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概要

Amazon DocumentDB (MongoDB 互
換) とは
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は高速で信頼性が高く、完全マネージド型のデータベースサービ
スです。Amazon DocumentDB は、クラウド内で MongoDB と互換性のあるデータベースを簡単にセット
アップ、運用、スケールすることができます。Amazon DocumentDB では、同じアプリケーションコード
を実行し、MongoDB で使用するのと同じドライバーとツールを使用できます。
Amazon DocumentDB を使用する前に、「仕組み (p. 7)」で説明されている概念と機能を確認してお
く必要があります。その後で、「入門ガイド (p. 33)」の各ステップを実行します。
トピック
• Amazon DocumentDB の概要 (p. 1)
• クラスター (p. 2)
• インスタンス (p. 3)
• リージョンとアベイラビリティーゾーン (p. 4)
• Amazon DocumentDB の料金 (p. 6)
• モニタリング (p. 6)
• Interface (p. 6)
• 次のステップ (p. 7)
• Amazon DocumentDB: 仕組み (p. 7)
• ドキュメントデータベースとは (p. 18)

Amazon DocumentDB の概要
次に示すのは Amazon DocumentDB の主な特徴の一部です。
• Amazon DocumentDB は、データベースのストレージニーズが増大すると自動的にストレージボリュー
ムのサイズを拡張します。ストレージボリュームは 10 GB ごとに最大 64 TiB まで拡張されます。将来
の拡張に備えてクラスターに余分なストレージをプロビジョニングする必要はありません。
• Amazon DocumentDB では、最大 15 個のレプリカインスタンスを作成して、大量のアプリケーション
リクエストをサポートように読み取りスループットを増やすことができます。Amazon DocumentDB レ
プリカは同じ基盤となるストレージを共有しているため、コストを削減でき、レプリカノードで書き込
みを実行する必要はありません。この機能により、読み取り要求を処理するための処理能力が解放さ
れ、レプリカのラグタイム (多くの場合、一桁ミリ秒に短縮されます) が短縮されます。ストレージボ
リュームのサイズに関係なく、レプリカを数分で追加できます。Amazon DocumentDB にはリーダーエ
ンドポイントも提供するため、アプリケーションは追加および削除されるときにレプリカを追跡するこ
となく接続できます。
• Amazon DocumentDB では、各インスタンスを拡大または縮小することなく、コンピューティングおよ
びメモリリソースをスケールすることができます。通常、コンピューティングのスケーリングは数分以
内に完了します。
• Amazon DocumentDB は Amazon (Amazon Virtual Private Cloud) で実行されるため、独自の仮想ネット
ワークでデータベースを分離することができます。また、クラスターへのネットワークアクセスをコン
トロールするファイアウォール設定を指定できます。
• Amazon DocumentDB はクラスターの正常性を継続的にモニタリングします。インスタンスに障
害が発生すると、Amazon DocumentDB はインスタンスと関連するプロセスを自動的に再起動しま
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す。Amazon DocumentDB では、データベース REDO ログのクラッシュリカバリのリプレイが必要ない
ため、再起動時間が大幅に短縮されます。Amazon DocumentDB は、データベースキャッシュをデータ
ベースプロセスから分離し、インスタンスの再起動後もキャッシュを有効にします。
• インスタンスに障害が発生した場合、Amazon DocumentDB は、他のアベイラビリティーゾーンで作成
する最大 15 個の Amazon DocumentDB レプリカの 1 つに自動的にフェイルオーバーします。レプリ
カがプロビジョニングされていない場合に障害が発生すると、Amazon DocumentDB は自動的に新しい
Amazon DocumentDB インスタンスの作成を試みます。
• Amazon DocumentDB のバックアップ機能により、 point-in-time クラスターのリカバリ。この機
能によって、最大 5 分前まで、保持期間内の任意の時点にクラスターを復元させることができま
す。自動バックアップ保持期間は、最大 35 日間まで設定できます。自動化されたバックアップ
は、99.999999999% の耐久性を持つように設計された Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service)
に保存されます。Amazon DocumentDB バックアップは自動、増分、継続的であり、クラスターのパ
フォーマンスへの影響はありません。
• Amazon DocumentDB では、AWS Key Management Service (AWS KMS) を通じて作成およびコント
ロールするキーを使用してデータベースを暗号化できます。Amazon DocumentDB 暗号化を使用して実
行されているデータベースクラスターでは、基盤となるストレージに保存されている保管中のデータは
暗号化されます。同じクラスター内の自動バックアップ、スナップショット、およびレプリカも暗号化
されます。
AWS サービスを初めて使用する場合、詳細については次のリソースを参照してください。
• AWS では、コンピューティング、データベース、ストレージ、分析、およびその他の機能のサービスを
提供しています。すべての AWS のサービスの概要については、「Amazon Web Services によるクラウ
ドコンピューティング」を参照してください。
• AWS では、数多くのデータベースサービスを提供しています。使用している環境に最適なサービスに関
するガイダンスについては、「AWS でのデータベース」を参照してください。

クラスター
クラスター は、0 ～ 16 のインスタンスと、これらのインスタンスのデータを管理する 1 つのクラスター
ストレージボリュームで構成されます。すべての書き込みはプライマリインスタンスを介して行われま
す。すべてのインスタンス (プライマリとレプリカ) は読み込みをサポートします。クラスターのデータは
クラスターボリュームに保存され、3 つの異なるアベイラビリティーゾーンにコピーが保存されます。
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インスタンス
Amazon DocumentDB インスタンスは、クラウド内の独立したデータベース環境です。インスタンスに
は、複数のユーザーが作成したデータベースを含めることができます。AWS Management Console または
AWS CLI を使用して、インスタンスを作成および変更することができます。
インスタンスの計算とメモリの容量は、インスタンスクラス によって決まります。お客様のニーズに最も
合うインスタンスを選択できます。時間の経過とともにニーズが変化した場合は、別のインスタンスクラ
スを選択できます。インスタンスクラスの仕様については、「インスタンスクラスの仕様 (p. 326)」を参
照してください。
Amazon DocumentDB インスタンスは、Amazon VPC 環境でのみ実行されます。Amazon VPC では、仮
想ネットワーク環境を管理できます。独自の IP アドレスの範囲を選択し、サブネットを作成して、ルー
ティングおよびアクセスコントロールリスト (ACL) を設定できます。
Amazon DocumentDB インスタンスを作成する前に、クラスターを作成してインスタンスを含める必要が
あります。
すべてのインスタンスクラスがすべてのリージョンでサポートされているわけではありません。次の表で
は、どのインスタンスクラスが各リージョンでサポートされているかを示しています。

リージョン別のサポートされるインスタンスクラス
リージョン

R6G

R5

R4

T4G

T3

米国東部 (オハイ
オ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

米国東部 (バージ
ニア北部)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

米国西部 (オレゴ
ン)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

南米 (サンパウ
ロ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (ムンバ
イ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (シンガ
ポール)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (東京)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

カナダ (中部)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象
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リージョン

R6G

R5

欧州 (フランクフ
ルト)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (アイルラン
ド)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (ロンドン)

サポー
ト対象

ヨーロッパ (ミラ
ノ)

R4

T4G

T3

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (パリ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

中国 (北京) リー
ジョン

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

中国 (寧夏)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

AWS GovCloud
(US)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

リージョンとアベイラビリティーゾーン
リージョンとアベイラビリティーゾーンは、クラスターとインスタンスの物理的な場所を定義します。

リージョン
AWS クラウドコンピューティングリソースは、世界各地 (例えば、北米、ヨーロッパ、アジア) の高可用
性のデータセンター施設に収容されています。各データセンターの場所は、リージョンと呼ばれます。
各 AWS リージョンは、他の AWS リージョンと完全に分離されるように設計されています。各リージョ
ン内には複数のアベイラビリティーゾーンがあります。別のアベイラビリティーゾーンでノードを起動し
て、最大限の耐障害性を実現できます。以下の図では、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの仕
組みを詳細に示しています。

アベイラビリティーゾーン
各 AWS リージョンは、複数のそれぞれ独立した場所で構成されており、これらの場所は アベイラビリ
ティーゾーン と呼ばれます。各アベイラビリティーゾーンは、他のアベイラビリティーゾーンにおける障
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害の影響は受けず、同じリージョン内の他のアベイラビリティーゾーンには、低コスト、低レイテンシー
でネットワーク接続できるように設計されています。複数のアベイラビリティーゾーンで特定のクラス
ターのインスタンスを起動することにより、アベイラビリティーゾーンが失敗するというまれなイベント
からアプリケーションを保護できます。
Amazon DocumentDB アーキテクチャは、ストレージとコンピューティングを分離します。ストレージ
レイヤーの場合、Amazon DocumentDB は 3 つの AWS アベイラビリティーゾーン (AZ) にわたって 6 つ
のデータのコピーをレプリケートします。例えば、2 つのアベイラビリティーゾーンのみをサポートする
リージョンで Amazon DocumentDB クラスターを起動している場合、データストレージは 3 つのアベイラ
ビリティーゾーンにわたって 6 つの方法でレプリケートされますが、コンピューティングインスタンスは
2 つのアベイラビリティーゾーンでしか使用できません。
次の表は、クラスターのコンピューティングインスタンスをプロビジョニングするために特定の AWS
リージョン で使用できるアベイラビリティーゾーンの数を示しています。
リージョン名

リージョン

アベイラビリティーゾーン (コンピューティング)

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

3

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1

6

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

4

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

3

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1

3

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2

4

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1

3

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2

3

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1

3

カナダ (中部)

ca-central-1

3

中国 (北京) リージョン

cn-north-1

3

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

3

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

3

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

3

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

3

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

3

欧州 (パリ)

eu-west-3

3

AWS GovCloud (US)

us-gov-west-1

3
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Amazon DocumentDB の料金
Amazon DocumentDB クラスターは、以下のコンポーネントに基づいて請求されます。Amazon
DocumentDB には現在無料利用枠がないため、クラスターの作成では料金が発生します。
• インスタンス時間 (1 時間あたり) - インスタンスのインスタンスクラスに基づきます (例:
db.r5.xlarge など)。料金は 1 時間単位で表示されますが、請求の計算方法には秒単位が適用され、
時間は 10 進数の形式で表示されます。Amazon DocumentDB の使用料は 1 秒ごとに課金され、10 分未
満の場合は 10 分の料金が発生します。詳細については、「インスタンスクラスの管理 (p. 322)」を参
照してください。
• I/O リクエスト (1 か月あたりの 100 万リクエストごと) - 請求サイクル内で行ったストレージ I/O リクエ
ストの合計数。
• バックアップストレージ (1 か月当たりの GiB) - バックアップストレージは、自動データベースバック
アップおよび作成したアクティブなデータベースのスナップショットに関連付けられているストレー
ジです。バックアップ保持期間を延長するか、追加のデータベーススナップショットを撮ると、デー
タベースが消費するバックアップストレージが増加します。バックアップストレージは GB 月単位で計
算され、1 秒単位は適用されません。詳細については、「Amazon DocumentDB でのバックアップと復
元 (p. 219)」を参照してください。
• データ転送 (GB 当たり) - インターネットまたは他の AWS リージョンとインスタンスの間で送受信され
るデータ転送。
詳細については、「Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) の料金」を参照してください。

モニタリング
インスタンスのパフォーマンスと動作状態を追跡する方法は複数あります。無料のAmazonが使えるよ
CloudWatch サービスを使用して、インスタンスのパフォーマンスとヘルス状態をモニタリングできま
す。Amazon DocumentDB コンソールでパフォーマンスチャートを見つけることができます。インスタン
ス、スナップショット、パラメータグループ、セキュリティグループで変更が発生したときに通知される
Amazon DocumentDB のイベントにサブスクライブできます。
詳細については、次を参照してください。
• CloudWatch による Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)
• を使用した Amazon DocumentDB API コールのログ作成AWS CloudTrail (p. 438)

Interface
Amazon DocumentDB を操作する方法は AWS Management Console や AWS CLI など複数あります。

AWS Management Console
AWS Management Console はシンプルなウェブベースのユーザーインターフェイスです。プログラミン
グなしでコンソールからクラスターとインスタンスを管理できます。Amazon DocumentDB コンソール
にアクセスするには、AWS Management Console にサインインして Amazon DocumentDB コンソール
(https://console.aws.amazon.com/docdb) を開きます。
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AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon DocumentDB クラスターのとインス
タンスを管理することができます。最小限の設定で、使い慣れたターミナルプログラムから、Amazon
DocumentDB コンソールで提供されるすべての機能の使用を開始できます。
• AWS CLI をインストールするには、「AWS コマンドラインインターフェイスのインストール」を参照
してください。
• Amazon DocumentDB の AWS CLI の使用を開始するには、「AWS Amazon DocumentDB のコマンドラ
インインターフェイスリファレンス」を参照してください。

mongo シェル
データベース内のドキュメントを作成、読み取り、更新、削除するためにクラスターに接続するには、
mongo シェルを Amazon DocumentDB で使用します。mongo 4.0 をダウンロードしてインストールする
には、「ステップ 4: mongo シェルをインストールする (p. 42)」を参照してください。

MongoDB ドライバー
Amazon DocumentDB クラスターに対するアプリケーションの開発と作成には、MongoDB ドライバーを
Amazon DocumentDB で使用することもできます。

次のステップ
前のセクションでは、Amazon DocumentDB が提供する基本的なインフラストラクチャのコンポーネント
を紹介しました。次に実行すべきことは以下のとおりです。状況に応じて、以下のトピックの 1 つを参照
し、使用を開始してください。
• AWS CloudFormationAmazon DocumentDB 使用のクイックスタートAWS CloudFormation (p. 46) を
使用してクラスターとインスタンスを作成することにより、Amazon DocumentDB を開始します。
• 「入門ガイド (p. 33)」の手順を使用してクラスターとインスタンスを作成することにより、Amazon
DocumentDB の使用を開始します。
• Amazon DocumentDB への移行 (p. 123) のガイダンスを使用して、MongoDB 実装を Amazon
DocumentDB に移行します。

Amazon DocumentDB: 仕組み
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、フルマネージドの MongoDB と互換性のあるデータベース
サービスです。Amazon DocumentDB では、同じアプリケーションコードを実行し、MongoDB で使用す
るのと同じドライバーとツールを使用できます。Amazon DocumentDB は、MongoDB 3.6 および 4.0 と互
換性を持っています。
トピック
• Amazon DocumentDB エンドポイント (p. 9)
• TLS サポート (p. 11)
• Amazon DocumentDB のストレージ (p. 11)
• Amazon DocumentDB レプリケーション (p. 12)
• Amazon DocumentDB の信頼性 (p. 12)
• 読み込み設定のオプション (p. 13)
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• TTL 削除 (p. 16)
• 有料リソース (p. 16)
Amazon DocumentDB を使用するときは、最初に クラスター を作成します。クラスターは、ゼロ以上の
データベースインスタンスと、これらのインスタンスのデータを管理する 1 つのクラスターボリューム
で構成されます。Amazon DocumentDB の クラスターボリューム は、複数のアベイラビリティーゾーン
にまたがる仮想データベースストレージボリュームです。アベイラビリティーゾーンごとに、クラスター
データのコピーがあります。
Amazon DocumentDB クラスターは、主要な 2 つのコンポーネントで構成されています。
• クラスターボリューム - クラウドネイティブなストレージサービスを使用して、3 つのアベイラビリ
ティーゾーンにわたって 6 つの方法でデータをレプリケートし、耐久性と可用性に優れたストレージを
提供します。Amazon DocumentDB クラスターには 1 個のクラスターボリュームがあり、最大 64 tiB の
データを格納できます。
• インスタンス - データベースの処理能力を提供し、クラスターストレージボリュームとの間でデータの
書き込みと読み取りを行います。Amazon DocumentDB クラスターには 0 ～ 16 のインスタンスを持つ
ことができます。
インスタンスは以下の 2 つのロールのいずれかを提供します。
• プライマリインスタンス - 読み書きオペレーションをサポートし、クラスターボリュームに対するすべ
てのデータ変更を実行します。各 Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタンスを作成し
ます。
• レプリカインスタンス - 読み取りオペレーションのみをサポートします。Amazon DocumentDB クラ
スターには、プライマリインスタンスに加えて 15 個までのレプリカを含めることができます。複数の
レプリカがあると、読み取りワークロードを分散させることができます。さらに、別のアベイラビリ
ティーゾーンにレプリカを配置することによって、クラスターの可用性を高めることもできます。
次の図は、Amazon DocumentDB クラスター内のクラスターボリューム、プライマリインスタンス、およ
びレプリカの関係を示しています。

クラスターインスタンスは、同じインスタンスクラスである必要はなく、必要に応じてプロビジョニング
および削除することができます。このアーキテクチャでは、ストレージとは無関係にクラスターのコン
ピューティング性能をスケールできます。
アプリケーションがプライマリインスタンスにデータを書き込むときに、プライマリはクラスターボ
リュームに堅牢な書き込みを実行します。次に、その書き込み (データではありません) の状態がアク
ティブな各レプリカにレプリケートされます。Amazon DocumentDB レプリカは書き込み処理に関与し
ないため、Amazon DocumentDB レプリカは読み取りスケーリングにとって有利となります。Amazon
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DocumentDB レプリカからの読み取りは、最短のレプリカラグで結果整合性があります。通常、プライマ
リインスタンスがデータを書き込んだ後、100 ミリ秒未満になります。レプリカからの読み込みは、プラ
イマリに書き込まれた順序で読み込まれることが保証されます。レプリカの遅延は、データ変更のレート
や、大量の書き込みアクティビティによってレプリカの遅延が大きくなる可能性のある期間によって異な
ります。詳細については、「Amazon DocumentDB のメトリクス (p. 427)」で ReplicationLag のメ
トリクスを参照してください。

Amazon DocumentDB エンドポイント
Amazon DocumentDB は複数の接続オプションを提供し、幅広いユースケースに対応します。Amazon
DocumentDB クラスターのインスタンスに接続するには、インスタンスのエンドポイントを指定しま
す。エンドポイントでは、ホストアドレスとポート番号がコロンで区切られています。
リーダーエンドポイントまたはインスタンスエンドポイントに接続する特定のユースケースがない限
り、クラスターエンドポイントを使用してレプリカセットモード（「レプリカセットとしてAmazon
DocumentDB に接続する (p. 511)」を参照）でクラスターに接続することをお勧めします。レプリカに
リクエストをルーティングするには、アプリケーションの読み込み整合性要件に合わせて読み取り性能を
最大化する、ドライバー読み込み設定を選択します。secondaryPreferred 読み込み設定を使用する
と、レプリカの読み取りを有効にし、プライマリインスタンスを解放してより多くの作業を行うことがで
きます。
次のエンドポイントは、Amazon DocumentDB クラスターから取得できます。

クラスターエンドポイント
クラスターエンドポイントはクラスターの現在のプライマリインスタンスに接続します。このクラスター
エンドポイントは、読み取りと書き込みの両方のオペレーションに使用できます。Amazon DocumentDB
クラスターには、厳密には 1 つのクラスターエンドポイントがあります。
クラスターエンドポイントは、クラスターへの読み取り/書き込み接続のフェイルオーバーサポートを提供
します。クラスターの現在のプライマリインスタンスが失敗し、クラスターに少なくとも 1 つのアクティ
ブなリードレプリカがある場合、クラスターエンドポイントは自動的に接続リクエストを新しいプライマ
リインスタンスにリダイレクトします。Amazon DocumentDB クラスターに接続するときは、クラスター
エンドポイントを使用し、レプリカセットモード（「レプリカセットとしてAmazon DocumentDB に接続
する (p. 511)」を参照）でクラスターに接続することをお勧めします。
Amazon DocumentDB クラスターエンドポイントの例を以下に示します。
sample-cluster.cluster-123456789012.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017

次の接続文字列は、このクラスターエンドポイントを使用した例です。
mongodb://username:password@sample-cluster.cluster-123456789012.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017

クラスターのエンドポイントを見つける方法については、「クラスターのエンドポイントの検
索 (p. 390)」を参照してください。

読み込みエンドポイント
読み込みエンドポイントは、クラスター内の使用可能なすべてのレプリカ間で、読み取り専用接続の負荷
分散を行います。読み込みエンドポイントへの接続で書き込みオペレーションを実行しようとすると、エ
ラーが発生します。Amazon DocumentDB クラスターには、厳密には 1 つのリーダーエンドポイントがあ
ります。
クラスターに 1 つの (プライマリ) インスタンスのみが含まれている場合、読み込みエンドポイントはプラ
イマリインスタンスのみに接続します。Amazon DocumentDB クラスターにレプリカインスタンスを追加
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した場合、リーダーエンドポイントは、アクティブになった時点で新しいレプリカへの読み取り専用接続
を開きます。
Amazon DocumentDB クラスターのリーダーエンドポイントの例を以下に示します。
sample-cluster.cluster-ro-123456789012.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017

次の接続文字列は、読み込みエンドポイントを使用した例です。
mongodb://username:password@sample-cluster.cluster-ro-123456789012.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017

読み込みエンドポイントは、読み込みリクエストではなく、読み取り専用接続の負荷分散を行います。一
部の読み込みエンドポイントが他の読み込みエンドポイントよりも多く使用されている場合、読み込みリ
クエストはクラスター内のインスタンス間で均等に分散されない可能性があります。クラスターエンドポ
イントにレプリカセットとして接続し、secondaryPreferred 読み込み優先オプションを使用して、リクエ
ストを分散することをお勧めします。
クラスターのエンドポイントを見つける方法については、「クラスターのエンドポイントの検
索 (p. 390)」を参照してください。

インスタンスエンドポイント
クラスター内で特定のインスタンスに接続するインスタンスエンドポイントです。現在のプライマリイン
スタンスのインスタンスエンドポイントは、読み込み/書き込みオペレーションに使用できます。ただし、
リードレプリカのインスタンスエンドポイントに書き込みオペレーションを実行しようとすると、エラー
が発生します。Amazon DocumentDB クラスターは、アクティブなインスタンスごとに 1 つのインスタン
スのエンドポイントを持ちます。
インスタンスエンドポイントは、クラスターエンドポイントや読み取りエンドポイントが適切でないシナ
リオ向けに、特定のインスタンスへの接続の直接制御を提供します。ユースケースの例として、定期的な
読み取り専用分析ワークロード用のプロビジョニングがあります。をプロビジョニングできます largerthan-normal レプリカインスタンスを使用して、インスタンスエンドポイントを使用した新しいより大き
なインスタンスへの直接接続、分析クエリの実行を行った後で、インスタンスを削除します。インスタン
スエンドポイントを使用すると、分析トラフィックが他のクラスターインスタンスに影響を与えないよう
にできます。
次の例では、Amazon DocumentDB クラスターの 1 つのインスタンスのインスタンスエンドポイントを示
します。
sample-instance.123456789012.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017

次の接続文字列は、このインスタンスエンドポイントを使用した例です。
mongodb://username:password@sample-instance.123456789012.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017

Note
プライマリまたはレプリカとしてのインスタンスのロールは、フェイルオーバーイベントが原因
で変更される可能性があります。アプリケーションで、特定のインスタンスエンドポイントが
プライマリインスタンスであることを前提にしないでください。本稼働アプリケーションのイン
スタンスエンドポイントに接続することはお勧めしません。代わりに、クラスターエンドポイン
トを使用し、レプリカセットモード（「レプリカセットとしてAmazon DocumentDB に接続す
る (p. 511)」を参照）でクラスターに接続することをお勧めします。インスタンスのフェイル
オーバー優先度をより高度に制御する方法については、「Amazon DocumentDB クラスターの耐
障害性の理解 (p. 321)」を参照してください。
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クラスターのエンドポイントを見つける方法については、「インスタンスのエンドポイントの検
索 (p. 392)」を参照してください。

レプリカセットモード
レプリカセット名 rs0 を指定して、レプリカセットモードで Amazon DocumentDB クラスターエンドポ
イントに接続できます。レプリカセットモードで接続すると、[Read Concern (読み取りの問題)]、[Write
Concern (書き込みの問題)]、および [Read Preference (読み取り設定)] のオプションを指定できます。詳細
については、「読み込み整合性 (p. 14)」を参照してください。
レプリカセットモードで接続する接続文字列の例を次に示します。
mongodb://username:password@sample-cluster.cluster-123456789012.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0

レプリカセットモードで接続するときは、Amazon DocumentDB クラスターはドライバーとクライアント
に対してレプリカセットとして表示されます。Amazon DocumentDB クラスターに対して追加、削除した
インスタンスは、レプリカセット設定に自動的に反映されます。
各 Amazon DocumentDB クラスターは、デフォルト名が rs0 の 1 つのレプリカセットで構成されます。
レプリカセットの名前を変更することはできません。
レプリカセットモードでのクラスターエンドポイントへの接続が、一般的な使用での推奨の方法です。

Note
Amazon DocumentDB クラスター内のすべてのインスタンスは、同じ TCP ポートで接続をリッ
スンします。

TLS サポート
TLS (Transport Layer Security) を使用した Amazon DocumentDB への接続方法については、「転送中の
データの暗号化 (p. 149)」を参照してください。

Amazon DocumentDB のストレージ
Amazon DocumentDB のデータは クラスターボリューム に保存されます。これは、SSD (Solid State
Drive) を使用する単一の仮想ボリュームです。クラスターボリュームはお客様のデータの 6 つのコピー
で構成されます。これらのデータは、単一の AWS リージョン の複数のアベイラビリティーゾーン間で
自動的にレプリケートされます。このレプリケーションにより、データの高い耐久性が保証され、デー
タ損失の可能性が低くなります。また、データのコピーが他のアベイラビリティーゾーンにすでに存在す
るため、フェイルオーバー中のクラスターの可用性が高まります。これらのコピーは、継続して Amazon
DocumentDB クラスター内のインスタンスに対するデータリクエストを処理できます。

データストレージに対する請求方法
Amazon DocumentDB は、データ量が増えるにつれて、クラスターボリュームのサイズを自動的に増やし
ます。Amazon DocumentDB クラスターボリュームは最大サイズの 64 TiB まで拡張できますが、Amazon
DocumentDBクラスターボリュームで使用する領域に対してのみ課金されます。Amazon DocumentDB 4.0
以降では、コレクションやインデックスの削除などでのデータを削除すると、全体の割り当て領域が相応
に減少します。したがって、不要になったコレクション、インデックス、データベースを削除すること
で、ストレージ料金を削減できます。Amazon DocumentDB 3.6 では、コレクションやインデックスの削
除などによってデータが削除されても、全体の割り当て領域は同じままです。空き領域は、future データ
ボリューム増加時に自動的に再利用されます。

Note
Amazon DocumentDB 3.6 では、ストレージコストは「高いウォーターマーク」(任意の時点で
Amazon DocumentDB クラスター用に割り当てられた最大量) に基づきます。大量の一時情報を
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作成したり、古い不要データの削除前に新規データを大量にロードする ETL 実行を避けること
によってコストを管理できます。Amazon DocumentDB クラスターからデータを削除したことに
よって大量の割り当て済み未使用領域が発生した場合に、高いウォーターマークをリセットする
には、mongodump や mongorestore などのツールを使用して論理データダンプを作成し、新し
いクラスターに復元する必要があります。スナップショットを作成および復元しても、割り当て
られたストレージは削減されません。これは、基になるストレージの物理的なレイアウトが、復
元されたスナップショットでも変更されないためです。

Note
mongodump や mongorestore などのユーティリティを使用すると、ストレージボリュームに対
して読み書きするデータのサイズに応じた I/O 料金が発生します。
Amazon DocumentDB データストレージおよび I/O の料金に関する情報は、「Amazon DocumentDB
(MongoDB 互換性) の料金] と [料金のよくある質問」を参照してください。

Amazon DocumentDB レプリケーション
Amazon DocumentDB クラスターでは、各レプリカインスタンスが独立したエンドポイントを公開しま
す。これらのレプリカエンドポイントは、クラスターボリュームのデータへの読み取り専用アクセスを
提供します。また、複数のレプリケートされたインスタンス経由で、データの読み込みワークロードをス
ケールできます。さらに、データ読み取りのパフォーマンスを向上させ、Amazon DocumentDB クラス
ター内のデータの可用性を高めるためにも有効です。Amazon DocumentDB レプリカはフェイルオーバー
ターゲットでもあり、Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタンスに障害が発生した場合
は迅速に昇格されます。

Amazon DocumentDB の信頼性
Amazon DocumentDB は、信頼性、耐久性、および耐障害性を持つように設計されています。(可用性を高
めるため、Amazon DocumentDB クラスターを設定し、異なるアベイラビリティーゾーンに複数のレプリ
カインスタンスを存在させる必要があります。) Amazon DocumentDB には、信頼性の高いデータベース
ソリューションとなるいくつかの自動機能も含まれています。

ストレージの自動修復
Amazon DocumentDB では、データの複数のコピーを 3 つのアベイラビリティーゾーンに保持し、ス
トレージの障害によってデータが失われる可能性を最小限に抑えます。Amazon DocumentDB は、クラ
スターボリュームの障害を自動的に検出します。クラスターボリュームのセグメントで障害が発生する
と、Amazon DocumentDB はすぐにそのセグメントを修復します。クラスターボリュームを構成する他の
ボリュームからのデータを使用して、修復されるセグメントのデータが最新であるようにします。その結
果、Amazon DocumentDB ではデータ損失が回避され、 point-in-time 復元してインスタンスの障害から回
復します。

存続できるキャッシュのウォームアップ
Amazon DocumentDB はそのページキャッシュをデータベースとは別のプロセスで管理するため、ページ
キャッシュはデータベースとは無関係に存続できます。予期できないデータベース障害が発生した場合で
も、ページキャッシュはメモリに保持されます。これにより、バッファプールはデータベースの起動時に
最新の状態にウォームアップされます。

クラッシュ回復
Amazon DocumentDB は、クラッシュからほぼ瞬時に回復し、アプリケーションデータを提供し続ける
ように設計されています。Amazon DocumentDB は、クラッシュ回復を並列スレッドで非同期に実行しま
す。これにより、クラッシュの直後にデータベースを開き、使用できるようにします。
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リソースガバナンス

Amazon DocumentDB は、ヘルスチェックなど、サービス内で重要なプロセスを実行する
ために必要なリソースを保護します。これを行うには、インスタンスのメモリ負荷が高い場
合、Amazon DocumentDB はリクエストをスロットルします。その結果、一部のオペレーショ
ンは、メモリ負荷が低下するのを待つためにキューに入れられる場合があります。メモリ負
荷が続くと、キューに入れられた操作がタイムアウトすることがあります。次の方法で、メモ
リ不足によるサービススロットリングオペレーションを監視できます CloudWatch メトリクス
LowMemThrottleQueueDepth,LowMemThrottleMaxQueueDepth,LowMemNumOperationsThrottled,LowMemNum
詳細については、「によるAmazon DocumentDB のモニタリング」を参照してください CloudWatch。そ
の結果として、インスタンスに持続的なメモリプレッシャーが見られる場合 LowMem CloudWatch メトリ
クスでは、インスタンスをスケールアップしてワークロードに追加のメモリを提供することをお勧めしま
す。

読み込み設定のオプション
Amazon DocumentDB は、3 つのアベイラビリティーゾーンにわたってデータを 6 回レプリケートする
クラウドネイティブな共有ストレージサービスを使用して、高レベルの耐久性を提供します。Amazon
DocumentDB は、耐久性を実現するためにデータを複数のインスタンスにレプリケートすることに依存し
ません。クラスターのデータは、1 つのインスタンスが含まれているか、15 個のインスタンスが含まれて
いるかにかかわらず、耐久性に優れます。

書き込みの耐久性
Amazon DocumentDB は、独自の分散型の耐障害性がある自己修復機能を備えたストレージシステムを使
用します。このシステムは 3 つの AWS アベイラビリティーゾーン間のデータのコピーを 6 個レプリケー
トして (V＝6)、高度な可用性と耐久性を提供します。Amazon DocumentDB はデータを書き込む際、クラ
イアントへの書き込みを確認する前に、すべての書き込みが大半のノードに永続的にレコードされること
を確認します。3 ノードの MongoDB レプリカセットを実行している場合は、書き込み確認として {w:3,
j:true} を使用すると、Amazon DocumentDB と比較したときに可能な限り最高の設定を得られます。
Amazon DocumentDB クラスターへの書き込みは、クラスターのライターインスタンスによって処理
される必要があります。リーダーに書き込もうとすると、エラーが発生します。Amazon DocumentDB
プライマリインスタンスからの確認済みの書き込みは耐久性が高く、ロールバックすることはできませ
ん。Amazon DocumentDB はデフォルトで高い耐久性に優れており、耐久性に優れない書き込みオプショ
ンはサポートされていません。耐久性レベルを変更することはできません (これは、書き込みについてで
す)。Amazon DocumentDB は w=anything を無視し、事実上 w: 3 と j: true となります。この設定を減らす
ことはできません。
Amazon DocumentDB アーキテクチャではストレージとコンピューティングが分離されているため、単一
インスタンスのクラスターは高い耐久性を持ちます。耐久性はストレージレイヤーで処理されます。その
結果、1 つのインスタンスと 3 つのインスタンスを持つ Amazon DocumentDB クラスターは、同じレベル
の耐久性を実現します。データの高い耐久性を保持しながら、具体的なユースケースに対してクラスター
を設定できます。
Amazon DocumentDB クラスターへの書き込みは、1 つのドキュメント内でアトミックです。
Amazon DocumentDB は wtimeout オプションをサポートしておらず、値が指定された場合はエラーを返
しません。プライマリ Amazon DocumentDB インスタンスへの書き込みは、無期限にブロックしないこと
が保証されます。

読み込みの分離
Amazon DocumentDB インスタンスからの読み取りでは、クエリが開始される前に、耐久性があるデー
タのみが返されます。読み込みで、クエリの実行が開始された後で変更されたデータが返されることはな
く、どのような状況でもダーティーリードが可能になることもありません。
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読み込み整合性
Amazon DocumentDB クラスターから読み取られたデータは耐久性があり、ロールバックされませ
ん。Amazon DocumentDB 読み取りの読み取り整合性は、リクエストまたは接続の読み取り設定を指定し
て変更できます。Amazon DocumentDB は、耐久性に優れない読み取りオプションをサポートしていませ
ん。
Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタンスからの読み取りは、通常のオペレーション条
件下では整合性が高く、 read-after-write 整合性。書き込みとそれ以降の読み取りの間にフェイルオーバー
イベントが発生した場合、システムは一時的に高い整合性を持たない読み取りを返すことがあります。
リードレプリカからのすべての読み取りは、結果的に整合性を持ち、同じ順序でデータを返します。レプ
リカラグは多くの場合、100 ミリ秒未満です。

Amazon DocumentDB 読み取りの環境設定
Amazon DocumentDB は、レプリカセットモードのクラスターエンドポイントからデータを読み取ると
きのみ、読み取り設定オプションをサポートします。読み取り設定オプションの設定により、MongoDB
クライアントまたはドライバーが Amazon DocumentDB クラスターでインスタンスに読み取りリクエ
ストをルーティングする方法に影響があります。特定のクエリ用に読み込み設定オプションを指定する
か、MongoDB ドライバーの全般オプションとして指定できます。(読み込み設定オプションの設定方法に
ついては、クライアントまたはドライバーのドキュメントを参照してください。)
クライアントまたはドライバーがレプリカセットモードの Amazon DocumentDB クラスターエンドポイン
トに接続していない場合、読み取り設定の指定結果は定義されていません。
Amazon DocumentDB は、読み取り設定としての タグセット の設定はサポートしていません。

サポートされている読み込み設定オプション
• primary - primary 読み取り設定を指定すると、すべての読み取りがクラスターのプライマリインス
タンスにルーティングされます。プライマリインスタンスが使用できない場合、読み込みオペレーショ
ンは失敗します。あるprimary優先読み込みの利回り read-after-write 一貫性があり、優先されるユース
ケースに適しています read-after-write 高可用性および読み込みスケーリングに対する整合性。
次の例では、primary 読み込み設定を指定します。
db.example.find().readPref('primary')

• primaryPreferred - primaryPreferred 読み取り設定を指定すると、通常のオペレーションでは読
み取りがプライマリインスタンスにルーティングされます。プライマリフェイルオーバーが発生した場
合、クライアントはレプリカにリクエストをルーティングします。あるprimaryPreferred優先読み込
みの利回り read-after-write 通常のオペレーションで整合性と、フェイルオーバーイベント中の結果整合
性のある読み込みがあります。あるprimaryPreferred読み取り設定は、優先されるユースケースに適
しています read-after-write 読み込みスケーリングよりも整合性がありますが、それでも高可用性が必要
です。
次の例では、primaryPreferred 読み込み設定を指定します。
db.example.find().readPref('primaryPreferred')

• secondary - secondary 読み取り設定を指定すると、読み取りはレプリカのみにルーティングされ、
プライマリインスタンスにルーティングされることはありません。クラスター内のレプリカインスタン
スがない場合、読み込みリクエストは失敗します。あるsecondary読み込み設定では、結果整合性のあ
る読み込みが得られ、高可用性よりもプライマリインスタンスの書き込みスループットを優先するユー
スケースに適しています。 read-after-write 整合性。
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次の例では、secondary 読み込み設定を指定します。
db.example.find().readPref('secondary')

• secondaryPreferred - secondaryPreferred 読み取り設定を指定すると、1 つ以上のレプリカが
アクティブになったときに、読み取りはリードレプリカにルーティングされます。クラスター内にアク
ティブなレプリカインスタンスがない場合、読み込みリクエストはプライマリインスタンスにルーティ
ングされます。secondaryPreferred 読み込み設定では、読み取りがリードレプリカによって対応
されたときに、結果整合性のある読み込みが得られます。それは降伏する read-after-write 読み込みが
プライマリインスタンスによって処理されたときの整合性 (フェイルオーバーイベントがなければ)。あ
るsecondaryPreferred読み込み設定は、読み込みスケーリングや高可用性よりも読み込みスケーリ
ングや高可用性よりも優先するユースケースに適しています read-after-write 整合性。
次の例では、secondaryPreferred 読み込み設定を指定します。
db.example.find().readPref('secondaryPreferred')

• nearest - nearest 読み取り設定を指定すると、クライアントと Amazon DocumentDB クラスター内
のすべてのインスタンス間で測定されたレイテンシーのみに基づいて、読み取りがルーティングされま
す。nearest 読み込み設定では、読み取りがリードレプリカによって対応されたときに、結果整合性の
ある読み込みが得られます。それは降伏する read-after-write 読み込みがプライマリインスタンスによっ
て処理されたときの整合性 (フェイルオーバーイベントがなければ)。あるnearest読み込み設定は、
可能な限り低い読み込みレイテンシーと高可用性の達成を優先するユースケースに適しています readafter-write 一貫性と読み取りスケーリング。
次の例では、nearest 読み込み設定を指定します。
db.example.find().readPref('nearest')

高可用性
Amazon DocumentDB は、レプリカをプライマリインスタンスのフェイルオーバーターゲットとして使用
して、可用性の高いクラスター設定をサポートします。プライマリインスタンスが失敗すると、Amazon
DocumentDB レプリカが新しいプライマリとして昇格します。ここでは、プライマリインスタンスに対し
て行われた読み取り要求と書き込み要求が失敗して例外が発生するときに、短時間の中断が発生します。
Amazon DocumentDB クラスターにレプリカが含まれていない場合は、障害の発生時にプライマリインス
タンスが再作成されます。ただし、Amazon DocumentDB レプリカを昇格すると、プライマリインスタン
スを再作成するよりもより高速になります。したがって、1 つ以上の Amazon DocumentDB レプリカを
フェイルオーバーターゲットとして作成することが推奨されます。
フェイルオーバーとして使用することを目的としたレプリカは、プライマリインスタンスと同じインス
タンスのものである必要があります。これらは、プライマリとは別のアベイラビリティーゾーンにプロ
ビジョニングする必要があります。フェイルオーバーターゲットとして推奨されるレプリカを制御できま
す。高可用性のための Amazon DocumentDB の設定に関するベストプラクティスについては、「Amazon
DocumentDB クラスターの耐障害性の理解 (p. 321)」を参照してください。

読み取りのスケーリング
Amazon DocumentDB レプリカは、読み取りスケーリングに最適です。これらは、クラスターボリュー
ムでの読み取りオペレーション専用です。つまり、レプリカは書き込みを処理しません。データのレプリ
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ケーションは、インスタンス間ではなくクラスターボリューム内で行われます。したがって、各レプリカ
のリソースはクエリの処理専用となり、複製およびデータの書き込み向けではありません。
アプリケーションがより多くの読み込みキャパシティーを必要とする場合、すぐにクラスターにレプリカ
を追加できます (通常は 10 分未満)。読み込みキャパシティー要件が減ったら、不要なレプリカを削除でき
ます。Amazon DocumentDB レプリカを使用すると、必要な読み取り容量のみのお支払いで済みます。
Amazon DocumentDB は、読み取り設定オプションの使用を通じて、クライアント側の読み取りスケーリ
ングをサポートします。詳細については、「Amazon DocumentDB 読み取りの環境設定 (p. 14)」を参
照してください。

TTL 削除
バックグラウンドプロセスによって達成される TTL インデックスエリアからの削除は、特定の期間内に保
証されるものではなく、ベストエフォートです。インスタンスサイズ、インスタンスリソースの使用率、
ドキュメントサイズ、全体的なスループットなどの要因は、TTL 削除のタイミングに影響を与える可能性
があります。
TTL モニタがドキュメントを削除すると、削除ごとに IO コストが発生するため、請求が増加します。ス
ループットおよび TTL 削除のレートが増加した場合、IO 使用量が増加するため、請求の増加が予想され
ます。
既存のコレクションに TTL インデックスを作成する場合、インデックスを作成する前に、期限切れのド
キュメントをすべて削除する必要があります。現在の TTL 実装は、コレクション内のドキュメントのごく
一部を削除するために最適化されています。これは、最初からコレクションでTTLが有効化されていた場
合であり、一度に多数のドキュメントを削除する必要がある場合、必要以上に高い IOPS が発生する可能
性があるからです。
TTL インデックスを作成してドキュメントを削除する代わりに、時間に基づいてドキュメントをコレク
ションにセグメント化し、ドキュメントが不要になったときにそれらのコレクションをドロップすること
ができます。例えば、週に 1 つのコレクションを作成し、IO コストをかけずにドロップできます。これ
は、TTL インデックスを使用するよりもコスト効率が大幅に向上します。

有料リソース
有料 Amazon DocumentDB リソースの特定
Amazon DocumentDB はフルマネージドデータベースサービスであるため、インスタンス、ストレー
ジ、I/O、バックアップ、およびデータ転送が有料です。詳細については、「Amazon DocumentDB
(MongoDB 互換) の料金」を参照してください。
アカウントの有料リソースを見つけ出し、そのリソースを削除する可能性がある場合は、AWS
Management Consoleまたは AWS CLI を使用します。

AWS Management Consoleの使用
AWS Management Console を使用して、AWS リージョン にプロビジョニングした Amazon DocumentDB
クラスター、インスタンス、およびスナップショットを検出できます。

クラスター、インスタンス、およびスナップショットを見つけ出すには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

デフォルトのリージョン以外のリージョンの有料リソースを見つけ出すには、画面の右上隅で、検索
する AWS リージョン を選択します。
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3.

ナビゲーションペインで、該当する有料リソースの種類を選択します。クラスター,インスタンス, ま
たはスナップショット。

4.

そのリージョンについてプロビジョニングされたすべてのクラスター、インスタンス、またはスナッ
プショットが右側のペインに表示されます。クラスター、インスタンス、およびスナップショットの
料金が発生します。

AWS CLIの使用
AWS CLI を使用して、AWS リージョン にプロビジョニングした Amazon DocumentDB クラスター、イ
ンスタンス、およびスナップショットを検出できます。
クラスターおよびインスタンスを見つけ出すには
次のコードは、指定されたリージョンのすべてのクラスターとインスタンスをリストします。デフォルト
のリージョンでクラスターとインスタンスを検索する場合は、--region パラメータを省略できます。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--region us-east-1 \
--query 'DBClusters[?Engine==`docdb`]' | \
grep -e "DBClusterIdentifier" -e "DBInstanceIdentifier"

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--region us-east-1 ^
--query 'DBClusters[?Engine==`docdb`]' | ^
grep -e "DBClusterIdentifier" -e "DBInstanceIdentifier"

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
"DBClusterIdentifier": "docdb-2019-01-09-23-55-38",
"DBInstanceIdentifier": "docdb-2019-01-09-23-55-38",
"DBInstanceIdentifier": "docdb-2019-01-09-23-55-382",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster2",
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スナップショットを見つけ出すには
次のコードは、指定されたリージョンのすべてのスナップショットをリストします。デフォルトのリー
ジョンでスナップショットを検索する場合は、--region パラメータを省略できます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-snapshots \
--region us-east-1 \
--query 'DBClusterSnapshots[?Engine==`docdb`].[DBClusterSnapshotIdentifier,SnapshotType]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-snapshots ^
--region us-east-1 ^
--query 'DBClusterSnapshots[?Engine==`docdb`].[DBClusterSnapshotIdentifier,SnapshotType]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

[
],
[

]

]

"rds:docdb-2019-01-09-23-55-38-2019-02-13-00-06",
"automated"
"test-snap",
"manual"

削除する必要があるのは、manual スナップショットのみです。Automated スナップショットは、クラス
ターを削除すると削除されます。

不要な有料リソースの削除
クラスターを削除するには、まずクラスター内のインスタンスをすべて削除する必要があります。
• インスタンスを削除するには、Amazon DocumentDB インスタンスの削除 (p. 341)を参照してくださ
い。

Important
クラスター内のインスタンスを削除しても、そのクラスターに関連付けられているストレー
ジとバックアップの使用量に対して料金が発生します。すべての課金を停止するには、クラス
ターと手動スナップショットも削除する必要があります。
• クラスターを削除するには、Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削除 (p. 304)を参照して
ください。
• 手動スナップショットを削除するには、「クラスタースナップショットの削除 (p. 250)」を参照してく
ださい。

ドキュメントデータベースとは
データモデルを正規化された行や列の観点から考えない開発者もいます。通常、アプリケーション層で
は、データは JSON ドキュメントとして表されます。これは、開発者にとって、データモデルをドキュメ
ントとして考える方が直感的であるためです。
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アプリケーションコードで使用するのと同じドキュメントモデル形式を使用してデータをデータベースに
保持できるため、ドキュメントデータベースの人気が高まっています。ドキュメントデータベースは、柔
軟でアジャイルな開発のための強力で直感的な API を提供します。
トピック
• ドキュメントデータベースのユースケース (p. 19)
• ドキュメントについて (p. 19)
• ドキュメントでの作業 (p. 23)

ドキュメントデータベースのユースケース
ユースケースにより、ドキュメントデータベースが必要か、またはデータを管理するためのその他の種類
のデータベースが必要かが決まります。ドキュメントデータベースは、迅速で反復性のある開発のための
柔軟なスキーマを必要とするワークロードに適しています。以下では、ドキュメントデータベースに大き
な利点があるユースケースの例をいくつか示します。
トピック
• ユーザープロファイル (p. 19)
• リアルタイムのビッグデータ (p. 19)
• コンテンツ管理 (p. 19)

ユーザープロファイル
ドキュメントデータベースには柔軟性が高いスキーマがあるため、属性とデータ値が異なるドキュメント
を保存できます。ドキュメントデータベースは、さまざまなユーザーがさまざまな種類の情報を提供する
オンラインプロファイルに対する実用的なソリューションです。ドキュメントデータベースを使用して、
各ユーザーに固有の属性のみを保存し、各ユーザーのプロファイルを効率的に保存することができます。
ユーザーが自分のプロファイル情報を追加または削除したとします。この場合、ドキュメントは、最近追
加された属性とデータを含むか、新しく省略された属性とデータが省略された、更新されたバージョンに
簡単に置き換えることができます。ドキュメントデータベースは、このようなレベルの個性や流動性を簡
単に管理することができます。

リアルタイムのビッグデータ
従来、運用データから情報を抽出する能力は、運用データベースと分析データベースがそれぞれ異なる環
境（運用環境およびビジネス/レポート作成）で維持されているという事実によって妨げられていました。
リアルタイムで動作情報を抽出できることは、競争の激しいビジネス環境において非常に重要です。ド
キュメントデータベースを使用することで、企業は任意の送信元からの運用データを保存して管理し、同
時に分析のため任意の BI エンジンにデータをフィードできます。2 つの環境を持つ必要はありません。

コンテンツ管理
コンテンツを効果的に管理するために、さまざまなソースからコンテンツを収集して集計し、お客様に提
供する必要があります。ドキュメントデータベースは、柔軟性の高いスキーマがあるため、あらゆる種類
のデータの収集および保存に最適です。それらを使用して、イメージ、コメント、ビデオなど、ユーザー
が生成したコンテンツを含めて、新しい種類のコンテンツを作成し、組み込むことができます。

ドキュメントについて
ドキュメントデータベースは、セミ構造化データをドキュメントとして格納するために使用されます。リ
レーショナルデータベースのように、それぞれが固有の固定構造を持つ複数のテーブルにわたってデータ
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を正規化するのではなく、ドキュメントとして格納します。ドキュメントデータベースに保存されている
ドキュメントは、ネストされたキーと値のペアを使用して、ドキュメントの構造またはスキーマを提供し
ます。ただし、さまざまな種類のドキュメントを同じドキュメントデータベースに保存できるため、形式
が異なる類似したデータの処理要件を満たします。たとえば、各ドキュメントは自己記述型であるため、
トピック「ドキュメントデータベースのドキュメントの例 (p. 21)」で説明しているオンラインストアの
JSON でエンコードされたドキュメントは、同じドキュメントデータベースに保存することができます。
トピック
• SQL と非リレーショナルの用語 (p. 20)
• 単純ドキュメント (p. 20)
• 埋め込まれたドキュメント (p. 21)
• ドキュメントデータベースのドキュメントの例 (p. 21)
• ドキュメントデータベースの正規化について (p. 22)

SQL と非リレーショナルの用語
次の表は、SQL データベースによって使用される用語とドキュメントデータベース (MongoDB) で使用さ
れる用語を比較したものです。
SQL

MongoDB

テーブル

Collection

行

Document

列

フィールド

プライマリキー

ObjectId

インデックス

インデックス

表示

表示

ネストされたテーブルまたはオブジェクト

埋め込まれたドキュメント

配列

配列

単純ドキュメント
ドキュメントデータベースのすべてのドキュメントは自己記述型です。このドキュメントでは、JSON に
似た形式のドキュメントを使用しますが、エンコードの他の方法も使用できます。
単純ドキュメントには、ドキュメント内ですべてが同じレベルの 1 つ以上のフィールドがあります。次の
例では、フィールド SSN、LName、FName、DOB、Street、City、State-Province、PostalCode、
および Country はすべてドキュメント内の兄弟です。
{

"SSN": "123-45-6789",
"LName": "Rivera",
"FName": "Martha",
"DOB": "1992-11-16",
"Street": "125 Main St.",
"City": "Anytown",
"State-Province": "WA",
"PostalCode": "98117",
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}

"Country": "USA"

情報を単純ドキュメントに整理すると、各フィールドは個別に管理されます。ユーザーのアドレスを取得
するには、Street、City、State-Province、PostalCode、および Country を個別のデータ項目と
して取得する必要があります。

埋め込まれたドキュメント
複合ドキュメントは、ドキュメント内に埋め込まれたドキュメントを作成してデータを整理します。埋め
込まれたドキュメントでは、データをグループまたは個別のデータ項目として管理するために役立ちま
す。ケース別に、どちらか効率的なほうを選択できます。前の例を使用すると、メインドキュメントに
Address ドキュメントを埋め込むことができます。この操作を行うと、次のドキュメント構造になりま
す。
{

}

"SSN": "123-45-6789",
"LName": "Rivera",
"FName": "Martha",
"DOB": "1992-11-16",
"Address":
{
"Street": "125 Main St.",
"City": "Anytown",
"State-Province": "WA",
"PostalCode": "98117",
"Country": "USA"
}

ドキュメント内のデータに、個別のフィールド ("SSN":)、埋め込み文書として ("Address":)、または埋
め込みドキュメントのメンバーとして ("Address":{"Street":}).

ドキュメントデータベースのドキュメントの例
前に説明したように、ドキュメントデータベース内の各ドキュメントは自己記述型であるため、ドキュメ
ントデータベース内のドキュメントの構造は、相互に異なる可能性があります。次の 2 つのドキュメント
(1 つは書籍用、もう 1 つは定期刊行物用) は、構造的に異なります。ただし、両方とも同じドキュメント
データベースに存在できます。
書籍ドキュメントの例を次に示します。
{

}

"_id" : "9876543210123",
"Type": "book",
"ISBN": "987-6-543-21012-3",
"Author":
{
"LName":"Roe",
"MI": "T",
"FName": "Richard"
},
"Title": "Understanding Document Databases"

2 つの記事を含む定期刊行物の例を以下に示します。
{
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}

"_id" : "0123456789012",
"Publication": "Programming Today",
"Issue":
{
"Volume": "14",
"Number": "09"
},
"Articles" : [
{
"Title": "Is a Document Database Your Best Solution?",
"Author":
{
"LName": "Major",
"FName": "Mary"
}
},
{
"Title": "Databases for Online Solutions",
"Author":
{
"LName": "Stiles",
"FName": "John"
}
}
],
"Type": "periodical"

これら 2 つのドキュメントの構造を比較します。リレーショナルデータベースでは、別々の「定期刊行
物」と「書籍」テーブル、または null の値として「刊行物」、「問題」、「記事」、「MI」など未使用
のフィールドを持つ 1 つのテーブルが必要です。ドキュメントデータベースが半構造化され、各ドキュ
メントが独自の構造を定義しているため、それらの 2 つのドキュメントは null フィールドなしで同じド
キュメントデータベースに共存できます。ドキュメントデータベースは、スパースデータの処理に適して
います。
ドキュメントデータベースに対する開発により、迅速で反復的な開発が可能になります。これは、動的に
ドキュメントのデータ構造を変更でき、コレクション全体のスキーマを変更する必要がないためです。ド
キュメントデータベースが適しているのは、アジャイル開発と動的に変化する環境です。

ドキュメントデータベースの正規化について
ドキュメントデータベースは正規化されていません。そのため、1 つのドキュメントで見つかったデータ
を別のドキュメントで繰り返すことができます。さらに、ドキュメント間で一部のデータに相違が発生す
る場合があります。たとえば、オンラインストアで購入を行い、購入のすべての詳細が 1 つのドキュメン
トに保存されるシナリオを考えてみます。このドキュメントは、たとえば次の JSON ドキュメントのよう
になります。
{

"DateTime": "2018-08-15T12:13:10Z",
"LName" : "Santos",
"FName" : "Paul",
"Cart" : [
{
"ItemId" : "9876543210123",
"Description" : "Understanding Document Databases",
"Price" : "29.95"
},
{
"ItemId" : "0123456789012",
"Description" : "Programming Today",
"Issue": {
"Volume": "14",
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},
{

}

"Number": "09"
},
"Price" : "8.95"
"ItemId": "234567890-K",
"Description": "Gel Pen (black)",
"Price": "2.49"

}
],
"PaymentMethod" :
{
"Issuer" : "MasterCard",
"Number" : "1234-5678-9012-3456"
},
"ShopperId" : "1234567890"

この情報は、トランザクションコレクションでドキュメントとして保存されます。後で、1 つのアイテム
の購入を忘れていることに気付きます。そのため、再度同じストアにログオンし、別の購入を行います。
これもトランザクションコレクションの別のドキュメントとして保存されます。
{

}

"DateTime": "2018-08-15T14:49:00Z",
"LName" : "Santos",
"FName" : "Paul",
"Cart" : [
{
"ItemId" : "2109876543210",
"Description" : "Document Databases for Fun and Profit",
"Price" : "45.95"
}
],
"PaymentMethod" :
{
"Issuer" : "Visa",
"Number" : "0987-6543-2109-8765"
},
"ShopperId" : "1234567890"

この 2 つのドキュメント、つまり名前と買い物客 ID (同じクレジットカードを使用した場合はクレジット
カード情報) の冗長性に注目してください。しかし、ストレージは安価であり、各ドキュメントは結合が
必要ない単純なキーと値のクエリで迅速に取得できる単一のトランザクションを完全に記録するため、問
題はありません。
また、2 つの文書の間には、クレジットカード情報という明らかな相違があります。これは明らかな相違
であるのは、各購入で別のクレジットカードを使用した可能性が高いためです。各ドキュメントは、記録
されるトランザクションについては正確です。

ドキュメントでの作業
ドキュメントデータベースとしてのは、Amazon DocumentDB で JSON データの保存、クエリ実行、イ
ンデックス作成を容易にします。Amazon DocumentDB では、コレクションはリレーショナルデータベー
スのテーブルに似ています。ただし、すべてのドキュメントに適用される単一のスキーマが存在しない点
が異なります。コレクションでは、すべてのドキュメントを同じデータベースに保持しながら類似したド
キュメントを一緒にグループ化でき、構造が類似している必要はありません。
前のセクションのドキュメント例を使用すると、reading_material および office_supplies のコレ
クションがあります。ソフトウェアは、ドキュメントが属するコレクションを適用する必要があります。
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以下の例では、MongoDB API を使用して、ドキュメントを追加、クエリ、更新、および削除する方法を示
します。
トピック
• ドキュメントの追加 (p. 24)
• ドキュメントのクエリ (p. 25)
• ドキュメントの更新 (p. 27)
• ドキュメントの削除 (p. 31)

ドキュメントの追加
Amazon DocumentDB では、コレクションにドキュメントを最初に追加したときにデータベースが作成さ
れます。次の例では、example という名前のコレクションを test データベースに作成しています。こ
れは、クラスターに接続するときのデフォルトのデータベースです。最初のドキュメントの挿入時にコレ
クションが暗黙で作成されるため、コレクション名のエラーチェックはありません。したがって、コレク
ション名にタイプミス (example の代わりに eexample など) があると、正しいコレクションの代わりに
eexample コレクションが作成され、このコレクションにドキュメントが追加されます。エラーチェック
はアプリケーションで処理する必要があります。
次の例では、MongoDB API を使用してドキュメントを追加します。
トピック
• 単一のドキュメントの追加 (p. 24)
• 複数ドキュメントの追加 (p. 24)

単一のドキュメントの追加
単一のドキュメントをコレクションに追加するには、コレクションに追加したドキュメントで
insertOne( {} ) オペレーションを使用します。
db.example.insertOne(
{
"Item": "Ruler",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Clear","Yellow"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 40
},
"UnitPrice": 0.89
}
)

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

"acknowledged" : true,
"insertedId" : ObjectId("5bedafbcf65ff161707de24f")

複数ドキュメントの追加
複数のドキュメントをコレクションに追加するには、コレクションに追加したドキュメントのリストで
insertMany( [{},...,{}] ) オペレーションを使用します。この特定のリストのドキュメントのス
キーマは異なりますが、すべてのドキュメントを同じコレクションに追加できます。
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db.example.insertMany(
[
{
"Item": "Pen",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Black"],
"Inventory": {
"OnHand": 244,
"MinOnHand": 72
}
},
{
"Item": "Poster Paint",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Black","White"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50
}
},
{
"Item": "Spray Paint",
"Colors": ["Black","Red","Green","Blue"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50,
"OrderQnty": 36
}
}
]
)

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

"acknowledged" : true,
"insertedIds" : [
ObjectId("5bedb07941ca8d9198f5934c"),
ObjectId("5bedb07941ca8d9198f5934d"),
ObjectId("5bedb07941ca8d9198f5934e")
]

ドキュメントのクエリ
ときどきオンラインストアのインベントリを検索し、販売商品を顧客が表示して購入できることを確認す
る必要があります。コレクションのクエリは、コレクションのすべてのドキュメントを対象とするか、特
定の条件を満たすドキュメントのみを対象とするかにかかわらず、比較的簡単です。
ドキュメントのクエリを実行するには、find() オペレーションを使用します。この find() コマンドに
は、返すドキュメントを選択するために使用する条件を定義する単一のドキュメントパラメータがありま
す。find() からの出力は、改行のない 1 行のテキストとしてフォーマットされたドキュメントです。読
みやすくするために出力ドキュメントをフォーマットするには、find().pretty() を使用します。この
トピックのすべての例では、.pretty() を使用して出力を書式設定しています。
に挿入した 4 つのドキュメントを使用します。example上記の 2 つの演習でのコレクション
—insertOne()そしてinsertMany()。
トピック
• コレクション内のすべてのドキュメントの取得 (p. 26)
• フィールドの値に一致するドキュメントの取得 (p. 26)
• 埋め込みドキュメントに一致するドキュメントの取得 (p. 26)
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• 埋め込まれたドキュメントのフィールド値に一致するドキュメントの取得 (p. 26)
• 配列に一致するドキュメントの取得 (p. 27)
• 配列値に一致するドキュメントの取得 (p. 27)
• 演算子を使用したドキュメントの取得 (p. 27)

コレクション内のすべてのドキュメントの取得
コレクション内のすべてのドキュメントを取得するには、find() オペレーションで、空のクエリドキュ
メントを指定します。
以下のクエリは、example コレクション内のすべてのドキュメントを返します。
db.example.find( {} ).pretty()

フィールドの値に一致するドキュメントの取得
フィールドおよび値に一致するすべてのドキュメントを取得するには、find() オペレーションで、一致
するフィールドおよび値を識別するクエリドキュメントを指定します。
上記のドキュメントを使用して、このクエリは、「Item」フィールドが「Pen」に等しいすべてのドキュ
メントを返します。
db.example.find( { "Item": "Pen" } ).pretty()

埋め込みドキュメントに一致するドキュメントの取得
埋め込みドキュメントに一致するすべてのドキュメントを検索するには、find() オペレーションで、埋
め込みドキュメントの名前と、その埋め込みドキュメントのすべてのフィールドおよび値を識別するクエ
リドキュメントを指定します。
埋め込みドキュメントに一致するには、そのドキュメントの埋め込みドキュメントの名前が、クエリで指
定した名前と同じであることが必要です。さらに、埋め込みドキュメントのフィールドおよび値も、クエ
リで指定したものと同じであることが必要です。
次のクエリでは、「Poster Paint」ドキュメントのみ返ります。これは、「Pen」の値は「OnHand」
や「MinOnHand」とは異なり、「Spray Paint」には、クエリドキュメントよりもフィールドが 1 つ
(OrderQnty) 多いためです。
db.example.find({"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50 } } ).pretty()

埋め込まれたドキュメントのフィールド値に一致するドキュメントの取得
埋め込みドキュメントに一致するすべてのドキュメントを検索するには、find() オペレーションで、埋
め込みドキュメントの名前と、その埋め込みドキュメントのすべてのフィールドおよび値を識別するクエ
リドキュメントを指定します。
上記のドキュメントでは、以下のようにクエリで「ドット表記」を使用して埋め込みドキュメントと目的
のフィールドを指定しています。埋め込みドキュメント内に他のフィールドがある場合でも、これらに一
致するすべてのドキュメントが返されます。クエリは「Poster Paint」と「Spray Paint」を返します。それ
らはいずれも、指定したフィールドおよび値と一致するためです。
db.example.find({"Inventory.OnHand": 47, "Inventory.MinOnHand": 50 }).pretty()
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配列に一致するドキュメントの取得
配列に一致するすべてのドキュメントを検索するには、find() オペレーションで、目的の配列名とその
配列内のすべての値を指定します。クエリは、配列値の名前および順序がクエリで指定したものと一致す
るすべてのドキュメントを返します。
以下のクエリは「Pen」のみを返します。「Poster Paint」では追加の色 (White) があり、「Spray Paint」
では色の順序が異なるためです。
db.example.find( { "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"] } ).pretty()

配列値に一致するドキュメントの取得
特定の属性配列を含むすべてのドキュメントを見つけるには、find() オペレーションで、目的の配列名
と値を指定します。
db.example.find( { "Colors": "Red" } ).pretty()

上記のオペレーションは、すべてのドキュメントを返します。3 つのドキュメントのそれぞれで、Colors
という配列があり、その配列のどこかに「Red」という値があるためです。値として「White」を指定す
ると、クエリからは「Poster Paint」のみが返されます。

演算子を使用したドキュメントの取得
以下のクエリは、「Inventory.OnHand」値が 50 未満のすべてのドキュメントを返します。
db.example.find(
{ "Inventory.OnHand": { $lt: 50 } } )

サポートされているクエリ演算子のリストについては、「クエリおよびプロジェクション演算
子 (p. 108)」を参照してください。

ドキュメントの更新
通常、ドキュメントは静的ではなく、アプリケーションワークフローの一部として更新されます。以下の
例では、ドキュメントを更新する方法のいくつかを示します。
既存のドキュメントを更新するには、update() オペレーションを使用します。update() オペレーショ
ンには 2 つのドキュメントパラメータがあります。最初のドキュメントでは、更新するドキュメントを識
別しています。2 番目のドキュメントでは、行う更新を指定しています。
既存のフィールド (シンプルなフィールド、配列、または埋め込みドキュメントは関係ありません) を更新
する場合フィールド名とその値を指定します。オペレーションの最後では、古いドキュメントのフィール
ドが新しいフィールドおよび値に置き換えられたようになります。
トピック
• 既存のフィールドの値の更新 (p. 28)
• 新しいフィールドの追加 (p. 29)
• 埋め込みドキュメントの置き換え (p. 29)
• 埋め込みドキュメントへの新しいフィールドの挿入 (p. 30)
• ドキュメントからのフィールドの削除 (p. 31)
• 複数のドキュメントからのフィールドの削除 (p. 31)
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既存のフィールドの値の更新
先ほど追加した次の 4 つのドキュメントを以下の更新オペレーションに使用します。
{

},
{

},
{

},
{

}

"Item": "Ruler",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Clear","Yellow"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 40
},
"UnitPrice": 0.89
"Item": "Pen",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Black"],
"Inventory": {
"OnHand": 244,
"MinOnHand": 72
}
"Item": "Poster Paint",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Black","White"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50
}
"Item": "Spray Paint",
"Colors": ["Black","Red","Green","Blue"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50,
"OrderQnty": 36
}

シンプルなフィールドを更新するには
シンプルなフィールドを更新するには、update() で $set を使用してフィールド名と新しい値を指定し
ます。以下の例では、Item を「Pen」から「Gel Pen」に変更します。
db.example.update(
{ "Item" : "Pen" },
{ $set: { "Item": "Gel Pen" } }
)

このオペレーションの結果は、次のようになります。
{

}

"Item": "Gel Pen",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Black"],
"Inventory": {
"OnHand": 244,
"MinOnHand": 72
}

配列を更新するには

28

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
ドキュメントでの作業

以下の例では、既存の色の配列を、色のリストに Orange を含み White を含まない新しい配列に置き換
えます。新しい色のリストは、update() オペレーションで指定された順序になります。
db.example.update(
{ "Item" : "Poster Paint" },
{ $set: { "Colors": ["Red","Green","Blue","Orange","Black"] } }
)

このオペレーションの結果は、次のようになります。
{

}

"Item": "Poster Paint",
"Colors": ["Red","Green","Blue","Orange","Black"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50
}

新しいフィールドの追加
1 つ以上の新しいフィールドを追加してドキュメントを変更するには、挿入先のドキュメントと、$set
演算子を使用して挿入する新しいフィールドと値を識別するクエリドキュメントで、update() オペレー
ションを使用します。
以下の例では、値 3.99 を含むフィールド UnitPrice を Spray Paints ドキュメントに追加します。値
3.99 は数字であり、文字列ではありません。
db.example.update(
{ "Item": "Spray Paint" },
{ $set: { "UnitPrice": 3.99 } }
)

このオペレーションの結果は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

"Item": "Spray Paint",
"Colors": ["Black","Red","Green","Blue"],
"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50,
"OrderQnty": 36
},
"UnitPrice": 3.99

埋め込みドキュメントの置き換え
埋め込みドキュメントを置き換えてドキュメントを変更するには、update() オペレーションで、埋め込
みドキュメントと、$set 演算子を使用して挿入する新しいフィールドおよび値を識別するドキュメント
を指定します。
以下のドキュメントがあるとします。
db.example.insert({
"DocName": "Document 1",
"Date": {
"Year": 1987,
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})

}

"Month": 4,
"Day": 18

埋め込みドキュメントを置き換えるには
以下の例では、現在の Date ドキュメントを、フィールド Month と Day のみを含み Year を含まない新し
いドキュメントに置き換えます。
db.example.update(
{ "DocName" : "Document 1" },
{ $set: { "Date": { "Month": 4, "Day": 18 } } }
)

このオペレーションの結果は、次のようになります。
{

}

"DocName": "Document 1",
"Date": {
"Month": 4,
"Day": 18
}

埋め込みドキュメントへの新しいフィールドの挿入
埋め込みドキュメントにフィールドを追加するには
埋め込みドキュメントに 1 つ以上の新しいフィールドを追加してドキュメントを変更するに
は、update() オペレーションで、「ドット表記」を使用して、埋め込みドキュメントと、$set 演算子
を使用して挿入する新しいフィールドおよび値を識別するドキュメントを指定します。
以下のドキュメントでは、コードに「ドット表記」を使用して Year フィールドと DoW フィールドを埋め
込み Date ドキュメントに挿入し、Words フィールドを親ドキュメントに挿入しています。
{

}

"DocName": "Document 1",
"Date": {
"Month": 4,
"Day": 18
}

db.example.update(
{ "DocName" : "Document 1" },
{ $set: { "Date.Year": 1987,
"Date.DoW": "Saturday",
"Words": 2482 } }
)

このオペレーションの結果は、次のようになります。
{

"DocName": "Document 1",
"Date": {
"Month": 4,
"Day": 18,
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"Year": 1987,
"DoW": "Saturday"

}

},
"Words": 2482

ドキュメントからのフィールドの削除
ドキュメントからフィールドを削除することでドキュメントを変更するには、update() オペレーション
で、フィールドを削除するドキュメントを識別するクエリドキュメントを指定し、$unset 演算子で、削
除するフィールドを指定します。
以下の例では、上記のドキュメントから Words フィールドを削除します。
db.example.update(
{ "DocName" : "Document 1" },
{ $unset: { Words:1 } }
)

このオペレーションの結果は、次のようになります。
{

}

"DocName": "Document 1",
"Date": {
"Month": 4,
"Day": 18,
"Year": 1987,
"DoW": "Saturday"
}

複数のドキュメントからのフィールドの削除
複数のドキュメントからフィールドを削除してドキュメントを変更するには、update() オペレーション
を使用します ($unset 演算子を指定し、multi オプションを true に設定します)。
次の例では、コレクション例のすべてのドキュメントから Inventory フィールドを削除します。ドキュ
メントに Inventory フィールドがない場合、そのドキュメントに対して実行されるアクションはありま
せん。multi: true が省略された場合、アクションは条件を満たす最初のドキュメントでのみ実行され
ます。
db.example.update(
{},
{ $unset: { Inventory:1 } },
{ multi: true }
)

ドキュメントの削除
データベースからドキュメントを削除するには、remove() オペレーションを使用します。これにより、
削除するドキュメントを指定します。以下のコードは example コレクションから「Gel Pen」を削除しま
す。
db.example.remove( { "Item": "Gel Pen" } )
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データベースからすべてのドキュメントを削除するには、以下のように remove() オペレーションで空の
クエリを使用します。
db.example.remove( { } )
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Amazon DocumentDB の使用開始
Amazon DocumentDB に接続して開始する方法は複数あります。このガイドを作成したのは、ユーザーに
とって最も速く、最もシンプルで、最も簡単にドキュメントデータベースを使い始めることができる方法
であることがわかったからです。このガイドでは、AWS Cloud9 というウェブベースのターミナルを利用
して、AWS Management Console から直接 mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB クラスター
に接続してクエリします。対象となる新規のお客様AWS無料利用枠では Amazon DocumentDB とAWS
Cloud9無料で。もしあなたのAWS Cloud9環境または Amazon DocumentDB クラスターが無料利用枠を
超えてリソースを使用した場合、通常の料金が課金されますAWSそれらのリソースの料金。このガイドで
は、15 分以内に Amazon DocumentDB の使用を開始でき、
トピック
• 前提条件 (p. 33)
• ステップ 1: AWS Cloud9 環境の作成 (p. 34)
• ステップ 2: セキュリティグループの作成 (p. 37)
• ステップ 3: Amazon DocumentDB クラスターの作成 (p. 39)
• ステップ 4: mongo シェルをインストールする (p. 42)
• ステップ 5: Amazon DocumentDB クラスターConnect する (p. 43)
• ステップ 6: データの挿入とクエリ (p. 44)
• ステップ 7: 探索 (p. 45)
Amazon EC2 インスタンスへの SSH 接続を作成して、ローカルマシンから Amazon DocumentDB に接続
する場合は、「EC2 との接続方法」を参照してください。

前提条件
最初の Amazon DocumentDB クラスターを作成する前に、以下の操作を行う必要があります。
Amazon Web Services (AWS) アカウントを作成する
Amazon DocumentDB を使用する前に、Amazon Web Services (AWS) アカウントを持っている必要
があります。AWS アカウントは無料です。使用しているサービスとリソースに対してのみ料金をお支
払いいただきます。
AWS アカウント をお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

AWS アカウント にサインアップするには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コー
ドを入力するように求められます。
にサインアップするとAWS アカウント、anAWS アカウントルートユーザーが作成されま
す。root ユーザーはすべてにアクセスできますAWS のサービスおよびアカウント内のリソース。
セキュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当てる、ルート
ユーザーのみを使用して実行してくださいルートユーザーアクセスが必要なタスク。
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必要な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を設定します。
クラスター、インスタンス、クラスターパラメータグループなどの Amazon DocumentDB リソースを
管理するためのアクセスでは、リクエストの認証に AWS が使用できる認証情報が必要です。詳細に
ついては、Amazon DocumentDB での Identity and Access Management (p. 156) を参照してくださ
い。
1.

AWS Management Console の検索バーで、表示されるドロップダウンメニューに IAM を入力
し、[IAM] を選択します。

2.

IAM コンソールにアクセスしたら、ナビゲーションペインから [ユーザー] を選択します。

3.

ユーザーネームを選択します。

4.

[アクセス許可の追加] ボタンをクリックします。

5.

[Attach existing policies directly ( 既存のポリシーを直接アタッチ )] を選択します。

6.

検索バーに AmazonDocDBFullAccess と入力し、検索結果に表示されたら、それを選択しま
す。

7.

[] となっている下の青いボタンをクリックします次へ: 確認.

8.

[アクセス許可の追加] となっている下の青いボタンをクリックします。

Amazon VPC (Amazon Virtual Private Cloud) を作成する
このステップは、デフォルトの Amazon VPC がない場合にのみ必要です。デフォルトの VPC がない
場合は、「Amazon VPC のユーザーガイド」の「Amazon VPC の開始方法」のステップ 1 を完了さ
せます。これには 5 分もかかりません。

ステップ 1: AWS Cloud9 環境の作成
AWS Cloud9 には、mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB クラスターに接続してクエリを実行
できるウェブベースのターミナルが用意されています。
1.

AWS Management Console から AWS Cloud9 コンソールに移動し、[環境を作成する] を選択しま
す。

2.

[環境の名前と説明] セクションの [名前] フィールドに DocumentDBCloud9 と入力します。
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3.

[次のステップ] を選択します。

4.

[Configure settings section] で、[次のステップ] を選択します。
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5.

[Review (見直し)］セクションで、［Create environment (環境の作成)］を選択します。

Note
AWS Cloud9 環境のプロビジョニングには最大 3 分かかることがあります。
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ステップ 2: セキュリティグループの作成
このセキュリティグループにより、お客様の AWS Cloud9 環境から Amazon DocumentDB クラスターに
接続できるようになります。
1.

Amazon EC2 マネジメントコンソール で、[ネットワークとセキュリティ] の下にある [セキュリティ
グループ] を選択します。

2.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

3.

[基本的な詳細] ボックスで、各フィールドに以下を入力します。
• [Security group name (セキュリティグループ名)] に「 demoDocDB 」と入力します。
• [説明] に説明を入力します。
• VPC については、デフォルトの VPC の使用を受け入れます。
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4.

[インバウンドルール] セクションで、[ルールの追加] を選択します。

5.

[Type] で [Custom TCP Rule] を選択します。

6.

[ポート範囲] には、27017 を入力します。

7.

ソースは、先ほど作成した AWS Cloud9 環境のセキュリティグループです。使用可能なセキュリ
ティグループのリストを表示するには、cloud9 宛先フィールドに入力します。aws-cloud9<environment name> という名前のセキュリティグループを選択します。
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8.

他のすべてのデフォルトを受け入れ、[セキュリティグループの作成] を選択します。

Note
ポート 27017 は、Amazon DocumentDB のデフォルトのポートです。

ステップ 3: Amazon DocumentDB クラスターの作
成
このステップでは、前のステップで作成したセキュリティグループを使用して Amazon DocumentDB クラ
スターを作成します。
1.

Amazon DocumentDB マネジメントコンソールで、[クラスター] の下にある [作成] を選択します。

2.

[Amazon DocumentDB クラスターの作成] ページの、[設定] セクションで [1インスタンス数に対して]
を選択します。1 つのインスタンスを選択すると、コストを最小限に抑えることができます。これが
本稼働システムの場合は、高可用性のために 3 つのインスタンスをプロビジョニングすることをお勧
めします。その他の設定は、[設定] セクションはデフォルトです。
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3.

[認証] セクションで、ユーザーネームとパスワードを入力します。

4.

[アドバンスト設定の表示] を有効化します。
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5.

[ネットワーク設定] セクションの、VPC セキュリティグループ には、[demoDocDB] を選択します。

6.

[Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
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Amazon DocumentDB がクラスターをプロビジョニングしています。完了までに数分かかる場合もありま
す。クラスターとインスタンスのステータスが「Available」と表示されている場合は、クラスターに接
続できます。

ステップ 4: mongo シェルをインストールする
これで mongo シェルを AWS Cloud9 ステップ 1 で作成した環境にインストールします。mongo シェル
は、Amazon DocumentDB クラスターを接続してクエリするために使用するコマンドラインユーティリ
ティです。
1.

ステップ 1 のAWS Cloud9 環境が残っている場合は、その環境に戻り、ステップ 3 に進みます。お客
様のAWS Cloud9 環境から移動した場合、AWS Cloud9 マネジメントコンソールの お客様の環境 の下
にある DocumentDBCloud9 というラベルの付いた環境があります。[IDE を開く] を選択します。

2.

コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用してリポジトリファイルを作成します。
echo -e "[mongodb-org-4.0] \nname=MongoDB Repository\nbaseurl=https://repo.mongodb.org/
yum/amazon/2013.03/mongodb-org/4.0/x86_64/\ngpgcheck=1 \nenabled=1 \ngpgkey=https://
www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc" | sudo tee /etc/yum.repos.d/mongodborg-4.0.repo

3.

完了したら、次のコマンドで mongo シェルをインストールします。
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sudo yum install -y mongodb-org-shell

4.

転送中のデータを暗号化するには、Amazon DocumentDB のパブリックキーを https://
s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem からダウンロードします。このオペ
レーションにより、rds-combined-ca-bundle.pem という名前のファイルがダウンロードされま
す。
wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem

Note
Encryption-in-transit は、Amazon DocumentDB ではデフォルトで有効になっています。オプ
ションで TLS を無効にできます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスター TLS
設定の管理」を参照してください。

ステップ 5: Amazon DocumentDB クラスター
Connect する
次に、ステップ 4 でインストールした mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB クラスターに接続
します。
1.

Amazon DocumentDB マネジメントコンソールで、[クラスター] の下にあるお客様のクラスターを選
択します。クラスター識別子をクリックして、作成したクラスターを選択します。

2.

[接続性とセキュリティ] タブの、[mongo シェルを使用してこのクラスターに接続] の下にある接続文
字列をコピーします。<insertYourPassword> のコピーを省略すると、接続時に mongo シェルか
らパスワードの入力を求められます。

3.

お客様の AWS Cloud9 環境に戻り、接続文字列を貼り付けます。

パスワードを入力し、rs0:PRIMARY> プロンプトが表示されたら、Amazon DocumentDB クラスターに
正常に接続されています。

Note
トラブルシューティングについては、「Amazon DocumentDB のトラブルシューティング」を参
照してください。
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ステップ 6: データの挿入とクエリ
クラスターに接続できたので、いくつかのクエリを実行して、ドキュメントデータベースの使用に慣れる
ことができます。
1.

1 つのドキュメントを挿入するには、次のように入力します。
db.collection.insert({"hello":"DocumentDB"})

2.

次の出力が返ります。
WriteResult({ "nInserted" : 1 })

3.

findOne() コマンドで書き込んだドキュメントを読み取ることができます (一つのドキュメントしか
返さないため)。以下を入力します。
db.collection.findOne()

4.

次の出力が返ります。
{ "_id" : ObjectId("5e401fe56056fda7321fbd67"), "hello" : "DocumentDB" }

5.

さらにいくつかのクエリを実行するには、ゲームプロファイルのユースケースを検討してください。
まず、「profiles」というタイトルのコレクションにエントリをいくつか挿入します。以下を入力
します。
db.profiles.insertMany([
{ "_id"
"score":202},
{ "_id"
"score":9},
{ "_id"
"score":87},
{ "_id"
"score":27}
])

6.

: 1, "name" : "Matt", "status": "active", "level": 12,
: 2, "name" : "Frank", "status": "inactive", "level": 2,
: 3, "name" : "Karen", "status": "active", "level": 7,
: 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3,

次の出力が返ります。
{ "acknowledged" : true, "insertedIds" : [ 1, 2, 3, 4 ] }

7.

find() コマンドを使用して、プロファイルコレクション内のすべてのドキュメントを返します。以
下を入力します。
db.profiles.find()

8.

ステップ 5 で入力したデータに一致する出力が得られます。

9.

フィルターを使用して 1 つのドキュメントに対して1つのクエリを使用します。以下を入力します。
db.profiles.find({name: "Katie"})

10. この出力を返す必要があります。
{ "_id" : 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3, "score":27}
11. それでは、プロファイルを探して、それを findAndModify コマンドで変更してみましょう。次の
コードを使用して、ユーザー Matt に10 ポイント追加します。
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db.profiles.findAndModify({
query: { name: "Matt", status: "active"},
update: { $inc: { score: 10 } }
})

12. 次のような出力が得られます (Mattのスコアはまだ上がっていないことに注意してください) 。

{
"_id" : 1,
"name" : "Matt",
"status" : "active",
"level" : 12,
"score" : 202
}

13. 次のクエリを使用して、Matt のスコアが変更されたことを確認できます。
db.profiles.find({name: "Matt"})
14. 次の出力が返ります。
{ "_id" : 1, "name" : "Matt", "status" : "active", "level" : 12, "score" :
212 }

ステップ 7: 探索
お疲れ様でした。Amazon DocumentDB 入門ガイドを正常に完了しました。
次のステップ このデータベースを一般的な機能の一部を使用して、完全に活用する方法を学びましょう。
• Amazon DocumentDB イベントの管理
• [Scaling] (スケーリング)
• バックアップと復元

Note
この入門演習で作成したクラスターは、削除しない限り、引き続きコストを計上します。手順に
ついては、以下を参照してください。Amazon DocumentDB クラスターを削除する。
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Amazon DocumentDB 使用のクイッ
クスタートAWS CloudFormation
このセクションには、を使用して Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) をすぐに使い始めるため
の手順やその他の情報が含まれています。AWS CloudFormation。Amazon DocumentDB の一般情報につ
いては、「」を参照してください。Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) とは (p. 1)
これらの手順では、AWS CloudFormationデフォルトの Amazon VPC にクラスターとインスタンスを作成
するテンプレート。これらのリソースを自分で作成する手順については、「Amazon DocumentDB の使用
開始 (p. 33)」を参照してください。

Important
-AWS CloudFormationこのテンプレートによって作成されたスタックは、Amazon DocumentDB
内のリソース (クラスター、インスタンスなど) や Amazon Elastic Compute Cloud (サブネットグ
ループなど) を含む複数のリソースを作成します。
これらのリソースの一部は無料利用枠のリソースではありません。料金情報については、
「Amazon DocumentDB 価格そしてAmazon EC2 の料金。スタックを終了したら削除して、以降
そのスタックの料金が発生しないようにできます。
この AWS CloudFormation スタックは、チュートリアル専用に設計されています。本番稼働環境にこのテ
ンプレートを使用する場合は、より厳しい IAM ポリシーとセキュリティを使用することをお勧めします。
リソースを保護する方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon VPC セキュリティそし
てAmazon EC2 ネットワークとセキュリティ。
トピック
• 前提条件 (p. 46)
• Amazon DocumentDB を起動するAWS CloudFormationスタック (p. 48)
• Amazon DocumentDB クラスターへのアクセス (p. 51)
• 終了保護と削除保護 (p. 51)

前提条件
Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) クラスターを作成する前に、以下のものが必要です。
• デフォルトの Amazon VPC
• 必須の IAM アクセス権限

必要な IAM アクセス許可
以下のアクセス権限を使用すると、AWS CloudFormation スタック用のリソースを作成できます。
AWS管理ポリシー
• AWSCloudFormationReadOnlyAccess
• AmazonDocDBFullAccess
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追加の IAM アクセス権限
以下のポリシーは、この AWS CloudFormation スタックの作成と削除に必要な追加のアクセス許可の概要
を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:GetAccountSummary",
"iam:ListAccountAliases",
"iam:GetRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"cloudformation:*Stack",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:*Vpc",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:*InternetGateway",
"ec2:createTags",
"ec2:*VpcAttribute",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:*RouteTable",
"ec2:*Subnet",
"ec2:*SecurityGroup",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:*VpcEndpoint",
"ec2:*SubnetAttribute",
"ec2:*Route",
"ec2:*Instances",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "rds.amazonaws.com"
}
}
}
]

Note

前述のポリシーの太字のアクセス許可
は、iam:DeleteRole、iam:RemoveRoleFromInstanceProfile、iam:DeleteRolePolicy、iam:DeleteI
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および ec2:DeleteVpcEndpoints の各スタックを削除するときのみ必要です。ま
た、ec2:*Vpc は、ec2:DeleteVpc アクセス許可を付与します。

Amazon EC2 キーペア
AWS CloudFormation スタックを作成するリージョンで使用可能なキーペア (および PEM ファイル) が必
要です。key pair を作成する必要がある場合は、「」を参照してください。Amazon EC2 を使用したキー
ペアの作成のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

Amazon DocumentDB を起動するAWS
CloudFormationスタック
このセクションでは、Amazon DocumentDB を起動して設定する方法について説明します。AWS
CloudFormationスタック。
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。

2.

次のテーブルに、それぞれの Amazon DocumentDB スタックテンプレートを示します。AWS リー
ジョン。選択スタックの起動向けのAWS リージョンでスタックを起動する。
Region

テンプレートを表示

デザイナーで表示

米国東部 (オハイオ)

テンプレートを表示

デザイナーで表示

米国東部 (バージニア
北部)

テンプレートを表示

デザイナーで表示

米国西部 (オレゴン)

テンプレートを表示

デザイナーで表示

アジアパシフィック
(ムンバイ)

テンプレートを表示

アジアパシフィック
(ソウル)

テンプレートを表示

アジアパシフィック
(シンガポール)

テンプレートを表示

アジアパシフィック
(シドニー)

テンプレートを表示

アジアパシフィック
(東京)

テンプレートを表示

カナダ (中部)
欧州 (フランクフルト)
欧州 (アイルランド)

テンプレートを表示
テンプレートを表示
テンプレートを表示
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デザイナーで表示
デザイナーで表示
デザイナーで表示
デザイナーで表示
デザイナーで表示
デザイナーで表示
デザイナーで表示

起動する
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Region
欧州 (ロンドン)
欧州 (パリ)
3.

テンプレートを表示
テンプレートを表示
テンプレートを表示

デザイナーで表示

起動する

デザイナーで表示
デザイナーで表示

スタックの作成— 選択した Amazon DocumentDB テンプレートについて説明します。すべてのス
タックは、JSON または YAML ファイル — に関する設定を含むテンプレート (JSON または YAML
ファイル) に基づいています。AWSスタックに含めるリソース。上記のテンプレートからスタックを
起動することを選択したため、テンプレートはすでに Amazon DocumentDB スタックを作成するよう
に設定されています。AWS リージョン[] を選んだ。
を起動するとAWS CloudFormationスタック、削除保護 (p. 51)Amazon DocumentDB クラスターは
デフォルトでは無効となっています。クラスターの削除保護を有効にする場合は、次のステップを実
行します。それ以外の場合は、[次へ] を選択して次のステップに進みます。
Amazon DocumentDB クラスターの削除保護を有効にするには、次の手順を実行します。
1. 選択デザイナーで表示の右下からスタックの作成ページで.
2. コンソールの AWS CloudFormation Designer ページで、統合された JSON および YAML エディタ
を使用してテンプレートを変更します。Resources セクションまでスクロールし、次のように変
更して DeletionProtection を含めます。AWS CloudFormation Designer の使用方法の詳細に
ついては、「AWS CloudFormation Designer とは」を参照してください。
JSON:
"Resources": {
"DBCluster": {
"Type": "AWS::DocDB::DBCluster",
"DeletionPolicy": "Delete",
"Properties": {
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "DBClusterName"
},
"MasterUsername": {
"Ref": "MasterUser"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "MasterPassword"
},
"DeletionProtection": "true"
}
},

YAML:
Resources:
DBCluster:
Type: 'AWS::DocDB::DBCluster'
DeletionPolicy: Delete
Properties:
DBClusterIdentifier: !Ref DBClusterName
MasterUsername: !Ref MasterUser
MasterUserPassword: !Ref MasterPassword
DeletionProtection: 'true'

3.

ページの左上隅にある [スタックの作成] (
てスタックを作成します。
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4. 変更を保存すると、[スタックの作成] ページにリダイレクトされます。
5. [Next] (次へ) を選択して続行します。
4.

スタックの詳細を指定する— テンプレートのスタック名とパラメータを入力します。パラメータはテ
ンプレートで定義されます。パラメータを使用すると、スタックの作成時または更新時にカスタム値
を入力できます。
•

[スタック名] に、スタックの名前を入力するか、指定された名前を受け入れます。スタック名に
は、文字 (A～Z および a～z)、数字 (0～9)、およびダッシュ (—) を使用できます。

•

[パラメータ] に、次の詳細を入力します。
• dbClusterName— Amazon DocumentDB クラスターの名前を入力するか、表示された名前を受
け入れます。
クラスターの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• Amazon RDS、Neptune、およびのすべてのクラスターで一意にする必要がありますAWS ア
カウントリージョンごと。
• DBInstanceClass— ドロップダウンリストから、Amazon DocumentDB クラスターのインスタ
ンスクラスを選択します。
• dbInstanceName— Amazon DocumentDB インスタンスの名前を入力するか、表示された名前
を受け入れます。
インスタンスの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• Amazon RDS、Neptune、およびのすべてのインスタンスで一意にする必要がありま
す。AWS アカウントリージョンごと。
• MasterPassword— データベース管理者アカウントのパスワード。
• MasterUser— データベース管理者アカウントのユーザー名。MasterUser は英数字で始まる必
要があり、英数字のみ使用できます。

[次へ] を選択して変更を保存し、続行します。
5.

スタックオプションの設定— スタックのタグ、アクセス許可、および追加オプションを設定します。
•

タグ— スタックのリソースに適用するタグ (キーと値) のペアを指定します。スタックごとに最大
50 個の一意のタグを追加できます。

•

アクセス許可— オプション。IAM ロールを選択して、その方法を明示的に定義するAWS
CloudFormationスタック内のリソースを作成、変更、または削除できます。ロールを選択しない
場合、AWS CloudFormation はユーザー認証情報に基づいてアクセス権限を使用します。サービ
スロールを指定する前に、サービスロールを割り当てるアクセス権限 (iam:PassRole) があるか
どうかを確認します。iam:PassRole アクセス権限は、どのロールを使用できるかを指定しま
す。

Note

•

サービスロールを指定すると、AWS CloudFormation はスタックで実行されるすべての
オペレーションにそのロールを必ず使用します。このスタックでオペレーションを実
行するアクセス権限を持つ他のユーザーは、割り当てるアクセス権限がない場合でも、
このロールを使用できます。ユーザーが持つべきではないアクセス権限がロールに含ま
れる場合、ユーザーのアクセス権限を非意図的にエスカレーションできてしまいます。
ロールが最小特権を付与することを確認します。
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• スタックのポリシー— オプション。スタックの更新中、意図しない更新から保護するリソース
を定義します。デフォルトでは、スタックの更新時にすべてのリソースを更新できます。
スタックポリシーを JSON として直接入力するか、スタックポリシーを含む JSON ファイルを
アップロードすることができます。詳細については、「スタックのリソースが更新されないよ
うにする」を参照してください。
• ロールバック設定— オプション。CloudWatch Logs のアラームを指定するAWS
CloudFormationを使用して、スタックの作成および更新をモニタリングします。オペレーショ
ンがアラームしきい値を超えると、AWS CloudFormation はアラームしきい値をロールバック
します。
• 通知オプション— オプション。Simple Notification System (SNS) のトピックを指定します。
• スタック作成オプション— オプション。以下のオプションを指定できます。
• 失敗時のロールバック— スタックの作成に失敗した場合にスタックをロールバックするかど
うか。
• タイムアウトスタック作成がタイムアウトするまでの時間 (分)。
• 削除保護— スタックが誤って削除されないようにします。

Note
AWS CloudFormationの削除保護は、Amazon DocumentDB の削除保護の概念とは
異なります。詳細については、「終了保護と削除保護 (p. 51)」を参照してくださ
い。
6.

[Next] (次へ) を選択して続行します。
レビュー <stack-name>— スタックテンプレート、詳細、設定オプションを確認します。ページの下
部にある quick-create link を開いて、これと同じ基本設定のスタックを作成することもできます。
• [作成] を選択してスタックを作成します。
• または、[変更セットの作成] を選択することもできます。変更セットは、スタックを作成する前
に、このスタックがどのように設定されるかをプレビューするものです。これにより、変更セット
を実行する前にさまざまな設定を調べることができます。

Amazon DocumentDB クラスターへのアクセス
OnceAWS CloudFormationスタックが完成したら、Amazon EC2 インスタンスを使用して Amazon
DocumentDB クラスターに接続できます。SSH を使用した Amazon EC2 インスタンスへの接続につい
ては、「」を参照してください。Linux インスタンスへの接続のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド。
接続したら、以下のセクションでの Amazon DocumentDB の使用に関する情報を参照してください。
• ステップ 4: mongo シェルをインストールする (p. 42)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削除 (p. 304)

終了保護と削除保護
Amazon DocumentDB のベストプラクティスとして、削除保護と終了保護を有効にすることをお勧めしま
す。CloudFormation の終了保護は、Amazon DocumentDB 削除保護機能とはまったく異なる機能です。
• 削除保護— CloudFormation スタックの終了保護を有効にすることで、スタックが誤って削除されるの
を防止できます。削除保護を有効にした状態でスタックを削除しようとすると、削除は失敗し、スタッ
クは変更されません。CloudFormation を使用してスタックを作成すると、終了保護はデフォルトで無
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効になります。削除保護は、スタック作成時に有効にすることができます。詳細については、「AWS
CloudFormation スタックオプションの設定」を参照してください。
• 削除保護— Amazon DocumentDB では、クラスターの削除保護を有効にすることもできます。削除保
護を有効にした状態で Amazon DocumentDB クラスターを削除しようとすると、削除は失敗し、クラス
ターは変更されません。削除保護を有効にすると、Amazon DocumentDB からの誤った削除を防止でき
ます。AWS Management Console,AWS CLI、CloudFormation. Amazon DocumentDB クラスターの削除
保護の有効化および無効化の詳細については、「」を参照してください。削除保護 (p. 304)。
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MongoDB 4.0 互換性
Amazon DocumentDB は、ACID トランザクションを含む MongoDB 4.0 の互換性をサポートしていま
す。MongoDB 4.0 の互換性とは、現在お使いの MongoDB 4.0 データベースで使用しているアプリケー
ション、ドライバ、ツールの大部分を Amazon DocumentDB 4.0 でもほとんど変更することなく使用でき
ることを意味します。ここでは、Amazon DocumentDB 4.0 の新機能、利用開始、移行パス、機能的な違
いなど、知っておくべきことをすべて説明します。
トピック
• Amazon DocumentDB 4.0 の新機能 (p. 53)
• Amazon DocumentDB 4.0 の使用開始 (p. 54)
• Amazon DocumentDB 4.0 へのアップグレードまたは移行 (p. 54)
• 機能的な違い (p. 54)

Amazon DocumentDB 4.0 の新機能
Amazon DocumentDB 4.0 では、ACID トランザクションや変更ストリームの改良など、多くの新機能が導
入されています。Amazon DocumentDB 4.0 で導入された主要な機能をいくつか紹介します。新機能の全
リストを見るには、リリースノート (p. 777) を参照してください。。
• ACID トランザクション: Amazon DocumentDB は、複数のドキュメント、ステートメント、コレクショ
ン、およびデータベース間でトランザクションを実行する機能をサポートするようになりました。トラ
ンザクションは、Amazon DocumentDB クラスター内の 1 つまたは複数のドキュメントに対し、原始
的、一貫性、分離、耐久性（ACID）オペレーションを実行できるようにすることで、アプリケーション
開発を簡素化します。詳細については、「トランザクション (p. 56)」を参照してください。
• Stream: これで、クラスターレベルで変更ストリームを開くことができるようになりました
(client.watch()またはmongo.watch()) とデータベース (db.watch())、と指定することができま
すstartAtOperationTime変更ストリームカーソルを開くと、最後に変更ストリームの保持期間を 7
日間（以前は 24 時間）に延長できるようになりました。詳細については、「Amazon DocumentDB で
の変更ストリームの使用 (p. 501)」を参照してください。
• AWS Database Migration Service(AWS DMS): AWS DMS で MongoDB 4.0 ワークロードを Amazon
DocumentDB に移行できるようになりました。AWS DMS は現在、MongoDB 4.0 ソース、Amazon
DocumentDB 4.0 ターゲット、Amazon DocumentDB 3.6 と 4.0 の間のアップグレード用に Amazon
DocumentDB 3.6 ソースがサポートされるようになりました。詳細については、AWS DMS ドキュメン
ト を参照してください。
• パフォーマンスとインデックス作成: でインデックスを利用できるようになりました$lookup、1
つのフィールドまたは 1 つのフィールドを含む射影を含むクエリを検索し、_idフィールドは
インデックスから直接提供でき、コレクション（対象クエリ）から読み取る必要はありませ
ん。hint()とfindAndModify、パフォーマンスの最適化$addToSet、および全体的なインデックス
サイズを減らすための改善を行いました。詳細については、「リリースノート (p. 777)」を参照してく
ださい。
• 演算子: Amazon DocumentDB 4.0 では、多数の新しい集計演算子がサポートされるようになりまし
た。$ifNull,$replaceRoot,$setIsSubset,$setInstersection,$setUnion,$setEquals。 で
サポートされるすべての MongoDB API、オペレーション、およびデータタイプを確認できます。サポー
トされている MongoDB API、オペレーション、およびデータ型 (p. 104)。
• ロールベースアクセスコントロール(RBAC): 両方でListCollectionそしてListDatabaseコ
マンドをオプションで使用できるようになりましたauthorizedCollectionsそし
てauthorizedDatabasesパラメータを使用すると、ユーザーはアクセス権限のあるコレクション
とデータベースを一覧表示できます。listCollectionsそしてlistDatabase役割、それぞれ。ま
た、KillCursor ロールを必要とすることなく自分のカーソルを強制終了させる機能もあります。
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Amazon DocumentDB は、すべての MongoDB 4.0 機能をサポートしているわけではありません。Amazon
DocumentDB 4.0 を構築する際、お客様から最も多く構築するよう求められた特徴と機能から逆算し
ていきました。今後もお客様の要望をもとに、MongoDB 4.0 の機能を追加していく予定です。例え
ば、Amazon DocumentDB 4.0 では、現在、MongoDB 4.0 で導入されていた型変換演算子または文字列
演算子をサポートしていません。サポートされている API の最新リストについては、サポートされている
MongoDB API、オペレーション、およびデータ型 (p. 104) を参照してください。

Amazon DocumentDB 4.0 の使用開始
Amazon DocumentDB 4.0 の使用を開始するには、入門ガイド を参照してください。AWS Management
Console または AWS SDK、AWS CLI、もしくは AWS CloudFormation を使用して、新しい Amazon
DocumentDB 4.0 クラスターを作成できます。Amazon DocumentDB に接続するときは、MongoDB 4.0 以
降と互換性のある MongoDB ドライバまたはユーティリティを使用する必要があります。

Note
AWS SDK、AWS CLI、または AWS CloudFormation を使用する場合、エンジンバージョンは
デフォルトで 3.6 になります。Amazon DocumentDB 4.0.0 クラスターを新規に作成する場合
は、パラメータ engineVersion=4.0 を明示的に指定する必要があります。特定の Amazon
DocumentDB クラスターについては、AWS CLI を使用して特定のクラスターバージョン番号を指
定し、describe-db-clusters をコールするか、Amazon DocumentDB マネジメントコンソー
ルを使用して、特定クラスターのエンジンバージョンを表示することができます。
Amazon DocumentDB 4.0 は r5 と t3.medium クラスターのインスタンスタイプをサポートし、。サポー
トされているすべてのリージョンで利用できます。Amazon DocumentDB 4.0 を使用しても追加コストは
発生しません。料金の詳細については、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) の料金 を参照してくださ
い。

Amazon DocumentDB 4.0 へのアップグレードまた
は移行
MongoDB 3.6 または MongoDB 4.0 から Amazon DocumentDB 4.0 への移行は、AWS DMS または
mongodump、mongorestore、mongoimport および mongoexport のようなユーティリティを利
用して行うことができます。同様に、同じツールを使用して Amazon DocumentDB 3.6 から Amazon
DocumentDB 4.0 にアップグレードできます。移行の手順については、AWS Database Migration Service
を使用しての 3.6 から 4.0 への Amazon DocumentDB クラスターのアップグレード (p. 123) を参照して
ください。

機能的な違い
Amazon DocumentDB 3.6 と 4.0 の機能的な違い
Amazon DocumentDB 4.0のリリースに伴い、Amazon DocumentDB 3.6と Amazon DocumentDB 4.0には
機能上の違いがあります。
• ネストされたドキュメントの投影: Amazon DocumentDB 3.6 は、投影法を適用するときに、ネスト
ドキュメントの最初のフィールドを考慮します。ただし、Amazon DocumentDB 4.0 はサブドキュメ
ントを解析し、各サブドキュメントにも投影法を適用します。たとえば、投影が "a.b.c": 1 の場
合、両方のバージョンでの動作は同じです。ただし、投影が {a:{b:{c:1}}} だとすると、Amazon
DocumentDB 3.6 は投影を 'a' にのみ適用し、'b' や 'c' には適用しません。
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• の動作minKey,maxKey: Amazon DocumentDB 4.0 の動作{x:{$gt:MaxKey}}何も返さず、{x:
{$lt:MaxKey}}すべてを返します。
• ドキュメント比較の違い: サブドキュメント内のさまざまなタイプ (double、int、long) の数値を比較し
ます (例:bに{"_id" :1, "a" :{"b":1}}) は、数値データ型や文書の各レベルで一貫した出力を提供
するようになりました。

Amazon DocumentDB 4.0 と MongoDB 4.0 の機能的
な違い
以下は、Amazon DocumentDB 4.0 と MongoDB 4.0 の機能的な違いです。
• パスに空のキーでルックアップ: コレクションに配列内に空のキーを持つドキュメントが含まれている場
合 (例:{"x" : [ { "" : 10 }, { "b" : 20 } ]})、クエリで使用されたキーが空の文字列で終わ
るとき (例:x.) の場合、Amazon DocumentDB は配列内のすべてのドキュメントをトラバースするのに
対し、MongoDB はそのドキュメントを返さないため、そのドキュメントを返します。
• $setOnInsertと一緒に$イン・ザ・パス: フィールドオペレーター$setOnInsertとの組み合わせでは
動作しません$Amazon DocumentDB のパスにあり、これも MongoDB 4.0 と一致しています。
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トランザクション
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、ACID トランザクションを含む MongoDB 4.0 の互換性をサ
ポートしています。複数のドキュメント、ステートメント、コレクション、およびデータベース間でトラ
ンザクションを実行できます。トランザクションは、Amazon DocumentDB クラスター内の 1 つまたは複
数のドキュメントに対し、原始的、一貫性、分離、耐久性（ACID）オペレーションを実行できるようにす
ることで、アプリケーション開発を簡素化します。トランザクションの一般的なユースケースには、財務
処理、注文の履行と管理、マルチプレイヤーゲームの構築などがあります。
トランザクションを有効にするために、追加料金はかかりません。支払いは、トランザクションの一部と
して消費した読み書きの IO に対してのみ支払います。
トピック
• 要件 (p. 56)
• ベストプラクティス (p. 56)
• 制約事項 (p. 57)
• モニタリングと診断 (p. 57)
• トランザクション分離レベル (p. 58)
• ユースケース (p. 58)
• サポートされている コマンド (p. 83)
• サポート対象外の機能 (p. 83)
• セッション (p. 84)
• トランザクションエラー (p. 85)

要件
トランザクション機能を使用するには、次の要件を満たしている必要があります。
• Amazon DocumentDB 4.0 エンジンを使用する必要があります。
• MongoDB 4.0 以降と互換性のあるドライバを使用する必要があります。

ベストプラクティス
Amazon DocumentDB でトランザクションを最も多く利用できるようにするためのベストプラクティスを
いくつか紹介します。
• トランザクションの完了後は、必ずトランザクションをコミットまたは中断してください。トランザク
ションが不完全な状態のままにすると、データベースリソースが結びつき、書き込みの競合が発生する
可能性があります。
• トランザクションは、必要なコマンド数を最小限に抑えることをお勧めします。複数のステートメント
を持つトランザクションを複数の小さなトランザクションに分割できる場合は、タイムアウトの可能性
を減らすためにこれを行うことをお勧めします。長時間実行される読み取りではなく、短いトランザク
ションを作成することを常に目指してください。
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制約事項
• Amazon DocumentDB は、トランザクション内のカーソルをサポートしていません。
• Amazon DocumentDB はトランザクションで新しいコレクションを作成できず、存在しないコレクショ
ンに対してクエリ/更新することはできません。
• ドキュメントレベルの書き込みロックには 1 分間のタイムアウトが適用されますが、これはユーザーに
よって設定できません。
• Amazon DocumentDB では、再試行可能な書き込み、再試行可能なコミット、および再試行
可能な中止コマンドはサポートされていません。Exception: mongo shell を使用している場合
は、retryWrites=falseどのコード文字列にもコマンドを含めないでください。デフォルトでは、再
試行可能な書き込みは無効になっています。インクルードすると、retryWrites=false通常の読み取
りコマンドが失敗する可能性があります。
• 各 Amazon DocumentDB インスタンスには、一度にインスタンスでオープンされる同時トランザクショ
ンの数に上限があります。制限事項については、「インスタンスの制限 (p. 555)」を参照してくださ
い。
• 特定のトランザクションでは、トランザクションログのサイズは 32 MB 未満である必要があります。
• Amazon DocumentDB はトランザクション内で count() をサポートしていますが、すべてのドライバ
がこの機能をサポートしているわけではありません。別の方法として、countDocuments() API を使
用して、count クエリをクライアント側の集計クエリに変換します。
• トランザクションの実行制限は 1 分で、セッションには 30 分のタイムアウトがあります。トランザク
ションがタイムアウトすると、トランザクションは中止され、既存のトランザクションのセッション内
で後続のコマンドが発行されると、次のエラーが表示されます。
WriteCommandError({
"ok" : 0,
"operationTime" : Timestamp(1603491424, 627726),
"code" : 251,
"errmsg" : "Given transaction number 0 does not match any in-progress transactions."
})

モニタリングと診断
Amazon DocumentDB 4.0 でのトランザクションのサポートにより、 CloudWatch トランザクションのモ
ニタリングに役立つ追加メトリックスが追加されました。
CloudWatch 新しい指標
• DatabaseTransactions: 1 分間に実行された未処理のトランザクションの数。
• DatabaseTransactionsAborted: 1 分間に中断された未処理のトランザクションの数。
• DatabaseTransactionsMax: 1 分間にインスタンスで開かれるトランザクションの最大数。
• TransactionsAborted: 1 分間にインスタンスで中断されたトランザクションの数。
• TransactionsCommitted: 1 分間にインスタンスでコミットされたトランザクションの数。
• TransactionsOpen: 1 分間で実行されるインスタンスで開かれるトランザクションの数。
• TransactionsOpenMax: 1 分間にインスタンスで開いているトランザクションの最大数。
• TransactionsStarted: 1 分間にインスタンスで開始されたトランザクションの数。

Note
Amazon DocumentDB CloudWatch のその他のメトリックスについては、を参照してくださ
いCloudWatch による Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)。
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さらに、新しいフィールドが currentOp lsid、transactionThreadId、idle transaction のた
めの新しい状態、および serverStatus トランザクション: currentActive、currentInactive、
currentOpen、totalAborted、totalCommitted、および totalStarted に追加されました。

トランザクション分離レベル
トランザクションを開始するとき、次の例に示されるように readConcern と writeConcern の両方を
指定することができます。
mySession.startTransaction({readConcern: {level: 'snapshot'}, writeConcern: {w:
'majority'}});
readConcern を使用する場合、Amazon DocumentDB はデフォルトでスナップショットアイソレー
ションをサポートしています。readConcern に local、available、majority が指定された場合、Amazon
DocumentDB は readConcern レベルをスナプショットにアップグレードします。Amazon DocumentDB
は線形化可能な readConcern をサポートしていません。このような読み取り懸念を指定すると、エラー
が発生します。
writeConcern を使用する場合、Amazon DocumentDB はデフォルトで多数数をサポートしており、3
つの AZ にわたってデータの 4 つのコピーが永続化されると、書き込みクォーラムが達成されます。低い
writeConcern が指定されている場合、Amazon DocumentDB は writeConcern を過半数にアップグ
レードします。さらに、Amazon DocumentDB の書き込みはすべてジャーナル処理され、ジャーナリング
を無効にすることはできません。

ユースケース
このセクションでは、トランザクションの 2 つのユースケース、マルチステートメントとマルチコレク
ションについて説明します。

マルチステートメントトランザクション
Amazon DocumentDB トランザクションはマルチステートメントです。つまり、明示的なコミットまたは
ロールバックを使用して、複数のステートメントにまたがるトランザクションを記述できます。単一のア
トミック操作として、insert、update、delete、および findAndModify のアクションをグループ分
けできます。
マルチステートメントトランザクションの一般的なユースケースは、デビットクレジットトランザクショ
ンです。例えば、友達に服のお金を借りたとします。アカウントから 500 ドルのデビット (引き出し) を実
行し、友達のアカウントに 500 ドル (入金) をクレジットする必要があります。その操作を実行するには、
原子性を保証するために、単一のトランザクション内で債務操作と与信操作の両方を実行します。これに
より、500 ドルがアカウントから引き落とされ、友達のアカウントに入金されないシナリオが防止されま
す。このユースケースは次のようになります。
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success Scenario***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();
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accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});
session.startTransaction();
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
session.commitTransaction();
accountColl.find();
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Failure Scenario***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();
accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});
session.startTransaction();
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
session.abortTransaction();

マルチコレクショントランザクション
また、トランザクションはマルチコレクションです。つまり、単一のトランザクション内および複数の
コレクションにわたって複数の操作を実行するために使用できます。これにより、データの整合性が保た
れ、データの整合性が維持されます。コマンドを単一としてコミットする場合<>、 all-or-nothing トランザ
クションはすべてまたは何も実行されません。その場合、トランザクションはすべて成功するか、すべて
失敗します。
以下は、マルチコレクショントランザクションの例で、複数ステートメントトランザクションの例と同じ
シナリオとデータを使用します。
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success Scenario***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
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var amountToTransfer = 500;
var collectionName = "account";
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var accountCollInBankA = session.getDatabase("bankA")[collectionName];
var accountCollInBankB = session.getDatabase("bankB")[collectionName];
accountCollInBankA.drop();
accountCollInBankB.drop();
accountCollInBankA.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountCollInBankB.insert({name: "Bob", balance: 1000});
session.startTransaction();
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountCollInBankA.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountCollInBankB.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;
session.commitTransaction();
accountCollInBankA.find(); // Alice holds $500 in bankA
accountCollInBankB.find(); // Bob holds $1500 in bankB
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Failure Scenario***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var accountCollInBankA = session.getDatabase("bankA")[collectionName];
var accountCollInBankB = session.getDatabase("bankB")[collectionName];
accountCollInBankA.drop();
accountCollInBankB.drop();
accountCollInBankA.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountCollInBankB.insert({name: "Bob", balance: 1000});
session.startTransaction();
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountCollInBankA.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountCollInBankB.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;
session.abortTransaction();
accountCollInBankA.find(); // Alice holds $1000 in bankA
accountCollInBankB.find(); // Bob holds $1000 in bankB
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コールバック API のトランザクション API の例
コールバック API は 4.2 以降のドライバでのみ使用できます。
Javascript
次のコードは、Javascript で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示してい
ます。
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success ***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();
accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});
session.startTransaction();
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert.eq(newAliceBalance, findAliceBalance);
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
assert.eq(newBobBalance, findBobBalance);
session.commitTransaction();
accountColl.find();

Node.js
次のコードは、Node.js で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
// Node.js callback API:
const bankDB = await mongoclient.db("bank");
var accountColl = await bankDB.createCollection("account");
var amountToTransfer = 500;
const session = mongoclient.startSession({causalConsistency: false});
await accountColl.drop();
await accountColl.insertOne({name: "Alice", balance: 1000}, { session });
await accountColl.insertOne({name: "Bob", balance: 1000}, { session });
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const transactionOptions = {
readConcern: { level: 'snapshot' },
writeConcern: { w: 'majority' }
};
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = await accountColl.findOne({name: "Alice"}, {session});
assert(aliceBalance.balance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
session.startTransaction(transactionOptions);
await accountColl.updateOne({name: "Alice"}, {$set: {balance: newAliceBalance}},
{session });
await session.commitTransaction();
aliceBalance = await accountColl.findOne({name: "Alice"}, {session});
assert(newAliceBalance == aliceBalance.balance);
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = await accountColl.findOne({name: "Bob"}, {session});
var newBobBalance = bobBalance.balance + amountToTransfer;
session.startTransaction(transactionOptions);
await accountColl.updateOne({name: "Bob"}, {$set: {balance: newBobBalance}},
{session });
await session.commitTransaction();
bobBalance = await accountColl.findOne({name: "Bob"}, {session});
assert(newBobBalance == bobBalance.balance);

C#
次のコードは、C# で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示しています。
// C# Callback API
var dbName = "bank";
var collName = "account";
var amountToTransfer = 500;
using (var session = client.StartSession(new ClientSessionOptions{CausalConsistency =
false}))
{
var bankDB = client.GetDatabase(dbName);
var accountColl = bankDB.GetCollection<BsonDocument>(collName);
bankDB.DropCollection(collName);
accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Alice"}, {"balance",
1000 } });
accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Bob"}, {"balance",
1000 } });
// start transaction
var transactionOptions = new TransactionOptions(
readConcern: ReadConcern.Snapshot,
writeConcern: WriteConcern.WMajority);
var result = session.WithTransaction(
(sess, cancellationtoken) =>
{
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance.AsInt32 - amountToTransfer;
accountColl.UpdateOne(sess, Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice"),
Builders<BsonDocument>.Update.Set("balance",
newAliceBalance));
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aliceBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(aliceBalance == newAliceBalance);
// add $500 from Bob's account
var bobBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name", "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
var newBobBalance = bobBalance.AsInt32 + amountToTransfer;
accountColl.UpdateOne(sess, Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Bob"),
Builders<BsonDocument>.Update.Set("balance",
newBobBalance));
bobBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name", "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(bobBalance == newBobBalance);
return "Transaction committed";
}, transactionOptions);
// check values outside of transaction
var aliceNewBalance = accountColl.Find(Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
var bobNewBalance = accountColl.Find(Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(aliceNewBalance == 500);
Debug.Assert(bobNewBalance == 1500);

}

Ruby
次のコードは、Ruby で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
// Ruby Callback API
dbName = "bank"
collName = "account"
amountToTransfer = 500
session = client.start_session(:causal_consistency=> false)
bankDB = Mongo::Database.new(client, dbName)
accountColl = bankDB[collName]
accountColl.drop()
accountColl.insert_one({"name"=>"Alice", "balance"=>1000})
accountColl.insert_one({"name"=>"Bob", "balance"=>1000})
# start transaction
session.with_transaction(read_concern: {level: :snapshot}, write_concern:
{w: :majority}) do
# deduct $500 from Alice's account
aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}, :session=>
session).first['balance']
assert aliceBalance >= amountToTransfer
newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer
accountColl.update_one({"name"=>"Alice"}, { "$set" =>
{"balance"=>newAliceBalance} }, :session=> session)
aliceBalance = accountColl.find({"name"=>>"Alice"}, :session=>
session).first['balance']
assert_equal(newAliceBalance, aliceBalance)
# add $500 from Bob's account
bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=>
session).first['balance']
newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer
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accountColl.update_one({"name"=>"Bob"}, { "$set" =>
{"balance"=>newBobBalance} }, :session=> session)
bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=>
session).first['balance']
assert_equal(newBobBalance, bobBalance)
end
# check results outside of transaction
aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}).first['balance']
bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}).first['balance']
assert_equal(aliceBalance, 500)
assert_equal(bobBalance, 1500)
session.end_session

Go
次のコードは、Go で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示しています。
// Go - Callback API
type Account struct {
Name string
Balance int
}
ctx := context.TODO()
dbName := "bank"
collName := "account"
amountToTransfer := 500
session, err := client.StartSession(options.Session().SetCausalConsistency(false))
assert.NilError(t, err)
defer session.EndSession(ctx)
bankDB := client.Database(dbName)
accountColl := bankDB.Collection(collName)
accountColl.Drop(ctx)
_, err = accountColl.InsertOne(ctx, bson.M{"name" : "Alice", "balance":1000})
_, err = accountColl.InsertOne(ctx, bson.M{"name" : "Bob", "balance":1000})
transactionOptions := options.Transaction().SetReadConcern(readconcern.Snapshot()).
SetWriteConcern(writeconcern.New(writeconcern.WMajority()))
_, err = session.WithTransaction(ctx, func(sessionCtx mongo.SessionContext)
(interface{}, error) {
var result Account
// deduct $500 from Alice's account
err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
aliceBalance := result.Balance
newAliceBalance := aliceBalance - amountToTransfer
_, err = accountColl.UpdateOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Alice"}, bson.M{"$set":
bson.M{"balance": newAliceBalance}})
err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
aliceBalance = result.Balance
assert.Equal(t, aliceBalance, newAliceBalance)
// add $500 to Bob's account
err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobBalance := result.Balance
newBobBalance := bobBalance + amountToTransfer
_, err = accountColl.UpdateOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Bob"}, bson.M{"$set":
bson.M{"balance": newBobBalance}})
err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobBalance = result.Balance

64

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
コールバック API のトランザクション API の例
assert.Equal(t, bobBalance, newBobBalance)
if err != nil {
return nil, err
}
return "transaction committed", err
}, transactionOptions)
// check results outside of transaction
var result Account
err = accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
aliceNewBalance := result.Balance
err = accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobNewBalance := result.Balance
assert.Equal(t, aliceNewBalance, 500)
assert.Equal(t, bobNewBalance, 1500)
// Go - Core API
type Account struct {
Name string
Balance int
}
func transferMoneyWithRetry(sessionContext mongo.SessionContext, accountColl
*mongo.Collection, t *testing.T) error {
amountToTransfer := 500
transactionOptions := options.Transaction().SetReadConcern(readconcern.Snapshot()).
SetWriteConcern(writeconcern.New(writeconcern.WMajority()))
if err := sessionContext.StartTransaction(transactionOptions); err != nil {
panic(err)
}
var result Account
// deduct $500 from Alice's account
err := accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
aliceBalance := result.Balance
newAliceBalance := aliceBalance - amountToTransfer
_, err = accountColl.UpdateOne(sessionContext, bson.M{"name": "Alice"},
bson.M{"$set": bson.M{"balance": newAliceBalance}})
if err != nil {
sessionContext.AbortTransaction(sessionContext)
}
err = accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
aliceBalance = result.Balance
assert.Equal(t, aliceBalance, newAliceBalance)
// add $500 to Bob's account
err = accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobBalance := result.Balance
newBobBalance := bobBalance + amountToTransfer
_, err = accountColl.UpdateOne(sessionContext, bson.M{"name": "Bob"},
bson.M{"$set": bson.M{"balance": newBobBalance}})
if err != nil {
sessionContext.AbortTransaction(sessionContext)
}
err = accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobBalance = result.Balance
assert.Equal(t, bobBalance, newBobBalance)

}

err = sessionContext.CommitTransaction(sessionContext)
return err

func doTransactionWithRetry(t *testing.T) {
ctx := context.TODO()
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dbName := "bank"
collName := "account"
bankDB := client.Database(dbName)
accountColl := bankDB.Collection(collName)
client.UseSessionWithOptions(ctx, options.Session().SetCausalConsistency(false),
func(sessionContext mongo.SessionContext) error {
accountColl.Drop(ctx)
accountColl.InsertOne(sessionContext, bson.M{"name" : "Alice", "balance":1000})
accountColl.InsertOne(sessionContext, bson.M{"name" : "Bob", "balance":1000})
for {
err := transferMoneyWithRetry(sessionContext, accountColl, t)
if err == nil {
println("transaction committed")
return nil
}
if mongoErr := err.(mongo.CommandError);
mongoErr.HasErrorLabel("TransientTransactionError") {
continue
}
println("transaction failed")
return err
}
})

}

// check results outside of transaction
var result Account
accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&esult)
aliceBalance := result.Balance
assert.Equal(t, aliceBalance, 500)
accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobBalance := result.Balance
assert.Equal(t, bobBalance, 1500)

Java
次のコードは、Java で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
// Java (sync) - Callback API
MongoDatabase bankDB = mongoClient.getDatabase("bank");
MongoCollection accountColl = bankDB.getCollection("account");
accountColl.drop();
int amountToTransfer = 500;
// add sample data
accountColl.insertOne(new Document("name", "Alice").append("balance", 1000));
accountColl.insertOne(new Document("name", "Bob").append("balance", 1000));
TransactionOptions txnOptions = TransactionOptions.builder()
.readConcern(ReadConcern.SNAPSHOT)
.writeConcern(WriteConcern.MAJORITY)
.build();
ClientSessionOptions sessionOptions =
ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build();
try ( ClientSession clientSession = mongoClient.startSession(sessionOptions) ) {
clientSession.withTransaction(new TransactionBody<Void>() {
@Override
public Void execute() {
// deduct $500 from Alice's account
List<Document> documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Alice")).into(documentList);
int aliceBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
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int newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Alice"), new
Document("$set", new Document("balance", newAliceBalance)));
// check Alice's new balance
documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Alice")).into(documentList);
int updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
Assert.assertEquals(updatedBalance, newAliceBalance);
// add $500 to Bob's account
documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Bob")).into(documentList);
int bobBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
int newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Bob"), new
Document("$set", new Document("balance", newBobBalance)));
// check Bob's new balance
documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Bob")).into(documentList);
updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
Assert.assertEquals(updatedBalance, newBobBalance);

}

return null;
}
}, txnOptions);

C
次のコードは、C で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示しています。
// Sample Code for C with Callback
#include
#include
#include
#include
#include

<bson.h>
<mongoc.h>
<stdio.h>
<string.h>
<assert.h>

typedef struct {
int64_t balance;
bson_t *account;
bson_t *opts;
mongoc_collection_t *collection;
} ctx_t;
bool callback_session (mongoc_client_session_t *session, void *ctx, bson_t **reply,
bson_error_t *error)
{
bool r = true;
ctx_t *data = (ctx_t *) ctx;
bson_t local_reply;
bson_t *selector = data->account;
bson_t *update = BCON_NEW ("$set", "{", "balance", BCON_INT64 (data->balance),
"}");
mongoc_collection_update_one (data->collection, selector, update, data->opts,
&local_reply, error);
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}

*reply = bson_copy (&local_reply);
bson_destroy (&local_reply);
bson_destroy (update);
return r;

void test_callback_money_transfer(mongoc_client_t* client, mongoc_collection_t*
collection, int amount_to_transfer){
bson_t reply;
bool r = true;
const bson_t *doc;
bson_iter_t iter;
ctx_t alice_ctx;
ctx_t bob_ctx;
bson_error_t error;
// find query
bson_t *alice_query = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(alice_query, "name", "Alice");
bson_t *bob_query = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(bob_query, "name", "Bob");
// create session
// set causal consistency to false
mongoc_session_opt_t *session_opts = mongoc_session_opts_new ();
mongoc_session_opts_set_causal_consistency (session_opts, false);
// start the session
mongoc_client_session_t *client_session = mongoc_client_start_session (client,
session_opts, &error);
// add session to options
bson_t *opts = bson_new();
mongoc_client_session_append (client_session, opts, &error);
// deduct 500 from Alice
// find account balance of Alice
mongoc_cursor_t *cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection,
alice_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
int64_t alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
assert(alice_balance >= amount_to_transfer);
int64_t new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer;
// set variables which will be used by callback function
alice_ctx.collection = collection;
alice_ctx.opts = opts;
alice_ctx.balance = new_alice_balance;
alice_ctx.account = alice_query;
// callback
r = mongoc_client_session_with_transaction (client_session, &callback_session,
NULL, &alice_ctx, &reply, &error);
assert(r);
// find account balance of Alice after transaction
cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, alice_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
assert(alice_balance == new_alice_balance);
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assert(alice_balance == 500);
// add 500 to bob's balance
// find account balance of Bob
cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
int64_t bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
int64_t new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer;
bob_ctx.collection = collection;
bob_ctx.opts = opts;
bob_ctx.balance = new_bob_balance;
bob_ctx.account = bob_query;
// set read & write concern
mongoc_read_concern_t *read_concern = mongoc_read_concern_new ();
mongoc_write_concern_t *write_concern = mongoc_write_concern_new ();
mongoc_transaction_opt_t *txn_opts = mongoc_transaction_opts_new ();
mongoc_write_concern_set_w(write_concern, MONGOC_WRITE_CONCERN_W_MAJORITY);
mongoc_read_concern_set_level(read_concern, MONGOC_READ_CONCERN_LEVEL_SNAPSHOT);
mongoc_transaction_opts_set_write_concern (txn_opts, write_concern);
mongoc_transaction_opts_set_read_concern (txn_opts, read_concern);
// callback
r = mongoc_client_session_with_transaction (client_session, &callback_session,
txn_opts, &bob_ctx, &reply, &error);
assert(r);
// find account balance of Bob after transaction
cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
assert(bob_balance == new_bob_balance);
assert(bob_balance == 1500);
// cleanup
bson_destroy(alice_query);
bson_destroy(bob_query);
mongoc_client_session_destroy(client_session);
bson_destroy(opts);
mongoc_transaction_opts_destroy(txn_opts);
mongoc_read_concern_destroy(read_concern);
mongoc_write_concern_destroy(write_concern);
mongoc_cursor_destroy(cursor);
bson_destroy(doc);

}
int main(int argc, char* argv[]) {
mongoc_init ();
mongoc_client_t* client = mongoc_client_new (<connection uri>);
bson_error_t error;
// connect to bank db
mongoc_database_t *database = mongoc_client_get_database (client, "bank");
// access account collection
mongoc_collection_t* collection = mongoc_client_get_collection(client, "bank",
"account");
// set amount to transfer
int64_t amount_to_transfer = 500;
// delete the collection if already existing
mongoc_collection_drop(collection, &error);
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// open Alice account
bson_t *alice_account = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(alice_account, "name", "Alice");
BSON_APPEND_INT64(alice_account, "balance", 1000);
// open Bob account
bson_t *bob_account = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(bob_account, "name", "Bob");
BSON_APPEND_INT64(bob_account, "balance", 1000);
bool r = true;
r = mongoc_collection_insert_one(collection, alice_account, NULL, NULL, &error);
if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}
r = mongoc_collection_insert_one(collection, bob_account, NULL, NULL, &error);
if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}
test_callback_money_transfer(client, collection, amount_to_transfer);
}

Python
次のコードは、Python で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
// Sample Python code with callback api
import pymongo
def callback(session, balance, query):
collection.update_one(query, {'$set': {"balance": balance}}, session=session)
client = pymongo.MongoClient(<connection uri>)
rc_snapshot = pymongo.read_concern.ReadConcern('snapshot')
wc_majority = pymongo.write_concern.WriteConcern('majority')
# To start, drop and create an account collection and insert balances for both Alice
and Bob
collection = client.get_database("bank").get_collection("account")
collection.drop()
collection.insert_one({"_id": 1, "name": "Alice", "balance": 1000})
collection.insert_one({"_id": 2, "name": "Bob", "balance": 1000})
amount_to_transfer = 500
# deduct 500 from Alice's account
alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert alice_balance >= amount_to_transfer
new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer
with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
session.with_transaction(lambda s: callback(s, new_alice_balance, {"name":
"Alice"}), read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)
updated_alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert updated_alice_balance == new_alice_balance
# add 500 to Bob's account
bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert bob_balance >= amount_to_transfer
new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer
with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
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session.with_transaction(lambda s: callback(s, new_bob_balance, {"name": "Bob"}),
read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)
updated_bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert updated_bob_balance == new_bob_balance
Sample Python code with Core api
import pymongo
client = pymongo.MongoClient(<connection_string>)
rc_snapshot = pymongo.read_concern.ReadConcern('snapshot')
wc_majority = pymongo.write_concern.WriteConcern('majority')
# To start, drop and create an account collection and insert balances for both Alice
and Bob
collection = client.get_database("bank").get_collection("account")
collection.drop()
collection.insert_one({"_id": 1, "name": "Alice", "balance": 1000})
collection.insert_one({"_id": 2, "name": "Bob", "balance": 1000})
amount_to_transfer = 500
# deduct 500 from Alice's account
alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert alice_balance >= amount_to_transfer
new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer
with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
session.start_transaction(read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)
collection.update_one({"name": "Alice"}, {'$set': {"balance": new_alice_balance}},
session=session)
session.commit_transaction()
updated_alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert updated_alice_balance == new_alice_balance
# add 500 to Bob's account
bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert bob_balance >= amount_to_transfer
new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer
with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
session.start_transaction(read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)
collection.update_one({"name": "Bob"}, {'$set': {"balance": new_bob_balance}},
session=session)
session.commit_transaction()
updated_bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert updated_bob_balance == new_bob_balance

Core API のトランザクション API の例
Javascript
次のコードは、Javascript で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示してい
ます。
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success ***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;

71

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
Core API のトランザクション API の例
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();
accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});
session.startTransaction();
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert.eq(newAliceBalance, findAliceBalance);
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
assert.eq(newBobBalance, findBobBalance);
session.commitTransaction();
accountColl.find();

C#
次のコードは、C# で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示しています。
// C# Core API
public void TransferMoneyWithRetry(IMongoCollection<bSondocument> accountColl,
IClientSessionHandle session)
{
var amountToTransfer = 500;
// start transaction
var transactionOptions = new TransactionOptions(
readConcern: ReadConcern.Snapshot,
writeConcern: WriteConcern.WMajority);
session.StartTransaction(transactionOptions);
try
{
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.Find(session,
Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance.AsInt32 - amountToTransfer;
accountColl.UpdateOne(session, Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
"Alice"),
Builders<bSondocument>.Update.Set("balance",
newAliceBalance));
aliceBalance = accountColl.Find(session,
Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(aliceBalance == newAliceBalance);
// add $500 from Bob's account
var bobBalance = accountColl.Find(session,
Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name", "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
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var newBobBalance = bobBalance.AsInt32 + amountToTransfer;
accountColl.UpdateOne(session, Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",

"Bob"),

Builders<bSondocument>.Update.Set("balance",
newBobBalance));
bobBalance = accountColl.Find(session, Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
"Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(bobBalance == newBobBalance);
}
catch (Exception e)
{
session.AbortTransaction();
throw;
}
}

session.CommitTransaction();

}
public void DoTransactionWithRetry(MongoClient client)
{
var dbName = "bank";
var collName = "account";
using (var session = client.StartSession(new ClientSessionOptions{CausalConsistency
= false}))
{
try
{
var bankDB = client.GetDatabase(dbName);
var accountColl = bankDB.GetCollection<bSondocument>(collName);
bankDB.DropCollection(collName);
accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Alice"},
{"balance", 1000 } });
accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Bob"},
{"balance", 1000 } });
while(true) {
try
{
TransferMoneyWithRetry(accountColl, session);
break;
}
catch (MongoException e)
{
if(e.HasErrorLabel("TransientTransactionError"))
{
continue;
}
else
{
throw;
}
}
}
// check values outside of transaction
var aliceNewBalance =
accountColl.Find(Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
var bobNewBalance =
accountColl.Find(Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
"Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
Debug.Assert(aliceNewBalance == 500);
Debug.Assert(bobNewBalance == 1500);
}
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}

}

catch (Exception e)
{
Console.WriteLine("Error running transaction: " + e.Message);
}

Ruby
次のコードは、Ruby で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
# Ruby Core API
def transfer_money_w_retry(session, accountColl)
amountToTransfer = 500
session.start_transaction(read_concern: {level: :snapshot}, write_concern:
{w: :majority})
# deduct $500 from Alice's account
aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}, :session=>
session).first['balance']
assert aliceBalance >= amountToTransfer
newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer
accountColl.update_one({"name"=>"Alice"}, { "$set" =>
{"balance"=>newAliceBalance} }, :session=> session)
aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}, :session=>
session).first['balance']
assert_equal(newAliceBalance, aliceBalance)
# add $500 to Bob's account
bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=> session).first['balance']
newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer
accountColl.update_one({"name"=>"Bob"}, { "$set" =>
{"balance"=>newBobBalance} }, :session=> session)
bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=> session).first['balance']
assert_equal(newBobBalance, bobBalance)
session.commit_transaction
end
def do_txn_w_retry(client)
dbName = "bank"
collName = "account"
session = client.start_session(:causal_consistency=> false)
bankDB = Mongo::Database.new(client, dbName)
accountColl = bankDB[collName]
accountColl.drop()
accountColl.insert_one({"name"=>"Alice", "balance"=>1000})
accountColl.insert_one({"name"=>"Bob", "balance"=>1000})
begin
transferMoneyWithRetry(session, accountColl)
puts "transaction committed"
rescue Mongo::Error => e
if e.label?('TransientTransactionError')
retry
else
puts "transaction failed"
raise
end
end
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# check results outside of transaction
aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}).first['balance']
bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}).first['balance']
assert_equal(aliceBalance, 500)
assert_equal(bobBalance, 1500)
end

Java
次のコードは、Java で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
// Java (sync) - Core API
public void transferMoneyWithRetry() {
// connect to server
MongoClientURI mongoURI = new MongoClientURI(uri);
MongoClient mongoClient = new MongoClient(mongoURI);
MongoDatabase bankDB = mongoClient.getDatabase("bank");
MongoCollection accountColl = bankDB.getCollection("account");
accountColl.drop();
// insert some sample data
accountColl.insertOne(new Document("name", "Alice").append("balance", 1000));
accountColl.insertOne(new Document("name", "Bob").append("balance", 1000));

}

while (true) {
try {
doTransferMoneyWithRetry(accountColl, mongoClient);
break;
} catch (MongoException e) {
if (e.hasErrorLabel(MongoException.TRANSIENT_TRANSACTION_ERROR_LABEL)) {
continue;
} else {
throw e;
}
}
}

public void doTransferMoneyWithRetry(MongoCollection accountColl, MongoClient
mongoClient) {
int amountToTransfer = 500;
TransactionOptions txnOptions = TransactionOptions.builder()
.readConcern(ReadConcern.SNAPSHOT)
.writeConcern(WriteConcern.MAJORITY)
.build();
ClientSessionOptions sessionOptions =
ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build();
try ( ClientSession clientSession = mongoClient.startSession(sessionOptions) ) {
clientSession.startTransaction(txnOptions);
// deduct $500 from Alice's account
List<Document> documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Alice")).into(documentList);
int aliceBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
Assert.assertTrue(aliceBalance >= amountToTransfer);
int newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Alice"), new
Document("$set", new Document("balance", newAliceBalance)));
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// check Alice's new balance
documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Alice")).into(documentList);
int updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
Assert.assertEquals(updatedBalance, newAliceBalance);
// add $500 to Bob's account
documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Bob")).into(documentList);
int bobBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
int newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Bob"), new
Document("$set", new Document("balance", newBobBalance)));
// check Bob's new balance
documentList = new ArrayList<>();
accountColl.find(clientSession, new Document("name",
"Bob")).into(documentList);
updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
Assert.assertEquals(updatedBalance, newBobBalance);
// commit transaction
clientSession.commitTransaction();

}
}
// Java (async) -- Core API
public void transferMoneyWithRetry() {
// connect to the server
MongoClient mongoClient = MongoClients.create(uri);
MongoDatabase bankDB = mongoClient.getDatabase("bank");
MongoCollection accountColl = bankDB.getCollection("account");
SubscriberLatchWrapper<Void> dropCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
mongoClient.getDatabase("bank").drop().subscribe(dropCallback);
dropCallback.await();
// insert some sample data
SubscriberLatchWrapper<InsertOneResult> insertionCallback = new
SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.insertOne(new Document("name", "Alice").append("balance",
1000)).subscribe(insertionCallback);
insertionCallback.await();
insertionCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.insertOne(new Document("name", "Bob").append("balance",
1000)).subscribe(insertionCallback);;
insertionCallback.await();

}

while (true) {
try {
doTransferMoneyWithRetry(accountColl, mongoClient);
break;
} catch (MongoException e) {
if (e.hasErrorLabel(MongoException.TRANSIENT_TRANSACTION_ERROR_LABEL)) {
continue;
} else {
throw e;
}
}
}
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public void doTransferMoneyWithRetry(MongoCollection accountColl, MongoClient
mongoClient) {
int amountToTransfer = 500;
// start the transaction
TransactionOptions txnOptions = TransactionOptions.builder()
.readConcern(ReadConcern.SNAPSHOT)
.writeConcern(WriteConcern.MAJORITY)
.build();
ClientSessionOptions sessionOptions =
ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build();
SubscriberLatchWrapper<ClientSession> sessionCallback = new
SubscriberLatchWrapper<>();
mongoClient.startSession(sessionOptions).subscribe(sessionCallback);
ClientSession session = sessionCallback.get().get(0);
session.startTransaction(txnOptions);
// deduct $500 from Alice's account
SubscriberLatchWrapper<Document> findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.find(session, new Document("name",
"Alice")).first().subscribe(findCallback);
Document documentFound = findCallback.get().get(0);
int aliceBalance = (int) documentFound.get("balance");
int newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
SubscriberLatchWrapper<UpdateResult> updateCallback = new
SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.updateOne(session, new Document("name", "Alice"), new Document("$set",
new Document("balance", newAliceBalance))).subscribe(updateCallback);
updateCallback.await();
// check Alice's new balance
findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.find(session, new Document("name",
"Alice")).first().subscribe(findCallback);
documentFound = findCallback.get().get(0);
int updatedBalance = (int) documentFound.get("balance");
Assert.assertEquals(updatedBalance, newAliceBalance);
// add $500 to Bob's account
findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.find(session, new Document("name",
"Bob")).first().subscribe(findCallback);
documentFound = findCallback.get().get(0);
int bobBalance = (int) documentFound.get("balance");
int newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
updateCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.updateOne(session, new Document("name", "Bob"), new Document("$set",
new Document("balance", newBobBalance))).subscribe(updateCallback);
updateCallback.await();
// check Bob's new balance
findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
accountColl.find(session, new Document("name",
"Bob")).first().subscribe(findCallback);
documentFound = findCallback.get().get(0);
updatedBalance = (int) documentFound.get("balance");
Assert.assertEquals(updatedBalance, newBobBalance);

}

// commit the transaction
SubscriberLatchWrapper<Void> transactionCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
session.commitTransaction().subscribe(transactionCallback);
transactionCallback.await();
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public class SubscriberLatchWrapper<T> implements Subscriber<T> {
/**
* A Subscriber that stores the publishers results and provides a latch so can
block on completion.
*
* @param <T> The publishers result type
*/
private final List<T> received;
private final List<RuntimeException> errors;
private final CountDownLatch latch;
private volatile Subscription subscription;
private volatile boolean completed;
/**
* Construct an instance
*/
public SubscriberLatchWrapper() {
this.received = new ArrayList<>();
this.errors = new ArrayList<>();
this.latch = new CountDownLatch(1);
}
@Override
public void onSubscribe(final Subscription s) {
subscription = s;
subscription.request(Integer.MAX_VALUE);
}
@Override
public void onNext(final T t) {
received.add(t);
}
@Override
public void onError(final Throwable t) {
if (t instanceof RuntimeException) {
errors.add((RuntimeException) t);
} else {
errors.add(new RuntimeException("Unexpected exception", t));
}
onComplete();
}
@Override
public void onComplete() {
completed = true;
subscription.cancel();
latch.countDown();
}
/**
* Get received elements
*
* @return the list of received elements
*/
public List<T> getReceived() {
return received;
}
/**
* Get received elements.
*
* @return the list of receive elements
*/
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public List<T> get() {
return await().getReceived();
}
/**
* Await completion or error
*
* @return this
*/
public SubscriberLatchWrapper<T> await() {
subscription.request(Integer.MAX_VALUE);
try {
if (!latch.await(300, TimeUnit.SECONDS)) {
throw new MongoTimeoutException("Publisher onComplete timed out for 300
seconds");
}
} catch (InterruptedException e) {
throw new MongoInterruptedException("Interrupted waiting for
observeration", e);
}
if (!errors.isEmpty()) {
throw errors.get(0);
}
return this;
}
public boolean getCompleted() {
return this.completed;
}

}

public void close() {
subscription.cancel();
received.clear();
}

C
次のコードは、C で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示しています。
// Sample C code with core session
bool core_session(mongoc_client_session_t *client_session, mongoc_collection_t*
collection, bson_t *selector, int64_t balance){
bool r = true;
bson_error_t error;
bson_t *opts = bson_new();
bson_t *update = BCON_NEW ("$set", "{", "balance", BCON_INT64 (balance), "}");
// set read & write concern
mongoc_read_concern_t *read_concern = mongoc_read_concern_new ();
mongoc_write_concern_t *write_concern = mongoc_write_concern_new ();
mongoc_transaction_opt_t *txn_opts = mongoc_transaction_opts_new ();
mongoc_write_concern_set_w(write_concern, MONGOC_WRITE_CONCERN_W_MAJORITY);
mongoc_read_concern_set_level(read_concern, MONGOC_READ_CONCERN_LEVEL_SNAPSHOT);
mongoc_transaction_opts_set_write_concern (txn_opts, write_concern);
mongoc_transaction_opts_set_read_concern (txn_opts, read_concern);
mongoc_client_session_start_transaction (client_session, txn_opts, &error);
mongoc_client_session_append (client_session, opts, &error);
r = mongoc_collection_update_one (collection, selector, update, opts, NULL,
&error);
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}

mongoc_client_session_commit_transaction (client_session, NULL, &error);
bson_destroy (opts);
mongoc_transaction_opts_destroy(txn_opts);
mongoc_read_concern_destroy(read_concern);
mongoc_write_concern_destroy(write_concern);
bson_destroy (update);
return r;

void test_core_money_transfer(mongoc_client_t* client, mongoc_collection_t* collection,
int amount_to_transfer){
bson_t reply;
bool r = true;
const bson_t *doc;
bson_iter_t iter;
bson_error_t error;
// find query
bson_t *alice_query = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(alice_query, "name", "Alice");
bson_t *bob_query = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(bob_query, "name", "Bob");
// create session
// set causal consistency to false
mongoc_session_opt_t *session_opts = mongoc_session_opts_new ();
mongoc_session_opts_set_causal_consistency (session_opts, false);
// start the session
mongoc_client_session_t *client_session = mongoc_client_start_session (client,
session_opts, &error);
// add session to options
bson_t *opts = bson_new();
mongoc_client_session_append (client_session, opts, &error);
// deduct 500 from Alice
// find account balance of Alice
mongoc_cursor_t *cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection,
alice_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
int64_t alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
assert(alice_balance >= amount_to_transfer);
int64_t new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer;
// core
r = core_session (client_session, collection, alice_query, new_alice_balance);
assert(r);
// find account balance of Alice after transaction
cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, alice_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
assert(alice_balance == new_alice_balance);
assert(alice_balance == 500);
// add 500 to Bob's balance
// find account balance of Bob
cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
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bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
int64_t bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
int64_t new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer;
//core
r = core_session (client_session, collection, bob_query, new_bob_balance);
assert(r);
// find account balance of Bob after transaction
cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
bson_iter_init (&iter, doc);
bson_iter_find (&iter, "balance");
bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
assert(bob_balance == new_bob_balance);
assert(bob_balance == 1500);

}

// cleanup
bson_destroy(alice_query);
bson_destroy(bob_query);
mongoc_client_session_destroy(client_session);
bson_destroy(opts);
mongoc_cursor_destroy(cursor);
bson_destroy(doc);

int main(int argc, char* argv[]) {
mongoc_init ();
mongoc_client_t* client = mongoc_client_new (<connection uri>);
bson_error_t error;
// connect to bank db
mongoc_database_t *database = mongoc_client_get_database (client, "bank");
// access account collection
mongoc_collection_t* collection = mongoc_client_get_collection(client, "bank",
"account");
// set amount to transfer
int64_t amount_to_transfer = 500;
// delete the collection if already existing
mongoc_collection_drop(collection, &error);
// open Alice account
bson_t *alice_account = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(alice_account, "name", "Alice");
BSON_APPEND_INT64(alice_account, "balance", 1000);
// open Bob account
bson_t *bob_account = bson_new ();
BSON_APPEND_UTF8(bob_account, "name", "Bob");
BSON_APPEND_INT64(bob_account, "balance", 1000);
bool r = true;
r = mongoc_collection_insert_one(collection, alice_account, NULL, NULL, &error);
if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}
r = mongoc_collection_insert_one(collection, bob_account, NULL, NULL, &error);
if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}
test_core_money_transfer(client, collection, amount_to_transfer);
}
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Scala
次のコードは、Scala で Amazon DocumentDB トランザクション API を使用する方法を示していま
す。
// Scala Core API
def transferMoneyWithRetry(sessionObservable: SingleObservable[ClientSession] ,
database: MongoDatabase ): Unit = {
val accountColl = database.getCollection("account")
var amountToTransfer = 500
var transactionObservable: Observable[ClientSession] =
sessionObservable.map(clientSession => {
clientSession.startTransaction()
// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
"Alice")).await().head.getInteger("balance")
assert(aliceBalance >= amountToTransfer)
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer
accountColl.updateOne(clientSession, Document("name" -> "Alice"), Document("$set" > Document("balance" -> newAliceBalance))).await()
aliceBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
"Alice")).await().head.getInteger("balance")
assert(aliceBalance == newAliceBalance)
// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
"Bob")).await().head.getInteger("balance")
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer
accountColl.updateOne(clientSession, Document("name" -> "Bob"), Document("$set" ->
Document("balance" -> newBobBalance))).await()
bobBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
"Bob")).await().head.getInteger("balance")
assert(bobBalance == newBobBalance)
clientSession
})
transactionObservable.flatMap(clientSession =>
clientSession.commitTransaction()).await()

}

def doTransactionWithRetry(): Unit = {
val client: MongoClient = MongoClientWrapper.getMongoClient()
val database: MongoDatabase = client.getDatabase("bank")
val accountColl = database.getCollection("account")
accountColl.drop().await()
val sessionOptions =
ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build()
var sessionObservable: SingleObservable[ClientSession] =
client.startSession(sessionOptions)
accountColl.insertOne(Document("name" -> "Alice", "balance" -> 1000)).await()
accountColl.insertOne(Document("name" -> "Bob", "balance" -> 1000)).await()
var retry = true
while (retry) {
try {
transferMoneyWithRetry(sessionObservable, database)
println("transaction committed")
retry = false
}
catch {
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case e: MongoException if
e.hasErrorLabel(MongoException.TRANSIENT_TRANSACTION_ERROR_LABEL) => {
println("retrying transaction")
}
case other: Throwable => {
println("transaction failed")
retry = false
throw other

}

}
}

// check results outside of transaction
assert(accountColl.find(Document("name" ->
"Alice")).results().head.getInteger("balance") == 500)
assert(accountColl.find(Document("name" ->
"Bob")).results().head.getInteger("balance") == 1500)
accountColl.drop().await()
}

サポートされている コマンド
コマンド

サポート対象

abortTransaction

はい

commitTransaction

はい

endSessions

はい

killSession

はい

killAllSession

はい

killAllSessionsByPattern

いいえ

refreshSessions

いいえ
はい

startSession

サポート対象外の機能
方法

ステージまたはコマンド

db.collection.aggregate()

$collStats
$currentOp
$indexStats
$listSessions
$out
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方法

ステージまたはコマンド

db.collection.count()

$where

db.collection.countDocuments()

$near
$nearSphere
insert は、既存のコレクションに対して実行さ
れない場合はサポートされません。このメソッド
は、既存のコレクションを対象とする場合にサ
ポートされます。

db.collection.insert()

セッション
MongoDB セッションは、再試行可能な書き込み、因果一貫性、トランザクション、およびデータベース
間の操作の管理をサポートするために使用されるフレームワークです。セッションが作成されると、論理
セッション識別子 (LSID) がクライアントによって生成され、サーバーにコマンドを送信するときに、その
セッション内のすべてのオペレーションにタグを付けるために使用されます。
Amazon DocumentDB は、トランザクションを有効にするためのセッションの使用をサポートしています
が、因果整合性や再試行可能な書き込みはサポートしていません。
Amazon DocumentDB 内でトランザクションを利用する場合、トランザクションはセッション内か
ら session.startTransaction() API とセッションは、一度に 1 つのトランザクションをサポー
トします。同様に、トランザクションは commit (session.commitTransaction()) または中止
(session.abortTransaction()) API。

因果整合性
因果整合性により、 read-after-write 単一のクライアントセッション内でクライアントが書き込み整合性、
モノアトミックな読み取り/書き込みが読み取りに従うことが保証され、これらの保証はプライマリだけで
なく、クラスタ内のすべてのインスタンスに適用されます。Amazon DocumentDB は因果一貫性をサポー
トしておらず、次のステートメントではエラーが発生します。

var mySession = db.getMongo().startSession();
var mySessionObject = mySession.getDatabase('test').getCollection('account');
mySessionObject.updateOne({"_id": 2}, {"$inc": {"balance": 400}});
//Result:{ "acknowledged" : true, "matchedCount" : 1, "modifiedCount" : 1 }
mySessionObject.find()
//Error: error: {
//
"ok" : 0,
//
"code" : 303,
//
"errmsg" : "Feature not supported: 'causal consistency'",
//
"operationTime" : Timestamp(1603461817, 493214)
//}
mySession.endSession()

セッション内で因果一貫性を無効にできます。そうすることで、セッションフレームワークを利用できま
すが、リードの因果一貫性の保証は提供されません。Amazon DocumentDB を使用する場合、 read-afterwrite プライマリからの読み取りは整合性になり、レプリカインスタンスからの読み取りは整合します。ト
ランザクションは、セッションを利用するための主要なユースケースです。
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var mySession = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var mySessionObject = mySession.getDatabase('test').getCollection('account');
mySessionObject.updateOne({"_id": 2}, {"$inc": {"balance": 400}});
//Result:{ "acknowledged" : true, "matchedCount" : 1, "modifiedCount" : 1 }
mySessionObject.find()
//{ "_id" : 1, "name" : "Bob", "balance" : 100 }
//{ "_id" : 2, "name" : "Alice", "balance" : 1700 }

再試行可能な書き込み
再試行可能な書き込みは、ネットワークエラーが発生したとき、またはクライアントがプライマリを検出
できない場合に、クライアントが書き込み操作を再試行する機能です。Amazon DocumentDB では、再
試行可能な書き込みはサポートされていないため、無効にする必要があります。接続文字列のコマンド
(retryWrites=false) で無効にできます。
Exception: mongo shell を使用している場合は、retryWrites=falseどのコード文字列にもコマンドを
含めないでください。デフォルトでは、再試行可能な書き込みは無効になっています。インクルードする
と、retryWrites=false通常の読み取りコマンドが失敗する可能性があります。

トランザクションエラー
トランザクションを使用する場合、トランザクション番号が進行中のトランザクションと一致しないとい
うエラーを発生させるシナリオがあります。
このエラーは、少なくとも 2 つの異なるシナリオで生成できます。
• After the one-minute transaction timeout.
• After an instance restart (due to patching, crash recovery, etc.), it is possible to receive this error even in
cases where the transaction successfully committed. During an instance restart, the database can't tell
the difference between a transaction that successfully completed versus a transaction that aborted. In
other words, the transaction completion state is ambiguous.
このエラーを処理する最善の方法は、トランザクションの更新を冪等化することです。例えば、$set イ
ンクリメント/デクリメント操作の代わりにミューテーター。以下を参照してください。
{ "ok" : 0,
"operationTime" : Timestamp(1603938167, 1),
"code" : 251,
"errmsg" : "Given transaction number 1 does not match any in-progress transactions."
}
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Amazon DocumentDB のベストプラ
クティス
Amazon DocumentDB(MongoDB との互換性あり)を使用するためのベストプラクティスを説明します。新
しいベストプラクティスが確認されると、このセクションは更新されます。
トピック
• 基本的な運用についてのガイドライン (p. 86)
• インスタンスのサイズ指定 (p. 87)
• インデックスの使用 (p. 88)
• セキュリティのベストプラクティス (p. 89)
• コスト最適化 (p. 90)
• メトリクスを使用したパフォーマンスの問題の特定 (p. 90)
• TTL および時系列ワークロード (p. 92)
• 移行 (p. 92)
• クラスターパラメータグループの使用 (p. 93)
• 集約パイプラインクエリ (p. 93)
• batchInsert および batchUpdate (p. 93)

基本的な運用についてのガイドライン
Amazon DocumentDB の使用の際に順守すべき基本的な運用ガイドラインを次に示します。Amazon
DocumentDB のサービスレベルアグリーメント (SLA) では、次のガイドラインに順守する必要がありま
す。
• 2 つ以上の Amazon DocumentDB インスタンスで構成されるクラスターを、2 つの AWS アベイラビリ
ティーゾーンにデプロイします。本番ワークロードの場合、3 つ以上の Amazon DocumentDB インスタ
ンスで構成されるクラスターを 3 つの アベイラビリティーゾーンにデプロイすることを推奨します。
• 指定されたサービスの制限内でサービスを使用します。詳細については、「Amazon DocumentDB の
クォータと制限 (p. 551)」を参照してください。
• メモリ、CPU、接続、およびストレージの使用状況をモニタリングします。Amazon では、使用パター
ンが変更されたり、デプロイメントの最大容量に近づいたりすると、 CloudWatch 通知するように設定
できます。この通知は、システムのパフォーマンスと可用性を維持するために役立ちます。
• 最大ストレージ容量に近づいたら、インスタンスをスケールアップする。アプリケーションからの予期
しない需要増加に対応できる十分なコンピューティングリソース (RAM、CPU など) を使用してインス
タンスをプロビジョニングする必要があります。
• 復旧ポイントの目標に合わせて、バックアップ保持期間を設定します。
• クラスターのフェイルオーバーをテストすることで、そのプロセスでユースケースにかかる時間を把握
します。詳細については、「Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)」を参照してくだ
さい。
• Amazon DocumentDB クラスターをクラスターエンドポイント (「Amazon DocumentDB エンドポイン
ト (p. 9)」を参照) にレプリカセットモード (「レプリカセットとしてAmazon DocumentDB に接続す
る (p. 511)」を参照) で接続し、アプリケーションへのフェイルオーバーによる影響を最小限に抑えま
す。
• アプリケーションの読み込み整合性要件に合わせて読み取り性能を最大化する、ドライバー読み込み設
定を選択します。secondaryPreferred 読み込み設定を使用すると、レプリカの読み取りを有効に
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し、プライマリインスタンスを解放してより多くの作業を行うことができます。詳細については、「読
み込み設定のオプション (p. 13)」を参照してください。
• ネットワークエラーやデータベースエラーが発生した場合にも回復できるようにアプリケーションを設
計します。ドライバーのエラーメカニズムを使用して、一時エラーと永続エラーを区別します。適切な
場合には、エクスポネンシャルバックオフメカニズムを使用して一時エラーを再試行します。再試行ロ
ジックを実装する場合は、アプリケーションがデータの整合性を考慮するようにします。
• すべての本稼働用クラスターや貴重なデータがあるすべてのクラスターに対して、クラスターの削除保
護を有効にします。Amazon DocumentDB クラスターを削除する前に、最終スナップショットを作成し
ます。AWS CloudFormation でリソースをデプロイする場合は、終了保護を有効にします。詳細につい
ては、「終了保護と削除保護 (p. 51)」を参照してください。
• Amazon DocumentDB クラスターを作成する場合、--engine-version は、デフォルトで最新のメジャー
エンジンバージョンになるオプションのパラメータです。現在のメジャーエンジンバージョンは 4.0.0
です。新しいメジャーエンジンバージョンがリリースされると、--engine-version のデフォルトのエンジ
ンバージョンが、続いたメジャーエンジンバージョンを反映するように更新されます。その結果、本稼
働ワークロード、特にスクリプト、自動化、AWS CloudFormation テンプレートに依存する環境では、
--engine-version を意図するメジャーバージョンに明示的に指定することを推奨します。

インスタンスのサイズ指定
Amazon DocumentDB でインスタンスサイズを選択する最も重要な側面の 1 つは、キャッシュの RAM 容
量です。Amazon DocumentDB は RAM の 3 分の 1 を独自のサービス用に使用しており、キャッシュに使
用できるのはインスタンス RAM の 3 分の 2 のみです。そのため、Amazon DocumentDB のパフォーマン
スのベストプラクティスとして、ワーキングセット (データやインデックスなど) をメモリに収めるのに十
分な RAM を備えたインスタンスタイプを選択することを推奨します。インスタンスを適切なサイズに設
定すると、全体的なパフォーマンスを最適化し、I/O コストを最小限に抑えることができます。サードパー
ティの Amazon DocumentDB サイズ計算ツールを使用して、特定のワークロードのインスタンスサイズを
見積もることができます。
アプリケーションのワーキングセットがメモリに収まるかどうかを判断するには、 CloudWatch 負荷がか
かっているクラスター内のインスタンスごとに AmazonBufferCacheHitRatio の使用状況を監視しま
す。
BufferCacheHitRatio CloudWatch このメトリックは、インスタンスのメモリキャッシュから (スト
レージボリュームに対して) 提供されるデータとインデックスの割合を測定します。一般的に、ワーキン
グセットメモリからのデータの読み取りは、ストレージボリュームからの読み取りよりも高速でコスト効
率が高いため、BufferCacheHitRatio をできるだけ高い値に維持します。BufferCacheHitRatio は
できるだけ 100％ に近づけることが理想ですが、達成可能な最大値はアプリケーションのアクセスパター
ンやパフォーマンス要件によって異なります。可能な限り高い BufferCacheHitRatio を維持するため
に、インデックスとワーキングデータセットをメモリに収められるだけの十分な RAM を使用して、クラ
スター内のインスタンスをプロビジョニングすることを推奨します。
インデックスがメモリに収まらない場合は、BufferCacheHitRatio 値が小さくなります。ディスクか
らの継続的な読み取りは、追加の I/O コストが発生するため、メモリからの読み取りほどパフォーマン
スが高くありません。BufferCacheHitRatio の比率が予想よりも小さい場合は、クラスターのインス
タンスサイズをスケールアップして、ワーキングセットデータがメモリに収まるように RAM を大きく
します。インスタンスクラスをスケールアップした結果 BufferCacheHitRatio が大幅に増加した場
合、アプリケーションのワーキングセットがメモリに収まりません。スケーリングオペレーション後に
BufferCacheHitRatio が劇的に増加しなくなるまで、継続してスケールアップします。インスタンス
のメトリクスのモニタリングについては、「Amazon DocumentDB のメトリクス (p. 427)」を参照して
ください。
ワークロードやレイテンシーの要件に応じて、定常状態の使用中にアプリケーションの
BufferCacheHitRatio 値が高くなることは許容されますが、コレクション全体をスキャンする必要
がある分析クエリがインスタンスで実行されるため、定期的に BufferCacheHitRatio の急減が発
生します。これらの定期的な BufferCacheHitRatio の急減は、後続のクエリでストレージボリュー
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ムからバッファキャッシュにワーキングセットデータを再入力する場合に、レイテンシーの増加とし
て現れることがあります。ワークロードを本稼働用環境にデプロイする前にパフォーマンス特性と
BufferCacheHitRatio を理解するために、まず代表的な本番稼働用ワークロードを使用して本番稼働
前の環境でワークロードをテストすることを推奨します。
BufferCacheHitRatio はインスタンス固有のメトリクスであるため、プライマリインスタンスと
レプリカインスタンス間での読み取りの分散方法に応じて、同じクラスター内のインスタンスが異な
る BufferCacheHitRatio 値を持つ場合があります。運用ワークロードが、分析クエリの実行後に
ワーキングセットキャッシュの再入力に伴う定期的なレイテンシーの増加に対応できない場合は、分
析クエリのバッファキャッシュから通常のワークロードのバッファキャッシュを分離する必要がありま
す。BufferCacheHitRatio の完全な分離を達成するには、運用クエリをプライマリインスタンスに転
送し、分析クエリをレプリカインスタンスにのみ転送します。また、部分的な分離を達成するには、分析
クエリを特定のレプリカインスタンスに転送できます。ただし、このレプリカでは通常のクエリも一部実
行されるため、影響を受ける可能性があります。
適切な BufferCacheHitRatio 値は、ユースケースとアプリケーションの要件によって異なりま
す。このメトリクスには 1 つの最適値や最小値はありません。コストとパフォーマンスの観点か
ら、BufferCacheHitRatio 値の一時的な低下に伴うトレードオフを許容できるかどうかはお客様の判
断次第です。

インデックスの使用
インデックスの構築
Amazon DocumentDB にデータをインポートする場合は、大きなデータセットをインポートする前にイン
デックスを作成する必要があります。Amazon DocumentDB インデックスツール を使用すると、実行中の
MongoDB インスタンスや mongodump ディレクトリからインデックスを抽出し、Amazon DocumentDB
クラスターでそれらのインデックスを作成できます。移行の詳細については、Amazon DocumentDB への
移行 (p. 123)を参照してください。

インデックスの選択性
インデックスの作成は、重複する値の数がコレクション内のドキュメントの総数の 1% 未満のフィールド
に制限することを推奨します。例えば、コレクションに 100,000 個のドキュメントが含まれている場合、
同じ値が発生する回数が 1000 回以下のフィールドにのみインデックスを作成します。
一意の値が多数ある (つまり、濃度が高い) インデックスを選択すると、フィルター処理によって返される
ドキュメントの数が少なくなるため、インデックススキャン中のパフォーマンスが向上します。高濃度イ
ンデックスの例は一意のインデックスです。これにより、等式の述語が最大で 1 つのドキュメントを返す
ことが保証されます。低濃度の例としては、ブール型フィールドのインデックスと、曜日別のインデック
スなどがあります。パフォーマンスが低下するため、低濃度のインデックスは、データベースのクエリオ
プティマイザによって選択される可能性が低くなります。同時に、低濃度のインデックスは、ディスク領
域や I/O などのリソースを消費し続けます。経験則として、標準値の頻度がコレクション全体のサイズの
1% 以下のフィールドのインデックスをターゲットにしてください。
さらに、よくフィルターとして使用されるフィールドに対してのみインデックスを作成し、未使用のイン
デックスを定期的に検索することを推奨します。詳細については、「未使用のインデックスを識別する方
法 (p. 583)」を参照してください。

インデックスがデータの書き込みに与える影響
インデックスを使用すると、コレクション内のすべてのドキュメントをスキャンする必要がなくなるため
クエリのパフォーマンスが向上しますが、このメリットにはトレードオフがあります。コレクションのイ
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ンデックスごとに、ドキュメントが挿入、更新、または削除されるたびに、データベースはコレクション
を更新し、コレクションの各インデックスにフィールドを書き込む必要があります。例えば、コレクショ
ンに 9 つのインデックスがある場合、データベースはクライアントへのオペレーションを承認する前に 10
回の書き込みを実行する必要があります。したがって、インデックスが増えるたびに、書き込みレイテン
シーと I/O が多くなり、全体的なストレージ使用率が高まります。
クラスターインスタンスは、すべてのワーキングセットメモリを保持するために適切なサイズにする必要
があります。これにより、インデックスページをストレージボリュームから継続的に読み取る必要がなく
なるため、パフォーマンスに悪影響を及ぼし、I/O コストが高くなります。詳細については、「インスタン
スのサイズ指定 (p. 87)」を参照してください。
最高のパフォーマンスを得るには、コレクション内のインデックスの数を最小限に抑え、一般的なクエ
リのパフォーマンスを高めるために必要なインデックスのみを追加します。ワークロードはさまざまです
が、ガイドラインとして、コレクションあたりのインデックス数を 5 つ以下に抑えることを推奨します。

欠落しているインデックスの識別
ベストプラクティスとして、欠落しているインデックスを定期的に特定することを推奨します。詳細につ
いては、「欠落しているインデックスを識別する方法 (p. 584)」を参照してください。

使用されていないインデックスの識別
ベストプラクティスとして、未使用のインデックスを定期的に特定し削除することを推奨します。詳細に
ついては、「未使用のインデックスを識別する方法 (p. 583)」を参照してください。

セキュリティのベストプラクティス
セキュリティのベストプラクティスとして、Amazon DocumentDB API 操作、特に、Amazon
DocumentDB リソースを作成、変更、削除する操作へのアクセスを制御するために AWS Identity and
Access Management(IAM) アカウントを使用する必要があります。そのようなリソースには、クラス
ター、セキュリティグループ、およびパラメータグループなどがあります。また、IAMを使用して、クラ
スターのバックアップや復元など、一般的な管理操作を実行するアクションも制御します。IAM ロールを
作成する際には、最小特権の原則を採択します。
• ロールベースのアクセスコントロール (p. 171)を使用して、最小特権を適用します。
• Amazon DocumentDB のリソースを管理する各ユーザーにそれぞれ IAM アカウントを割り当てま
す。Amazon DocumentDB のリソースの管理には AWS アカウント ルートユーザーを使用しません。お
客様を含めて全員に IAM ユーザーを作成します。
• それぞれの職務遂行に最低限必要な一連のアクセス権限を各 IAM ユーザーに付与します。
• IAM グループを使用して、複数のユーザーのアクセス許可を効果的に管理します。IAM の詳細について
は、IAM ユーザーガイドを参照してください。IAM のベストプラクティスの詳細については、「IAM の
ベストプラクティス」を参照してください。
• IAM 認証情報のローテーションを定期的に行います。
• Amazon DocumentDB のシークレットを自動的にローテーションするように AWS Secrets Manager を
設定します。詳細については、「AWS Secrets Manager シークレットのローテーション」と「Amazon
DocumentDB のシークレットのローテーション」を「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」で参照
してください。
• それぞれの職務遂行に最低限必要な一連のアクセス権限を各 Amazon DocumentDB ユーザーに付与しま
す。詳細については、「ロールベースのアクセスコントロールを使用したデータベースへのアクセス制
限 (p. 171)」を参照してください。
• Transport Layer Security (TLS) を使用して、転送中および AWS KMS のデータを暗号化し、保存中の
データを暗号化します。
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コスト最適化
次のベストプラクティスは、Amazon DocumentDB を使用する際のコストの管理と最小化に役立ち
ます。料金に関する情報は、「Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性あり) の料金 と Amazon
DocumentDB (MongoDB との互換性あり) のよくある質問」を参照してください。
• 該当月の予想請求額の 50% と 75% のしきい値で請求アラートを作成します。請求アラートの作成の詳
細については、「請求アラームの作成」を参照してください。
• Amazon DocumentDB のアーキテクチャは、ストレージとコンピューティングを分離するため、単一
インスタンスクラスターでも高い耐久性を備えています。クラスターストレージボリュームは、3 つの
アベイラビリティーゾーンにわたって 6 つの方法でデータをレプリケートすることにより、クラスター
内のインスタンス数に関係なく、きわめて高い耐久性を実現します。一般的な本稼働クラスターには、
高可用性を実現するために 3 つ以上のインスタンスがあります。ただし、高可用性を必要としない場合
は、単一インスタンス開発クラスターを使用してコストを最適化できます。
• 開発およびテストシナリオでは、不要になったらクラスターを停止し、開発が再開されたらクラスター
を起動します。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始 (p. 301)」を参照
してください。
• TTL ストリームと変更ストリームでは、どちらもデータの書き込み、読み取り、削除時に I/O が発生し
ます。これらの機能を有効にしているが、アプリケーションで使用していない場合、機能を無効にする
と、コスト削減に役立ちます。

メトリクスを使用したパフォーマンスの問題の特定
リソース不足やその他の一般的なボトルネックに起因するパフォーマンスの問題を特定するため
に、Amazon DocumentDB クラスターに適用されるメトリクスをモニタリングできます。

パフォーマンスメトリクスの表示
さまざまな時間範囲の平均値、最大値、最小値を表示するには、パフォーマンスメトリクスを定期的に監
視します。これは、いつパフォーマンスが低下しているかを特定するうえで有効です。また、特定のメト
リクスしきい値に対して Amazon CloudWatch アラームを設定することにより、しきい値に達した場合に
警告されるようにすることもできます。
パフォーマンスの問題を解決するために重要なのは、システムのベースラインパフォーマンスを理解する
ことです。新しいクラスターをセットアップし、一般的なワークロードで実行したら、すべてのパフォー
マンスメトリクスの平均値、最大値、最小値をさまざまな間隔 (例: 1 時間、24 時間、1 週間、2 週間) で
取得します。これにより、正常な状態を把握することができます。それにより、オペレーションのピーク
およびオフピークの時間帯を比較して、得られた情報から、いつパフォーマンスが標準レベルを下回って
いるかを特定できます。
パフォーマンスメトリクスは AWS Management Console または AWS CLIを使用して表示できます。詳細
については、次を参照してください:
• Amazon DocumentDB マネジメントコンソールを使用して CloudWatch メトリクスを表示す
る (p. 434)
• を使用して CloudWatch メトリクスを表示するAWS CLI (p. 435)

CloudWatch アラームを設定する
CloudWatch アラームを設定するには、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch ア
ラームの使用」を参照してください。
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パフォーマンスメトリクスの評価
インスタンスには、さまざまなカテゴリのメトリクスがあります。許容値を決定する方法は、メトリクス
によって異なります。

CPU
• CPU使用率 - コンピュータの処理能力のうち、使用されている容量の割合。

メモリ
• 空きメモリ — インスタンスで使用可能な RAM の容量。
• スワップ領域 — インスタンスが使用しているスワップスペースの量 (メガバイト単位)。

入力/出力オペレーション
• 読み込み IOPS、書き込み IOPS — 1 秒あたりのディスク読み取りまたは書き込み操作の平均数。
• 読み取りレイテンシー、書き込みレイテンシ — 1 秒あたりのディスク読み取りまたは書き込み操作の平
均時間 (ミリ秒単位)。
• 読み取りスループット、書き込みスループット — 1 秒あたりのディスク読み取りまたは書き込みデータ
の平均量 (メガバイト単位)。
• ディスクキューの深さ — ディスクへの書き込みまたはディスクからの読み取り待機中の I/O 操作の数。

ネットワークトラフィック
• ネットワーク受信スループット、ネットワーク送信スループット — インスタンスに対する送信または受
信ネットワークトラフィックの1 秒あたりのレート (メガバイト単位)。

データベース接続
• DB接続数 — インスタンスに接続されたクライアントセッションの数。
一般的に、パフォーマンスメトリクスの許容値は、ベースラインがどのようになっているか、アプリケー
ションによって何が実行されているかによって異なります。ベースラインからの一貫した差異またはトレ
ンドになっている差異を調べます。
メトリクスのタイプごとの推奨事項とアドバイスは次のとおりです。
• CPU の高消費量 - CPU消費量が高い値になっていても、アプリケーションの目標 (スループットや並行
処理など) に沿った想定値であれば、妥当である場合があります。CPU 使用率が一貫して 80% を超える
場合は、インスタンスのスケールアップを検討してください。
• RAM の高消費量 —FreeableMemory メトリクスがインスタンスメモリの合計の 10% を頻繁に下回る
場合は、インスタンスのスケールアップを検討してください。DocumentDB インスタンスでメモリ使用
量が多い場合に何が起こるかについての詳細は、「Amazon DocumentDB リソースガバナンス (p. 13)」
を参照してください。
• スワップの使用量 — このメトリクスは 0 またはほぼ 0 のままにする必要があります。スワップの使用
量が多い場合は、インスタンスのスケールアップを検討してください。
• ネットワークトラフィック — ネットワークトラフィックについてシステム管理者に問い合わせて、ドメ
インネットワークとインターネット接続の想定スループットを把握してください。スループットが一貫
して想定よりも低い場合は、ネットワークトラフィックを調べます。
• データベース接続数 — ユーザー接続数が多いことが、インスタンスのパフォーマンスと応答時間の低
下とに関連している場合は、データベース接続数の制限を検討してください。インスタンスの最適な
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ユーザー接続数は、インスタンスのクラスと実行中のオペレーションの複雑さによって異なります。パ
フォーマンスメトリクスに問題がある場合、パフォーマンスを向上させるためにまず実行できることの
1 つは、使用頻度とコストの最も高いクエリをチューニングして、システムリソースへの負荷が下がる
かどうかを確認することです。
クエリをチューニングしても問題が解決しない場合は、その問題に関連するリソース(CPU、RAM、ディ
スク容量、ネットワーク帯域幅、I/O 容量)を増加できる Amazon DocumentDB インスタンスクラスにアッ
プグレードすることを検討してください。

クエリのチューニング
クラスターのパフォーマンスを向上させるには、大量のリソースを消費する使用頻度の最も高いクエリを
チューニングして、実行コストを下げることを推奨します。
プロファイラーを使用して(Amazon DocumentDB オペレーションのプロファイリング (p. 439) を参
照)、クラスターで実行されたオペレーションの実行時間と詳細を記録できます。プロファイラーは、クラ
スターで最も遅いオペレーションをモニタリングし、個々のクエリパフォーマンスとクラスター全体のパ
フォーマンスを向上させるのに役立ちます。
explain コマンドを使用して、特定のクエリのクエリプランを分析する方法を学習することもできます。
この情報を使用してクエリまたは基礎となるコレクションを変更して、クエリのパフォーマンスを向上さ
せます(例えば、インデックスの追加)。

TTL および時系列ワークロード
TTL インデックスの有効期限が切れたことによるドキュメントの削除は、ベストエフォートプロセスで
す。ドキュメントが特定の期間内に削除されることは保証されません。インスタンスサイズ、インスタン
スリソース使用率、ドキュメントサイズ、全体的なスループット、インデックスの数、およびインデック
スとワーキングセットがメモリに収まるかどうかなどの要因はすべて、期限切れのドキュメントが TTL プ
ロセスによって削除されるタイミングに影響します。
TTL モニターがドキュメントを削除すると、削除ごとに I/O コストが発生するため、請求が増加します。
スループットおよび TTL 削除のレートが増加した場合、I/O 使用量が増加するため、請求の増加が予想さ
れます。ただし、TTL インデックスを作成してドキュメントを削除せず、時間に基づいてドキュメントを
コレクションにセグメント化し、不要になったときにそのコレクションを削除する場合、I/O コストは発生
しません。これは、TTL インデックスを使用するよりもコスト効率が大幅に向上します。
時系列ワークロードの場合、TTL インデックスの代わりにローリングコレクションを作成することを検討
できます。ローリングコレクションは、データを削除する際のパフォーマンスが高く、I/O 負荷が小さく
なるためです。大規模なコレクション (特に 1 TB 以上のコレクション) を所持する場合や TTL 削除の I/O
コストが懸念される場合は、時間に基づいてドキュメントをコレクションに分割し、ドキュメントが不要
になった時点でコレクションを削除することを推奨します。データ取り込みレートに応じて、1 日または
週に 1 つのコレクションを作成できます。要件はアプリケーションによって異なりますが、経験則とし
て、いくつかの大きいコレクションではなく小さいコレクションにすることをお勧めします。これらのコ
レクションを削除しても I/O コストは発生せず、TTL インデックスを使用するよりもコスト効率が向上し
ます。

移行
ベストプラクティスとして、Amazon DocumentDB にデータを移行する場合、まず Amazon DocumentDB
でインデックスを作成してからデータを移行することを推奨します。最初にインデックスを作成すると、
全体の時間が短縮され、移行速度が向上します。これを行うには、Amazon DocumentDB インデックス
ツール を使用します。移行の詳細については、Amazon DocumentDB 移行ガイド を参照してください。
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また、本番データベースを移行する前に、機能、パフォーマンス、オペレーション、コストなどを考慮し
て、Amazon DocumentDB でアプリケーションを完全にテストすることをお勧めします。

クラスターパラメータグループの使用
クラスターパラメータグループを変更した場合は、その変更をテストクラスターでテストしてから本稼
働クラスターに適用することを推奨します。クラスターのバックアップの詳細については、「Amazon
DocumentDB でのバックアップと復元 (p. 219)」を参照してください。

集約パイプラインクエリ
複数のステージを持つ集約パイプラインクエリを作成し、クエリ内のデータのサブセットのみを評価する
場合は、$match ステージをパイプラインの最初のステージまたは先頭部分として使用します。$match
を最初に使用すると、集約パイプラインクエリ内の後続ステージで処理するドキュメントの数が減り、ク
エリのパフォーマンスが向上します。

batchInsert および batchUpdate
batchInsertbatchUpdate同時実行率や操作の割合が高く、プライマリインスタンス
のFreeableMemory (CloudWatch メトリック) の量がゼロになった場合は、バッチ挿入または更新のワー
クロードの同時実行数を減らすか、ワークロードの同時実行を減らすことができない場合は増やすことが
できます。量を増やすためのインスタンスサイズFreeableMemory。
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機能の違い: Amazon DocumentDB
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) と MongoDB の機能上の違いを以下に示します。
トピック
• Amazon DocumentDB の機能上の利点 (p. 94)
• 機能的な違いの更新 (p. 95)
• MongoDB との機能的な違い (p. 97)

Amazon DocumentDB の機能上の利点
暗示的なトランザクション
Amazon DocumentDB では、すべての CRUD ステートメント
(findAndModify、update、insert、delete) は、複数のドキュメントを変更するオペレーションにお
いてもアトミック性および整合性を保証します。Amazon DocumentDB 4.0 の起動により、マルチステー
トメントおよびマルチコレクションオペレーションの ACID プロパティを提供する明示的なトランザク
ションがサポートされるようになりました。Amazon DocumentDB でのトランザクションの使用の詳細に
ついては、「トランザクション (p. 56)」を参照してください。
アトミック性および整合性の両方の動作を満たす複数のドキュメントを変更する Amazon DocumentDB の
オペレーションの例を次に示します。
db.miles.update(
{ "credit_card": { $eq: true } },
{ $mul: { "flight_miles.$[]": NumberInt(2) } },
{ multi: true }
)

db.miles.updateMany(
{ "credit_card": { $eq: true } },
{ $mul: { "flight_miles.$[]": NumberInt(2) } }
)

db.runCommand({
update: "miles",
updates: [
{
q: { "credit_card": { $eq: true } },
u: { $mul: { "flight_miles.$[]": NumberInt(2) } },
multi: true
}
]
})

db.products.deleteMany({
"cost": { $gt: 30.00 }
})
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db.runCommand({
delete: "products",
deletes: [{ q: { "cost": { $gt: 30.00 } }, limit: 0 }]
})

updateMany や deleteMany などの一括オペレーションを構成する個々のオペレーションはアトミック
ですが、一括オペレーション全体はアトミックではありません。たとえば、個々の挿入オペレーションが
エラーなしで正常に実行された場合、insertMany オペレーション全体はアトミックです。insertMany
オペレーションでエラーが発生した場合、insertMany オペレーション内の各挿入ステートメントはアト
ミックオペレーションとして実行されます。insertMany、updateMany、および deleteMany オペレー
ションに ACID プロパティが必要な場合の場合は、トランザクションを使用することをお勧めします。

機能的な違いの更新
Amazon DocumentDB は、お客様より依頼のあった機能からさかのぼって、MongoDB との互換性を
改善し続けています。このセクションでは、移行とアプリケーション構築を容易にするため、Amazon
DocumentDB から削除された機能的な違いについて説明します。
トピック
• 配列インデックス作成 (p. 95)
• マルチキーインデックス (p. 96)
• 文字列内の null 文字 (p. 96)
• ロールベースのアクセスコントロール (p. 96)
• $regex インデックス作成 (p. 97)
• ネストされたドキュメントの投影 (p. 97)

配列インデックス作成
2020 年 4 月 23 日以降、Amazon DocumentDB で 2,048 バイトを超える配列のインデックスを作成する機
能がサポートされるようになりました。配列内の個々のキーの制限は依然として 2,048 バイトのままであ
り、これは MongoDB と一貫しています。
新しいインデックスを作成する場合、強化された機能を利用するためのアクションは必要ありません。既
存のインデックスがある場合、インデックスを削除してから再作成することで、強化された機能を利用で
きます。強化された機能を使用した現在のインデックスバージョンは "v" : 3 です。

Note
本番クラスターの場合、インデックスの削除はアプリケーションのパフォーマンスに影響を与え
る可能性があります。本番システムに変更を加える場合、最初にテストし、注意して進めること
をお勧めします。さらに、インデックスの再作成にかかる時間は、コレクションの全体的なデー
タサイズの関数になります。
次のコマンドを使用して、インデックスのバージョンをクエリできます。
db.collection.getIndexes()

このオペレーションによる出力は、次のようになります。この出力では、インデックスのバージョンは
"v" : 3 です。これは最新のインデックスバージョンです。
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[

]

{

}

"v" : 3,
"key" : {
"_id" : 1
},
"name" : "_id_",
"ns" : "test.test"

マルチキーインデックス
2020 年 4 月 23 日より、Amazon DocumentDB では同じ配列内に複数のキーを持つ複合インデックスを作
成する機能がサポートされるようになりました。
新しいインデックスを作成する場合、強化された機能を利用するためのアクションは必要ありません。既
存のインデックスがある場合、インデックスを削除してから再作成することで、強化された機能を利用で
きます。強化された機能を使用した現在のインデックスバージョンは "v" : 3 です。

Note
本番クラスターの場合、インデックスの削除はアプリケーションのパフォーマンスに影響を与え
る可能性があります。本番システムに変更を加える場合、最初にテストし、注意して進めること
をお勧めします。さらに、インデックスの再作成にかかる時間は、コレクションの全体的なデー
タサイズの関数になります。
次のコマンドを使用して、インデックスのバージョンをクエリできます。
db.collection.getIndexes()

このオペレーションによる出力は、次のようになります。この出力では、インデックスのバージョンは
"v" : 3 です。これは最新のインデックスバージョンです。
[

]

{

}

"v" : 3,
"key" : {
"_id" : 1
},
"name" : "_id_",
"ns" : "test.test"

文字列内の null 文字
2020 年 6 月 22 日現在、Amazon DocumentDB が文字列で null 文字 ('\0') をサポートするようになりま
した。

ロールベースのアクセスコントロール
2020 年 3 月 26 日現在、Amazon DocumentDB は組み込みロールによるロールベースのアクセスコント
ロール (RBAC) をサポートしています。詳細については、ロールベースのアクセスコントロール (p. 171)
を参照してください。Amazon DocumentDB は RBAC のカスタムロールをまだサポートしていません。
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$regex インデックス作成
2020 年 6 月 22 日現在、Amazon DocumentDB は $regex 演算子がインデックスを活用する機能をサポー
トするようになりました。
$regex 演算子を使用してインデックスを活用するには、hint() コマンドを使用する必要があ
ります。hint() を使用する際は、$regex を適用するフィールドの名前を指定する必要がありま
す。たとえば、product というフィールドにインデックス名 p_1 というインデックスがある場
合、db.foo.find({product: /^x.*/}).hint({product:1}) では p_1 インデックスを使
用しますが、db.foo.find({product: /^x.*/}).hint(“p_1”) ではインデックスを使用し
ません。インデックスが選択されているかどうかを確認するには、explain() コマンドを使用す
るか、低速クエリのログ記録にプロファイラーを使用します。例: db.foo.find({product: /
^x.*/}).hint(“p_1”).explain()。

Note
hint() メソッドは、一度に 1 つのインデックスでのみ使用できます。
$regex クエリでのインデックスの使用は、プレフィックスを利用し、I、m、または o 正規表現オプショ
ンを指定しない正規表現クエリに最適化されます。
$regex でインデックスを使用する場合は、重複値の数がコレクション内のドキュメントの総数の 1% 未
満であるごく一部のフィールドにインデックスを作成することをお勧めします。例えば、コレクションに
100,000 個のドキュメントが含まれている場合、同じ値が発生する回数が 1000 回以下のフィールドにの
みインデックスを作成します。

ネストされたドキュメントの投影
Amazon DocumentDB と MongoDB 3.6 における $project 演算子と機能の差は、Amazon DocumentDB
4.0 で解決されていますが、Amazon DocumentDB 3.6 では未サポートのままです。
Amazon DocumentDB 3.6 は、投影を適用するときにネストされたドキュメントの最初のフィールドのみ
を考慮しますが、MongoDB 3.6 はサブドキュメントを解析し、各サブドキュメントにも投影を適用しま
す。
例えば、投影が “a.b.c”: 1 とすると、この動作は Amazon DocumentDB と MongoDB の両方で期待
どおりに機能します。ただし、投影が {a:{b:{c:1}}} だとすると、Amazon DocumentDB 3.6 は投影
を a にのみ適用し、b や c には適用しません。Amazon DocumentDB 4.0では、投影 {a:{b:{c:1}}} は
a、b、およびc に適用されます。

MongoDB との機能的な違い
トピック
• 管理データベースとコレクション (p. 98)
• cursormaxTimeMS (p. 98)
•
•
•
•
•

explain() (p. 98)
フィールド名の制限 (p. 98)
インデックスビルド (p. 99)
パスに空のキーでルックアップ (p. 99)
MongoDB API、オペレーション、およびデータ型 (p. 99)

• mongodump および mongorestore ユーティリティ (p. 99)
• 結果の順序 (p. 99)
• 再試行可能な書き込み (p. 100)
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• スパースなインデックス (p. 100)
• ストレージ圧縮 (p. 100)
• $all 式内での $elemMatch の使用 (p. 100)
• $ne、$nin、$nor、$not、$exists および $elemMatch のインデックス作成 (p. 101)
• $lookup (p. 101)

管理データベースとコレクション
Amazon DocumentDB は管理者データベースまたはローカルデータベースをサポートしていません。ま
た、MongoDB system.* または startup_log コレクションもサポートしていません。

cursormaxTimeMS
Amazon DocumentDB では、cursor.maxTimeMS はカウンターを getMore リクエストごとにリセッ
トします。したがって、3000 ミリ秒 maxTimeMS が指定されている場合、クエリは 2800 ミリ秒 にな
り、getMore リクエストは 300 ミリ秒 かかり、カーソルはタイムアウトしません。カーソルがタイム
アウトするのは、単一のオペレーション（クエリまたは個々の getMore リクエスト）の場合のみです。
指定された maxTimeMS よりも多くかかります。さらに、カーソルの実行時間をチェックするスイーパー
は、分単位で実行されます。

explain()
Amazon DocumentDB は、分散型で、耐障害性が高く、自己復旧ストレージシステムを利用する専用デー
タベースエンジンで MongoDB 4.0 API をエミュレートします。その結果、クエリプランと explain() の
出力は、Amazon DocumentDB と MongoDB の間で異なる場合があります。クエリプランを制御する場合
は、$hint 演算子を使用して優先インデックスの選択を強制できます。

フィールド名の制限
Amazon DocumentDB はドット「.」をサポートしていません。ドキュメントフィールド名では、(例 :
db.foo.insert({‘x.1’:1}))。
Amazon DocumentDB では、フィールド名の $ プレフィックスもサポートしていません。
例えば、Amazon DocumentDB または MongoDB で次のコマンドを試してください。
rs0:PRIMARY< db.foo.insert({"a":{"$a":1}})

MongoDB は以下を返します。
WriteResult({ "nInserted" : 1 })

Amazon DocumentDB はエラーを返します。
WriteResult({
"nInserted" : 0,
"writeError" : {
"code" : 2,
"errmsg" : "Document can't have $ prefix field names: $a"
}
})
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Note
この機能の違いには例外があります。$ プレフィックスで始まる次のフィールド名はホワイトリ
ストに登録されており、Amazon DocumentDB で正常に使用できます : $id、$ref、$db。

インデックスビルド
Amazon DocumentDB は、任意の時点でコレクションにおいて発生する唯一のインデックス構築
を許可します。フォアグラウンドまたはバックグラウンド。インデックス構築が現在進行中のとき
に、createIndex() または dropIndex() などの操作が同じコレクションで発生した場合、新しく試行
された操作は失敗します。
デフォルトでは、Amazon DocumentDB と MongoDB バージョン 4.0 のインデックス構築はバックグラ
ウンドで行われます。MongoDB バージョン 4.2 以降では、CreateIndexes またはそのシェルヘルパーに
指定された場合、バックグラウンドインデックス構築オプションが無視されます。createIndex()そし
てcreateIndexes()。
Time To Live (TTL) インデックスは、インデックスの作成が完了するとドキュメントが期限切れになりま
す。

パスに空のキーでルックアップ
パスの一部として (例 : x.、x..b) 空の文字列を含むキーを調べると、オブジェクトには空の文字列キー
パス (例 : {"x" : [ { "" : 10 }, { "b" : 20 } ]}) が配列内にあり、Amazon DocumentDB は
MongoDB で同じルックアップを実行する場合とは異なる結果を返します。
MongoDB では、空の文字列キーがパスルックアップの末尾にない場合に、配列内の空のキーパスルック
アップが期待どおりに機能します。ただし、空の文字列キーがパスルックアップの末尾にある場合、配列
は検索されません。
ただし、Amazon DocumentDB では、配列内の最初の要素のみが読み取られま
す。getArrayIndexFromKeyString は空の文字列を0 に変換するため、文字列キールックアップは配
列インデックスルックアップとして扱われるためです。

MongoDB API、オペレーション、およびデータ型
Amazon DocumentDB は MongoDB 3.6 および 4.0 API と互換性があります。男のために up-to-date サ
ポートされている機能の一覧については、を参照してください。サポートされている MongoDB API、オペ
レーション、およびデータ型 (p. 104)。

mongodump および mongorestore ユーティリティ
Amazon DocumentDB は管理者データベースをサポートしないため、mongodump または mongorestore
ユーティリティを使用するときに、管理者データベースをダンプまたは復元しません。mongorestore を
使用して、Amazon DocumentDB の新しいデータベースを作成するときに、復元オペレーションに加えて
ユーザーロールを再作成する必要があります。

結果の順序
Amazon DocumentDB では、結果セットの暗黙的な並べ替え順序は保証されません。結果セットの順序を
確実にするには、sort() を使用してソート順を明示的に指定します。
次の例では、在庫フィールドに基づいて、インベントリ収集の項目を降順にソートします。
db.inventory.find().sort({ stock: -1 })
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$sort 集約ステージを使用する場合は、$sort ステージが、集約パイプラインの最後のステージでな
い限り、並べ替え順序は保持されません。$sort 集約ステージと組み合わせた $group 集約ステージを
使用する場合、$sort 集約ステージはおよび $first および $last アキュムレータにのみ適用されま
す。Amazon DocumentDB 4.0 では、$push のサポートが追加され、前の $sort ステージ並べ替え順序
を尊重します。

再試行可能な書き込み
MongoDB 4.2 互換ドライバーから、再試行可能な書き込みがデフォルトで有効になっています。ただ
し、Amazon DocumentDB は現在、再試行可能な書き込みをサポートしていません。機能の違いは、次の
ようなエラーメッセージで示されます。
{"ok":0,"errmsg":"Unrecognized field: 'txnNumber'","code":9,"name":"MongoError"}

再試行可能な書き込みは、接続文字列を使用して無効にできます (例:MongoClient("mongodb://
my.mongodb.cluster/db?retryWrites=false"))または MongoClient コンストラクタのキーワード
引数 (例:MongoClient("mongodb://my.mongodb.cluster/db", retryWrites=False))。
次に、接続文字列の再試行可能な書き込みを無効にする Python の例を示します。
client =
pymongo.MongoClient('mongodb://<username>:<password>@docdb-2019-03-17-16-49-12.clusterccuszbx3pn5e.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0',w='majority',j=True,retryWrites=False)

スパースなインデックス
クエリで作成したスパースなインデックスを使用するには、インデックスをカバーするフィールドで
$exists 句を使用する必要があります。$exists を省略した場合、Amazon DocumentDB はスパースな
インデックスを使用しません。
次に例を示します。
db.inventory.count({ "stock": { $exists: true }})

スパースなマルチキーインデックスの場合、ドキュメントのルックアップによって値のセットが生成
され、インデックス付きフィールドのサブセットのみが見つからない場合、Amazon DocumentDB は
一意キー制約をサポートしません。たとえば、"a" : [ { "b" : 2 }, { "c" : 1 } ] を入力す
ると、"a.c" がインデックスに格納されているため、createIndex({"a.b" : 1 }, { unique :
true, sparse :true }) はサポートされません。

ストレージ圧縮
Amazon DocumentDB では現在、保存されたデータあるいはインデックスの圧縮はサポートされていませ
ん。保存されたデータあるいはインデックスのデータサイズは、他のオプションを使用したときより大き
くなる可能性があります。

$all 式内での $elemMatch の使用
Amazon DocumentDB は $elemMatch 演算子が $all 内にある表現の使用をサポートしていません。回
避策として、次のように $and 演算子を $elemMatch で使用できます。
元のオペレーション:
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db.col.find({
qty: {
$all: [
{ "$elemMatch": { part: "xyz", qty: { $lt: 11 } } },
{ "$elemMatch": { num: 40, size: "XL" } }
]
}
})

更新されたオペレーション:
db.col.find({
$and: [
{ qty: { "$elemMatch": { part: "xyz", qty: { $lt: 11 } } } },
{ qty: { "$elemMatch": { qty: 40, size: "XL" } } }
]
})

$ne、$nin、$nor、$not、$exists および
$elemMatch のインデックス作成
Amazon DocumentDB は現在、$ne,$nin,$nor,$not,$exists,$distinct、およ
び$elemMatchoperator。そのため、これらの演算子を利用した結果は、収集スキャンになります。これ
らの演算子のいずれかを使用する前にフィルターまたは照合を実行すると、スキャン対象のデータ量が減
り、パフォーマンスが向上します。

$lookup
Amazon DocumentDB は、等価マッチを実行する機能（左外部結合など）をサポートしていますが、相関
のないサブクエリはサポートしていません。

$lookup でインデックスを利用する
$lookup ステージ演算子で、インデックスを利用できるようになりました 。ユースケースに基づいて、
パフォーマンスを最適化するために使用できるインデックス作成アルゴリズムが複数あります。このセク
ションでは、$lookup のさまざまなインデックス作成アルゴリズムについて説明し、ワークロードに最適
なオプションを選択するのに役立ちます。
デフォルトでは、Amazon DocumentDB は allowDiskUse:false が使用された場合はハッシュアルゴ
リズムを使用し、allowDiskUse:true が使用された場合はソートマージを使用します。ユースケースに
よっては、クエリオプティマイザで別のアルゴリズムを使用するように強制することが望ましい場合があ
ります。以下は、集約演算子が利用できる、さまざまな $lookup インデックス作成アルゴリズムです。
• Nested Loop: A nested loop plan is typically beneficial for a workload if the foreign collection is <1 GB
and the field in the foreign collection has an index. If the nested loop algorithm is being used, the explain
plan will show the stage as NESTED_LOOP_LOOKUP.
• マージの並べ替え: A sort merge plan is typically beneficial for a workload if the foreign collection does
not have an index on the field used in lookup and the working dataset doesn’t fit in memory. If the sort
merge algorithm is being used, the explain plan will show the stage as SORT_LOOKUP.
• ハッシュ: A hash plan is typically beneficial for a workload if the foreign collection is < 1GB and the
working dataset fits in memory. If the hash algorithm is being used, the explain plan will show the stage
as HASH_LOOKUP.
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クエリに対して explain を使用することで、$lookup 演算子に使用されているインデックス作成アルゴリ
ズムを特定できます。以下に例を示します。
db.localCollection.explain().
aggregate( [
{

}
]

$lookup:

{

foreignField: "b",
as: "joined"

from: "foreignCollection",
localField: "a",

}

output
{
"queryPlanner" : {
"plannerVersion" : 1,
"namespace" : "test.localCollection",
"winningPlan" : {
"stage" : "SUBSCAN",
"inputStage" : {
"stage" : "SORT_AGGREGATE",
"inputStage" : {
"stage" : "SORT",
"inputStage" : {
"stage" : "NESTED_LOOP_LOOKUP",
"inputStages" : [
{
"stage" : "COLLSCAN"
},
{
"stage" : "FETCH",
"inputStage" : {
"stage" : "COLLSCAN"
}
}
]
}
}
}
}
},
"serverInfo" : {
"host" : "devbox-test",
"port" : 27317,
"version" : "3.6.0"
},
"ok" : 1
}

explain() メソッドを使用する代わりに、プロファイラを使用して、$lookup 演算子の使用で利用
されているアルゴリズムを表示することができます。プロファイラーの詳細については、「Amazon
DocumentDB オペレーションのプロファイリング (p. 439)」を参照してください。

planHint を使用する
クエリオプティマイザで別のインデックス作成アルゴリズムと $lookup を強制的に使用する場
合、planHint を使用できます。これを行うには、集約ステージオプションのコメントを使用して、別の
プランを強制します。コメントの構文の例を以下に示します。
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comment : {
comment : “<string>”,
lookupStage : { planHint : “SORT” | “HASH” | "NESTED_LOOP" }
}

以下は、planHint を使用してクエリオプティマイザに HASH インデックスアルゴリズムの使用を強制す
る例です。
db.foo.aggregate(
[
{
$lookup:
{
from: "foo",
localField: "_id",
foreignField: "_id",
as: "joined"
},
}
],
{
comment : "{ \\"lookupStage\\" : { \\"planHint\\": \\"HASH\\" }}"

どのアルゴリズムがワークロードに最適かをテストするには、executionStats パラメータにある
explain メソッドを使用して、$lookup ステージの実行時間を測定することができ、これはインデック
ス作成アルゴリズム (つまり、HASH / SORT/NESTED_LOOP) を変更しながらできます。
次の例は executionStats を使用して、$lookup ステージの実行時間を測定するには、SORT アルゴリ
ズムを使用します。
db.foo.explain(“executionStats”).aggregate(
[
{
$lookup:
{
from: "foo",
localField: "_id",
foreignField: "_id",
as: "joined"
},
}
],
{
comment : "{ \\"lookupStage\\" : { \\"planHint\": \\"SORT\\" }}"
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サポートされている MongoDB API、
オペレーション、およびデータ型
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、MongoDB ワークロードをサポートする、高速、スケー
ラブル、高可用性、完全管理のドキュメントデータベース・サービスです。Amazon DocumentDB
は、MongoDB 3.6 および 4.0 の API と互換性を持っています。このセクションでは、サポートされている
機能を一覧表示します。MongoDB API とドライバの使用のサポートについては、MongoDB コミュニティ
フォーラムを参照してください。Amazon DocumentDB のサービスを使用したサポートについては、適切
な AWS サポートチームにお問い合わせください。Amazon DocumentDB と MongoDB の機能的な違いに
ついては、機能の違い: Amazon DocumentDB (p. 94) を参照してください。
内部専用であるか、フルマネージドサービスには適用されない、MongoDB コマンドと演算子は、サポー
トされておらず、サポートされている機能のリストにも含まれていません。
初めてのリリース以来 50 を超える新しい機能を追加しており、今後もお客様が必要とする機能を遡って
提供していきます。最新のローンチに関する情報は、「Amazon DocumentDB に関する発表」を参照して
ください。
サポート対象外の機能をリクエストしたい場合は、アカウント ID、リクエストする機能、およびユース
ケースを記載した E メールを Amazon DocumentDB サービスチーム まで送信してお知らせください。
トピック
• データベースコマンド (p. 104)
• クエリおよびプロジェクション演算子 (p. 108)
• 更新演算子 (p. 110)
• 地理空間 (p. 112)
• カーソルメソッド (p. 113)
• 集約パイプライン演算子 (p. 114)
• データ型 (p. 121)
• インデックスとインデックスプロパティ (p. 122)

データベースコマンド
トピック
• 管理コマンド (p. 105)
• 集約 (p. 105)
• 認証 (p. 106)
• 診断コマンド (p. 106)
• クエリおよび書き込みオペレーション (p. 106)
• ロール管理コマンド (p. 107)
• セッションコマンド (p. 107)
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• ユーザー管理 (p. 108)

管理コマンド
コマンド

3.6

4.0

上限付きコレクション

いいえ

いいえ

cloneCollectionAsCAPPED

いいえ

いいえ

collMod

部分的

部分的

はい

はい

convertToCapped

いいえ

いいえ

copydb

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

createIndexes

はい

はい

currentOp

はい

はい

drop

はい

はい

dropDatabase

はい

はい

dropIndexes

はい

はい

いいえ

いいえ

killCursors

はい

はい

killOp

はい

はい

listCollections

はい

はい

listDatabases

はい

はい

listIndexes

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

collMod: expireAfterSeconds

作成
createView

filemd5

reIndex
renameCollection

集約
コマンド

3.6

4.0

aggregate

はい

はい

数

はい

はい

distinct

はい

はい
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コマンド

3.6

4.0

mapReduce

いいえ

いいえ

認証
コマンド

3.6

4.0

authenticate

はい

はい

logout (サインアウト)

はい

はい

診断コマンド
コマンド

3.6

4.0

buildInfo

はい

はい

collStats

はい

はい

いいえ

いいえ

connectionStatus

はい

はい

dataSize

はい

はい

dbHash

いいえ

いいえ

dbStats

はい

はい

explain

はい

はい

説明: executionStats

はい

はい

特徴量

いいえ

いいえ

hostInfo

はい

はい

listCommands

はい

はい

プロファイラー

はい

はい

serverStatus

はい

はい

top

はい

はい

connPoolStats

クエリおよび書き込みオペレーション
コマンド

3.6

4.0

削除

はい

はい

find

はい

はい
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コマンド

3.6

4.0

findAndModify

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

parallelCollectionScan

いいえ

いいえ

resetError

いいえ

いいえ

更新

はい

はい

Change streams

はい

はい

いいえ

いいえ

getLastError
getMore
getPrevError
insert

GridFS

ロール管理コマンド
コマンド

3.6

4.0

createRole

はい

はい

dropRole

はい

はい

いいえ

いいえ

grantRolesToロール

はい

はい

revokePrivilegesFromロール

はい

はい

revokeRolesFromロール

はい

はい

updateRole

はい

はい

いいえ

いいえ

dropAllRolesFromDatabase

rolesInfo

セッションコマンド
コマンド

3.6

4.0

abortTransaction

いいえ

はい

commitTransaction

いいえ

はい

endSessions

いいえ

はい

killAllSessions

いいえ

はい

killAllSessionsByPattern

いいえ

いいえ

killSessions

いいえ

はい
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コマンド

3.6

4.0

refreshSessions

いいえ

いいえ

startSession

いいえ

はい

ユーザー管理
コマンド

3.6

4.0

createUser

はい

はい

dropAllUsersFromDatabase

はい

はい

dropUser

はい

はい

grantRolesToユーザー

はい

はい

revokeRolesFromユーザー

はい

はい

updateUser

はい

はい

userInfo

はい

はい

クエリおよびプロジェクション演算子
トピック
• 配列演算子 (p. 108)
• ビット演算子 (p. 109)
• コメント演算子 (p. 109)
• 比較演算子 (p. 109)
• 要素演算子 (p. 109)
• 評価クエリ演算子 (p. 110)
• 論理演算子 (p. 110)
• プロジェクション演算子 (p. 110)

配列演算子
コマンド

3.6

4.0

$all

はい

はい

$elemMatch

はい

はい

$size

はい

はい
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ビット演算子
コマンド

3.6

4.0

$bitsAllSet

はい

はい

$bitsAnySet

はい

はい

$bitsAllClear

はい

はい

$bitsAnyClear

はい

はい

コメント演算子
コマンド

3.6

4.0

$comment

はい

はい

比較演算子
コマンド

3.6

4.0

$eq

はい

はい

$gt

はい

はい

$gte

はい

はい

$lt

はい

はい

$lte

はい

はい

$ne

はい

はい

$in

はい

はい

$nin

はい

はい

要素演算子
コマンド

3.6

4.0

$exists

はい

はい

$type

はい

はい
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評価クエリ演算子
コマンド

3.6

4.0

$expr

いいえ

いいえ

$jsonSchema

いいえ

いいえ

$mod

はい

はい

$regex

はい

はい

$text

いいえ

いいえ

$where

いいえ

いいえ

論理演算子
コマンド

3.6

4.0

$or

はい

はい

$and

はい

はい

$not

はい

はい

$nor

はい

はい

プロジェクション演算子
コマンド

3.6

4.0

$

はい

はい

$elemMatch

はい

はい

$meta

いいえ

いいえ

$slice

はい

はい

更新演算子
トピック
• 配列演算子 (p. 111)
• ビット演算子 (p. 111)
• フィールド演算子 (p. 111)
• 更新修飾子 (p. 112)
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配列演算子
コマンド

3.6

4.0

$

はい

はい

$[]

はい

はい

$[<identifier>]

はい

はい

$addToSet

はい

はい

$pop

はい

はい

$pullAll

はい

はい

$pull

はい

はい

$push

はい

はい

ビット演算子
コマンド

3.6

4.0

$bit

はい

はい

フィールド演算子
演算子

3.6

4.0

$inc

はい

はい

$mul

はい

はい

$rename

はい

はい

$setOnInsert

はい

はい

$set

はい

はい

$unset

はい

はい

$min

はい

はい

$max

はい

はい

$currentDate

はい

はい
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更新修飾子
演算子

3.6

4.0

$each

はい

はい

$slice

はい

はい

$sort

はい

はい

$position

はい

はい

地理空間
ジオメトリ指定子
クエリセレクター

3.6

4.0

$box

いいえ

いいえ

$center

いいえ

いいえ

$centerSphere

いいえ

いいえ

$nearSphere

はい

はい

$geometry

はい

はい

$maxDistance

はい

はい

$minDistance

はい

はい

$polygon

いいえ

いいえ

$uniqueDocs

いいえ

いいえ

クエリセレクター
コマンド

3.6

4.0

$geoIntersects

はい

はい

$geoWithin

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

$polygon

いいえ

いいえ

$uniqueDocs

いいえ

いいえ

$near
$nearSphere
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カーソルメソッド
コマンド

3.6

4.0

cursor.batchSize()

はい

はい

cursor.close()

はい

はい

cursor.isClosed()

はい

はい

cursor.collation()

いいえ

いいえ

cursor.comment()

はい

はい

cursor.count()

はい

はい

cursor.explain()

はい

はい

cursor.forEach()

はい

はい

cursor.hasNext()

はい

はい

cursor.hint()

はい

はい

cursor.isExhausted()

はい

はい

cursor.itcount()

はい

はい

cursor.limit()

はい

はい

cursor.map()

はい

はい

cursor.maxScan()

はい

はい

cursor.maxTimeMS()

はい

はい

cursor.max()

いいえ

いいえ

cursor.min()

いいえ

いいえ

cursor.next()

はい

はい

いいえ

いいえ

カーソルの中。objsLeftInBatch ()

はい

はい

cursor.pretty()

はい

はい

cursor.readConcern()

はい

はい

cursor.readPref()

はい

はい

cursor.returnKey()

いいえ

いいえ

カーソルの中。showRecordId()

いいえ

いいえ

cursor.size()

はい

はい

cursor.skip()

はい

はい

カーソルの
中。noCursorTimeout()
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コマンド

3.6

4.0

cursor.sort()

はい

はい

cursor.tailable()

いいえ

いいえ

cursor.toArray()

はい

はい

集約パイプライン演算子
トピック
• アキュムレータ式 (p. 114)
• 算術演算子 (p. 115)
• 配列演算子 (p. 115)
• ブール演算子 (p. 116)
• 比較演算子 (p. 116)
• 条件式演算子 (p. 116)
• データ型演算子 (p. 117)
• 日付演算子 (p. 117)
• リテラル演算子 (p. 117)
• Merge 演算子 (p. 118)
• 自然演算子 (p. 118)
• 設定演算子 (p. 118)
• ステージ演算子 (p. 118)
• 文字列演算子 (p. 119)
• システム変数 (p. 120)
• テキスト検索演算子 (p. 120)
• 型変換演算子 (p. 120)
• 変数演算子 (p. 121)

アキュムレータ式
表現

3.6

4.0

$sum

はい

はい

$avg

はい

はい

$first

はい

はい

$last

はい

はい

$max

はい

はい

$min

はい

はい

$push

はい

はい
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表現

3.6

4.0

$addToSet

はい

はい

$stdDevPop

いいえ

いいえ

$stdDevSamp

いいえ

いいえ

算術演算子
コマンド

3.6

4.0

$abs

はい

はい

$add

はい

はい

$ceil

いいえ

いいえ

はい

はい

$exp

いいえ

いいえ

$floor

いいえ

いいえ

$ln

いいえ

いいえ

$log

いいえ

いいえ

$log10

いいえ

いいえ

$mod

はい

はい

$multiply

はい

はい

$pow

いいえ

いいえ

$sqrt

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

$divide

$subtract
$trunc

配列演算子
コマンド

3.6

4.0

$arrayElemAt

はい

はい

$arrayToObject

はい

はい

$concatArrays

はい

はい

$filter

はい

はい

$indexOfArray

はい

はい

$isArray

はい

はい
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コマンド

3.6

4.0

$objectToArray

はい

はい

$range

はい

はい

$reverseArray

はい

はい

$reduce

はい

はい

$size

はい

はい

$slice

はい

はい

$zip

はい

はい

$in

はい

はい

ブール演算子
コマンド

3.6

4.0

$and

はい

はい

$or

はい

はい

$not

はい

はい

比較演算子
コマンド

3.6

4.0

$cmp

はい

はい

$eq

はい

はい

$gt

はい

はい

$gte

はい

はい

$lt

はい

はい

$lte

はい

はい

$ne

はい

はい

条件式演算子
コマンド

3.6

4.0

$cond

はい

はい

$ifNull

はい

はい
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コマンド

3.6

4.0

$switch

いいえ

いいえ

データ型演算子
コマンド

3.6

4.0

$type

はい

はい

日付演算子
コマンド

3.6

4.0

$dayOfYear

はい

はい

$dayOfMonth

はい

はい

$dayOfWeek

はい

はい

$year

はい

はい

$month

はい

はい

$week

はい

はい

$hour

はい

はい

$minute

はい

はい

$second

はい

はい

$millisecond

はい

はい

$dateToString

はい

はい

$isoDayOf週

はい

はい

$isoWeek

はい

はい

$dateFromParts

いいえ

いいえ

$dateToParts

いいえ

いいえ

$dateFromString

はい

はい

$isoWeekYear

はい

はい

リテラル演算子
コマンド

3.6

4.0

$literal

はい

117

はい

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
Merge 演算子

Merge 演算子
コマンド

3.6

4.0

$mergeObjects

はい

はい

自然演算子
コマンド

3.6

4.0

$natural

はい

はい

設定演算子
コマンド

3.6

4.0

$setEquals

はい

はい

$setIntersection

はい

はい

$setUnion

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

$anyElementTrue

いいえ

いいえ

$allElementsTrue

いいえ

いいえ

$setDifference
$setIsSubset

ステージ演算子
コマンド

3.6

4.0

$collStats

いいえ

いいえ

$project

はい

はい

$match

はい

はい

$redact

はい

はい

$limit

はい

はい

$skip

はい

はい

$unwind

はい

はい

$group

はい

はい

$sample

はい

はい
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コマンド

3.6

4.0

$sort

はい

はい

$geoNear

はい

はい

$lookup

はい

はい

$out

はい

はい

$indexStats

はい

はい

$facet

いいえ

いいえ

$bucket

いいえ

いいえ

$bucketAuto

いいえ

いいえ

$sortByCount

いいえ

いいえ

$addFields

はい

はい

$replaceRoot

はい

はい

$count

はい

はい

$currentOp

はい

はい

$listLocalSessions

いいえ

いいえ

$listSessions

いいえ

いいえ

$graphLookup

いいえ

いいえ

文字列演算子
コマンド

3.6

4.0

$concat

はい

はい

$indexOfBytes

はい

はい

$indexOfCP

はい

はい

$ltrim

いいえ

いいえ

$rtrim

いいえ

いいえ

$split

はい

はい

$strcasecmp

はい

はい

$strLenBytes

はい

はい

$strLenCP

はい

はい

$substr

はい

はい

$substrBytes

はい

はい
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コマンド

3.6

4.0

$substrCP

はい

はい

$toLower

はい

はい

$toUpper

はい

はい

いいえ

いいえ

$trim

システム変数
コマンド

3.6

4.0

$$CURRENT

いいえ

いいえ

$$DESCEND

はい

はい

$$KEEP

はい

はい

$$PRUNE

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

$$REMOVE
$$ROOT

テキスト検索演算子
コマンド

3.6

4.0

$meta

いいえ

いいえ

型変換演算子
コマンド

3.6

4.0

$convert

いいえ

いいえ

$toBool

いいえ

いいえ

$toDate

いいえ

いいえ

$toDecimal

いいえ

いいえ

$toDouble

いいえ

いいえ

$toInt

いいえ

いいえ

$toLong

いいえ

いいえ

$toObjectId

いいえ

いいえ

$toString

いいえ

いいえ
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変数演算子
コマンド

3.6

4.0

$map
$let

はい

はい

いいえ

いいえ

データ型
コマンド

3.6

4.0

ダブル

はい

はい

文字列

はい

はい

オブジェクト

はい

はい

配列

はい

はい

バイナリデータ

はい

はい

ObjectId

はい

はい

ブール値

はい

はい

日付

はい

はい

Null

はい

はい

32 ビット整数 (int)

はい

はい

タイムスタンプ

はい

はい

64 ビット整数 (long)

はい

はい

MinKey

はい

はい

MaxKey

はい

はい

Decimal128

はい

はい

正規表現

はい

はい

JavaScript

いいえ

いいえ

JavaScript(スコープ付き)

いいえ

いいえ

未定義

いいえ

いいえ

記号

いいえ

いいえ

DBPointer

いいえ
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インデックスとインデックスプロパティ
トピック
• インデックス (p. 122)
• インデックスプロパティ (p. 122)

インデックス
コマンド

3.6

4.0

単一フィールドインデックス

はい

はい

複合インデックス

はい

はい

マルチキーインデックス

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

2d インデックス

いいえ

いいえ

ハッシュインデックス

いいえ

いいえ

テキストインデックス
2dsphere

インデックスプロパティ
コマンド

3.6

4.0

TTL

はい

はい

Unique

はい

はい

部分的

いいえ

いいえ

大文字と小文字を区別しない

いいえ

いいえ

スパース

はい

はい

背景

はい

はい
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Amazon DocumentDB への移行
Amazon DocumentDB (MongoDB と互換) は、MongoDB API と互換性のあるフルマネージドデータ
ベースサービスです。このセクションで詳しく説明するプロセスを使用して、オンプレミスまたは
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)上で実行されている MongoDB データベースから Amazon
DocumentDB にデータを移行できます。。
トピック
• AWS Database Migration Service を使用しての 3.6 から 4.0 への Amazon DocumentDB クラスターの
アップグレード (p. 123)
• 移行ツール (p. 131)
• 発見 (p. 132)
• 計画: Amazon DocumentDB クラスター要件 (p. 134)
• 移行アプローチ (p. 136)
• 移行元 (p. 139)
• 移行の接続 (p. 140)
• テスト (p. 142)
• パフォーマンステスト (p. 144)
• フェイルオーバーテスト (p. 144)
• その他のリソース (p. 144)

AWS Database Migration Service を使用しての 3.6
から 4.0 への Amazon DocumentDB クラスターの
アップグレード
Important
Amazon DocumentDB は MongoDB や MongoDB と同じサポートライフサイクルに従わず end-oflife スケジュールは Amazon DocumentDB には適用されません。の現在の予定はありません endof-life Amazon DocumentDB 3.6、既存の MongoDB 3.6 ドライバ、アプリケーション、ツールは
引き続き Amazon DocumentDB 3.6 ドライバ、アプリケーション、ツール、ツールは引き続き
AWS DMS を使って、Amazon DocumentDB 3.6 クラスターを最低限のダウンタイムで 4.0 にアップグ
レードできます。AWS DMS はリレーショナルデータベースと非リレーショナルデータベースを Amazon
DocumentDB に簡単に移行させるためのフルマネージドサービスです。
トピック
• ステップ 1: 変更ストリームの有効化 (p. 124)
• ステップ 2: 変更ストリームの保持期間を変更します (p. 124)
• ステップ 3: インデックスの移行 (p. 124)
• ステップ 4: の作成AWS DMSレプリケーションインスタンス (p. 125)
• ステップ 5: を作成するAWS DMSソースエンドポイント (p. 126)
• ステップ 6: を作成するAWS DMSターゲットエンドポイント (p. 128)
• ステップ 7: 移行タスクの作成と実行 (p. 129)
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• ステップ 8: アプリケーションエンドポイントから Amazon DocumentDB クラスター 4.0 への変
更 (p. 131)

ステップ 1: 変更ストリームの有効化
最小限のダウンタイム移行を実行するには、AWS DMS では、クラスターの変更ストリームにアクセス
する必要があります。Amazon DocumentDB 変更ストリーム は、クラスターのコレクションとデータ
ベース内で発生する変更イベントの時系列シーケンスを提供します。変更ストリームからの読み取りに
より、AWS DMS が変更データキャプチャ (CDC) を実行し、ターゲットの Amazon DocumentDB クラス
ターに増分更新を適用することを可能にします。
特定のデータベースのすべてのコレクションの変更ストリームを有効にするには、[mongo] シェルを使用
して Amazon DocumentDB クラスターを認証し、次のコマンドを実行します。
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
database: "db_name",
collection: "",
enable: true});

ステップ 2: 変更ストリームの保持期間を変更します
次に、変更ストリームに変更イベントを保持したい期間に基づいて、変更ストリームの保持期間を変
更します。例えば、Amazon DocumentDB v3.6 から v4.0 への AWS DMS の移行に 12 時間かかる場合
は、変更ストリームの保持を 12 時間を超える値に設定する必要があります。Amazon DocumentDB ク
ラスターのデフォルトの保持期間は 3 時間です。AWS Management Console または AWS CLI を使用し
て、Amazon DocumentDB クラスターの変更ストリームログの保持期間を 1 時間から 7 日間に変更できま
す。さらなる詳細については、「変更ストリームログの保持期間を変更するには」を参照してください。

ステップ 3: インデックスの移行
Amazon DocumentDB 3.6 クラスターと同じインデックスを、Amazon DocumentDB 4.0 クラスター上に
作成します。AWS DMS はデータの移行を処理しますが、インデックスは移行しません。インデックスを
移行するには、Amazon DocumentDB インデックスツールを使用して、Amazon DocumentDB 3.6 クラス
ターからインデックスをエクスポートします。このツールを入手するには、Amazon DocumentDB ツール
のクローンを作成し、 GitHub リポジトリの指示に従って、README.md。Amazon EC2 インスタンスまた
は Amazon DocumentDB クラスターと同じアマゾン VPC で実行されている AWS Cloud9 の環境から、
ツールを実行できます。
次のコードは、Amazon DocumentDB v3.6 クラスターからインデックスをダンプします。
python migrationtools/documentdb_index_tool.py --dump-indexes
--dir ~/index.js/
--host docdb-36-xx.cluster-xxxxxxxx.us-west-2.docdb.amazonaws.com:27017
--tls --tls-ca-file ~/rds-ca-2019-root.pem
--username user
--password <password>
2020-02-11 21:51:23,245: Successfully authenticated to database: admin
2020-02-11 21:46:50,432: Successfully connected to instance docdb-36-xx.clusterxxxxxxxx.us-west-2.docdb.amazonaws.com:27017
2020-02-11 21:46:50,432: Retrieving indexes from server...
2020-02-11 21:46:50,440: Completed writing index metadata to local folder: /home/ec2-user/
index.js/

インデックスが正常にエクスポートされたら、Amazon DocumentDB 4.0 クラスター中にそれらのイ
ンデックスを復元します。前のステップでエクスポートしたインデックスを復元するには、Amazon

124

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
ステップ 4: の作成AWS DMS
レプリケーションインスタンス

DocumentDB インデックスツールを使用します。次のコマンドは、指定したディレクトリから Amazon
DocumentDB 4.0 クラスター中のインデックスを復元します。
python migrationtools/documentdb_index_tool.py --restore-indexes
--dir ~/index.js/
--host docdb-40-xx.cluster-xxxxxxxx.us-west-2.docdb.amazonaws.com:27017
--tls --tls-ca-file ~/rds-ca-2019-root.pem
--username user
--password <password>
2020-02-11 21:51:23,245: Successfully authenticated to database: admin
2020-02-11 21:51:23,245: Successfully connected to instance docdb-40-xx.clusterxxxxxxxx.us-west-2.docdb.amazonaws.com:27017
2020-02-11 21:51:23,264: testdb.coll: added index: _id

インデックスを正しく復元したことを確認するには、[Mongo] シェルを使用して Amazon DocumentDB
4.0 クラスターに接続し、特定のコレクションのインデックスをリストします。以下のコードを参照して
ください。
mongo --ssl
--host docdb-40-xx.cluster-xxxxxxxx.us-west-2.docdb.amazonaws.com:27017
--sslCAFile rds-ca-2019-root.pem --username documentdb --password documentdb
db.coll.getIndexes()

ステップ 4: の作成AWS DMSレプリケーションインス
タンス
AWS DMS のレプリケーションインスタンスは、ソース (この場合は Amazon DocumentDB 3.6 クラス
ター) に接続してデータを読み取り、ターゲット (Amazon DocumentDB 4.0 クラスター) を書き込みま
す。AWS DMS のレプリケーションインスタンスは、バルクロードと CDC オペレーションの両方を実行
できます。この処理のほとんどはメモリ内で行われます。ただし、大きいトランザクションではディスク
上でのバッファリングが必要になることがあります。キャッシュされたトランザクションとログファイル
もディスクに書き込まれます。データが移行されると、レプリケーションインスタンスは変更イベントを
ストリーミングして、ソースとターゲットが同期していることを確認します。
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成するには
1.

AWS DMS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。

3.

[Create replication instance (レプリケーションインスタンスの作成)] を選択し、次の情報を入力しま
す。
• 名前については、希望する名前を入力します。例えば、docdb36todocdb40です。
• 説明 については、選んだ説明を入力します。リストアイテムについては、Amazon DocumentDB
3.6 を Amazon DocumentDB 4.0 レプリケーションインスタンスに。
• インスタンスクラス については、必要に応じてサイズを選択します。
• エンジンバージョン については、3.4.1. を選択します。
• Amazon VPC については、Amazon DocumentDB 3.6 および 4.0 クラスターを収容する Amazon
VPC を選択します。
• ストレージ割り当て (GiB) については、デフォルトの 50 GiB を使用します。書き込みスループット
のワークロードが高い場合は、ワークロードに合わせてこの値を増やします。
• マルチ AZ については、高可用性とフェイルオーバーサポートが必要な場合は はい を選択します。
• [Publicly accessible (パブリックアクセス可能)] を有効にします。
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4.

[Create replication instance] (レプリケーションインスタンスの作成) を選択します。

ステップ 5: を作成するAWS DMSソースエンドポイン
ト
ソースエンドポイントは、4.0 にアップグレードする Amazon DocumentDB 3.6 クラスターに使用されま
す。
ソースエンドポイントを作成するには
1.

AWS DMS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。

3.

Create endpoint を選択し、以下の情報を入力します。
• [Endpoint type (エンドポイントタイプ)] で [Source (ソース)] を選択します。
• >エンドポイント識別子 については、覚えやすい名前を入力します (例: docdb-source)。
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• ソースエンジン については、docdb を選択します。
• サーバー名 に ついては、Amazon DocumentDB v3.6 クラスターの DNS 名を入力します。
• ポート については、Amazon DocumentDB v3.6 クラスターのポート番号を入力します。
• SSL モード については、verify-full を選択します。
• CA 証明書 については、新しい CA 証明書を追加する を選択します。TLS 接続バンドルを作成する
ために、新しい CA 証明書 をダウンロードします。証明書識別子 については、rds-combinedca-bundle を入力します。[Import certificate file (証明書ファイルのインポート)] で、[Choose file
(ファイルの選択)] を選択し、以前にダウンロードした .pem ファイルに移動します。ファイルを選
択して開きます。証明書をインポートする を選択し、次に 証明書を選択する のドロップダウンか
ら rds-combined-ca-bundle を選択します。
• ユーザーネーム については、Amazon DocumentDB v3.6 クラスターのマスターユーザー名を入力し
ます。
• パスワード については、Amazon DocumentDB v3.6 クラスターのマスターパスワードを入力しま
す。
• データベース については、アップグレードするデータベース名を入力します。

4.

接続をテストして、正常にセットアップされたことを確認します。
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5.

[エンドポイントの作成] を選択します。

Note
AWS DMS では、一度に移行できるデータベースは 1 つのみです。

ステップ 6: を作成するAWS DMSターゲットエンドポ
イント
ターゲットエンドポイントは Amazon DocumentDB 4.0 クラスター用です。
ターゲットエンドポイントを作成するには
1.

AWS DMS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。

3.

[Create endpoint (エンドポイントの作成)] を選択し、次の情報を入力します。
• [Endpoint type (エンドポイントタイプ)] で [Target (ターゲット)] を選択します。
• [Endpoint identifier (エンドポイント識別子)] に、覚えやすい名前を入力します (例: docdbtarget)。
• ソースエンジン については、docdb を選択します。
• サーバー名 については、Amazon DocumentDB v4.0 クラスターの DNS 名を入力します。
• ポート については、Amazon DocumentDB v4.0 クラスターのポート番号を入力します。
• SSL モード については、verify-full を選択します。
• CA 証明書については、証明書を選択する というドロップダウンから既存の rds-combined-cabundle 証明書を選択します。
• ユーザーネーム については、Amazon DocumentDB v4.0 クラスターのマスターユーザー名を入力し
ます。
• パスワード については、Amazon DocumentDB v4.0 クラスターのマスターパスワードを入力しま
す。
• データベース名 については、ソースエンドポイントの設定に使用したのと同じデータベース名を入
力します。
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4.

接続をテストして、正常にセットアップされたことを確認します。

5.

[エンドポイントの作成] を選択します。

ステップ 7: 移行タスクの作成と実行
AWS DMS のタスクは、レプリケーションインスタンスをソースインスタンスおよびターゲットインスタ
ンスにバインドします。タスクを作成するときに、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、
レプリケーションインスタンスおよび移行設定を特定します。AWS DMS のタスクは、既存のデータの
移行、既存のデータの移行と継続的な変更のレプリケート、または、データ変更のみのレプリケート (レ
プリケート) の 3 つの異なる移行タイプで作成できます。このウォークスルーの目的は、最小限のダウン
タイムで Amazon DocumentDB 3.6 クラスターを Amazon DocumentDB 4.0 にアップグレードすること
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であるため、手順では、既存のデータを移行し、進行中の変更をレプリケートするオプションを使用しま
す。このオプションを選択すると、AWS DMS は既存のデータの移行中に変更をキャプチャします。AWS
DMS では、バルクデータのロード後でも変更のキャプチャと適用が行われます。最終的にソースデータ
ベースとターゲットデータベースは同期され、移行に伴うダウンタイムは最小限に抑えられます。
以下は、ダウンタイムを最小限に抑えた移行のための移行タスクの作成手順です。
1.

AWS DMS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Tasks (タスク)] を選択します。

3.

[Create task (タスクの作成)] を選択し、次の情報を入力します。
• [Task name (タスク名)] に、覚えやすい名前を入力します (例: my-dms-upgrade-task)。
• を使用する場合レプリケーションインスタンスで、「」で作成したレプリケーションインスタンス
を選択しますステップ 3: を作成するAWS Database Migration Serviceレプリケーションインスタン
ス
• を使用する場合ソースエンドポイントで、「」で作成したソースエンドポイントを選択しますス
テップ 4: を作成するAWS Database Migration Serviceソースエンドポイント
• を使用する場合ターゲットエンドポイントで、「」で作成したターゲットエンドポイントを選択し
ますステップ 5: を作成するAWS Database Migration Serviceターゲットエンドポイント
• [移行タイプ] で [既存のデータを移行する] を選択します。

4.

左タスク設定セクションで、有効にするCloudWatch ログ。

5.

[テーブルマッピング] セクションについては、すべてをデフォルト設定のままにします。これによ
り、データベースのすべてのコレクションが確実に移行されます。

6.

移行タスクのスタートアップ の設定については、[作成時に自動で設定する] を選択します。これによ
り、移行タスクを作成すると、自動的に移行タスクが開始されます。

7.

[Create task] (タスクの作成) を選択します。

AWS DMS は、Amazon DocumentDB 3.6 クラスターから Amazon DocumentDB 4.0 クラスターへのデー
タの移行を開始します。タスクのステータスが、[Starting (開始中)] から [Running (実行中)] に変わりま
す。AWS DMS のコンソールでタスクを選択することにより、進捗状況をモニターすることができます。
数分/時間後 (移行のサイズに応じて)、ステータスが [ロード完了、レプリケーション継続中] に変わりま
す。これにより AWS DMS は、Amazon DocumentDB 3.6 クラスターの Amazon DocumentDB 4.0 クラス
ターへのフルロード移行を完了し、変更イベントをレプリケートしています。
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最終的には、ソースとターゲットが同期します。同期しているかどうかを確認するためには、コレクショ
ンの count() 操作で、すべての変更イベントが移行されたことを確認できます。

ステップ 8: アプリケーションエンドポイントから
Amazon DocumentDB クラスター 4.0 への変更
フルロードが完了し、CDC プロセスが継続的にレプリケートされると、アプリケーションのデータベース
接続エンドポイントを Amazon DocumentDB 3.6 クラスターから Amazon DocumentDB クラスター 4.0 ク
ラスターに変更できます。

移行ツール
Amazon DocumentDB に移行する場合、ほとんどのユーザーが使用する 2 つの主なツールは、AWS
Database Migration Service (AWS DMS) と、mongodump や mongorestore のようなコマンドライン
ユーティリティです。ベストプラクティスとして、これらのオプションのいずれかのために、移行を開始
する前に Amazon DocumentDB でインデックスを作成することをお勧めします。これにより、全体的な時
間が短縮され、移行速度が向上します。これを行うには、Amazon DocumentDB インデックスツール が使
えます。

AWS Database Migration Service
AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、リレーショナルデータベースと非リレーショナルデー
タベースを Amazon DocumentDB に簡単に移行させるためのクラウドサービスです。AWS DMS を使用
して、データベースホストオンプレミスまたは EC2 から Amazon DocumentDB にデータを移行できま
す。AWS DMS を用いて、1 回限りの移行を実行でき、あるいは継続的な変更をレプリケートしてソース
とターゲットの同期を維持することができます。
AWS DMS を使用して Amazon DocumentDB に移行する情報のさらなる詳細については、以下を参照して
ください。
• AWS DMS のソースとしての MongoDB の使用
• Amazon DocumentDB を AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する
• チュートリアルの図: MongoDB から Amazon DocumentDB への移行

コマンドラインユーティリティ
Amazon DocumentDB との間でデータを移行するための一般的なユーティリティに
は、mongodump、mongorestore、mongoexport、および mongoimport があります。通
常、mongodump と mongorestore は、データベースのデータをバイナリ形式でダンプおよび復元す
るため、最も効率的なユーティリティです。これは一般的に最もパフォーマンスの高いオプションであ
り、論理的なエクスポートと比較してデータサイズが小さくなります。mongoexport と mongoimport
は、JSON や CSV などの論理形式でデータをエクスポートおよびインポートする場合に便利です。この場
合、データは人間が判読可能ですが、一般的に mongodump や mongorestore より遅くなり、データサ
イズも大きくなります。
移行アプローチ (p. 136) のセクションでは、ユースケースと要件に応じて、AWS DMS やコマンドライ
ンユーティリティを使用する最適なタイミングについて説明します。
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発見
MongoDB のデプロイメントごとに、次の 2 つのデータセットを識別し、記録する必要があります。アー
キテクチャの詳細そして運用上の特性。この情報は、適切な移行方法とクラスターサイジングを選択する
際に役立ちます。

アーキテクチャの詳細
• 名前
このデプロイメントを追跡するための固有の名前を選択します。

• バージョン
デプロイメントで実行している MongoDB のバージョンを記録します。バージョンを確認するに
は、mongo シェルを使用してレプリカセットメンバーに接続し、db.version() オペレーションを実
行します。

• [Type] (タイプ)
デプロイメントがスタンドアロンの mongo インスタンス、レプリカセット、シャードされたクラス
ターのいずれであるかを記録します。

• メンバー
各クラスター、レプリカセット、またはスタンドアロンメンバーのホスト名、アドレス、およびポート
を記録します。

クラスター化されたデプロイメントの場合、シャードされたメンバーを確認するには、mongo シェルを
使用して mongo ホストに接続し、sh.status() オペレーションを実行します。

レプリカセットの場合は、メンバーを取得するには、mongo シェルを使用してレプリカセットのメン
バーに接続し、rs.status() オペレーションを実行します。

• oplog のサイズ
レプリカセットまたはシャードされたクラスターの場合は、各レプリカセットメンバーの oplog のサイ
ズを記録します。メンバーの oplog のサイズを確認するには、mongo シェルを使用してレプリカセット
メンバーに接続し、ps.printReplicationInfo() オペレーションを実行します。

• レプリカセットメンバーの優先順位
レプリカセットまたはシャードされたクラスターの場合は、各レプリカセットメンバーの優先順位を記
録します。レプリカセットメンバーの優先順位を確認するには、mongo シェルを使用してレプリカセッ
トメンバーに接続し、rs.conf() オペレーションを実行します。優先順位は priority キーの値とし
て表示されます。
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• TLS/SSL の使用法
各ノードで転送時の暗号化に Transport Layer Security (TLS)/Secure Sockets Layer (SSL) が使用される
かどうかを記録します。

運用上の特性
• データベース統計
コレクションごとに、以下の情報を記録します。
• 名前
• データサイズ
• コレクションカウント

データベース統計を確認するには、mongo シェルを使用してデータベースに接続
し、db.runCommand({dbstats: 1}) コマンドを実行します。

• コレクション統計
コレクションごとに、以下の情報を記録します。
• 名前空間
• データサイズ
• インデックスカウント
• コレクションに上限があるかどうか

• インデックス統計
コレクションごとに、以下のインデックス情報を記録します。
• 名前空間
• ID
• サイズ
• キー
• TTL
• スパース
• 背景

インデックス情報を確認するには、mongo シェルを使用してデータベースに接続
し、db.collection.getIndexes() コマンドを実行します。

• opcounters
この情報は、現在の MongoDB のワークロードパターン (読み取りが多い、書き込みが多い、またはバラ
ンスが取れている) を理解するのに役立ちます。また、最初の Amazon DocumentDB インスタンス選択
に関するガイダンスも提供します。
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モニタリング期間中 (カウント/秒) に収集する重要な情報は以下のとおりです。
• クエリ
• 挿入
• 更新
• 削除

この情報を取得するには、db.serverStatus() コマンドの出力を経時的なグラフにします。ま
た、mongostat ツールを使用して、これらの統計の瞬間値を取得することもできます。ただしこのオプ
ションを使用する場合は、使用状況がピーク負荷以外である期間に移行を計画するというリスクを冒す
ことになります。

• ネットワーク統計
この情報は、現在の MongoDB のワークロードパターン (読み取りが多い、書き込みが多い、またはバラ
ンスが取れている) を理解するのに役立ちます。また、最初の Amazon DocumentDB インスタンス選択
に関するガイダンスも提供します。

モニタリング期間中 (カウント/秒) に収集する重要な情報は以下のとおりです。
• 接続
• ネットワーク受信 (バイト)
• ネットワーク送信 (バイト)

この情報を取得するには、db.serverStatus() コマンドの出力を経時的なグラフにします。ま
た、mongostat ツールを使用して、これらの統計の瞬間値を取得することもできます。ただしこのオプ
ションを使用する場合は、使用状況がピーク負荷以外である期間に移行を計画するというリスクを冒す
ことになります。

計画: Amazon DocumentDB クラスター要件
移行を成功させるには、Amazon DocumentDB クラスターの設定とアプリケーションがクラスターにアク
セスする方法の両方を慎重に検討する必要があります。クラスターの要件を決定する際には、次の各ディ
メンションを考慮してください。
• 現在利用できるリージョン
Amazon DocumentDB は、フェイルオーバー として知られるプロセス中で、プライマリインスタンスに
昇格させることのできるレプリカインスタンスのデプロイを通じて高可用性を実現します。レプリカイ
ンスタンスを異なるアベイラビリティーゾーンにデプロイすることで、より高いレベルの可用性を実現
できます。

次の表は、特定の可用性目標を達成するための Amazon DocumentDB デプロイ設定のガイドラインを示
しています。
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可用性の目標

インスタンスの総数

レプリカ

アベイラビリ
ティーゾーン

99%

1

0

1

99.9%

2

1

2

99.99%

3

2

3

システム全体の信頼性を確保するには、データベースだけでなく、すべてのコンポーネントを考慮する
必要があります。システム全体の信頼性ニーズを満たすためのベストプラクティスと推奨事項について
は、AWS Well-Architected の信頼性の柱に関するホワイトペーパーを参照してください。

• パフォーマンス
Amazon DocumentDB インスタンスを使用すると、クラスターのストレージボリュームとの間で読み
書きすることができます。クラスターインスタンスにはさまざまなタイプのメモリと vCPU がありま
す。これらは、クラスターの読み取りと書き込みのパフォーマンスに影響します。検出フェーズで収
集した情報を使用して、ワークロードのパフォーマンス要件をサポートできるインスタンスタイプを
選択してください。サポートされているインスタンスタイプについては、「インスタンスクラスの管
理 (p. 322)」を参照してください。

Amazon DocumentDB クラスターのインスタンスタイプを選択するときには、ワークロードのパフォー
マンス要件のうち、以下の点を考慮してください：
• vCPUs - アーキテクチャで必要な接続数が増えるほど、より多くの [vCPUS] を持つインスタンスから
利点を得られる可能性があります。

• メモリ - 可能な限り、作業データセットをメモリに保存しておくと、最大のパフォーマンスを得られ
ます。最初のガイドラインは、Amazon DocumentDB エンジン用にはインスタンスのメモリの 3 分の
1 を確保し、作業データセット用には 3 分の 2 を確保することです。

• 接続 - 最適な最小接続数は、Amazon DocumentDB インスタンスの vCPU あたり 8 接続で
す。Amazon DocumentDB インスタンスの接続制限ははるかに高まりますが、追加の接続によるパ
フォーマンス上のメリットは、vCPU あたり 8 接続を超えると低下します。

• ネットワーク - クライアントまたは接続の数が多いワークロードでは、挿入および取得されるデータ
に必要なネットワークパフォーマンス全体を考慮する必要があります。一括オペレーションでは、
ネットワークリソースをより効率的に使用できます。

• 挿入パフォーマンス - 単一のドキュメント挿入は、一般的に最も遅い Amazon DocumentDB へのデー
タ挿入方法です。一括挿入オペレーションは、単一挿入より大幅に高速になる可能性があります。

• 読み取りパフォーマンス - 作業メモリからの読み取りは、ストレージボリュームから返される読み取
りより常に高速です。そのため、インスタンスメモリサイズを最適化して作業セットをメモリに保持
することが理想的です。
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プライマリインスタンスから読み取りが提供されるのに加えて、Amazon DocumentDB クラスターが
自動的にレプリカセットとして設定されます。読み取り専用クエリをリードレプリカにルーティングす
るには、MongoDB ドライバーの読み取り設定を変更します。読み取りトラフィックをスケールするに
は、レプリカを追加し、プライマリインスタンスの全体的な負荷を減らします。

同じクラスターに異なるインスタンスタイプの Amazon DocumentDB レプリカをデプロイすることがで
きます。ユースケースの例としては、一時的な分析トラフィックを処理するためにより大きなインスタ
ンスタイプを持つレプリカを作成することがあります。インスタンスタイプの組み合わせをデプロイす
る場合、各インスタンスのフェイルオーバー優先度を設定することを確認します。これにより、フェイ
ルオーバーが発生すると、書き込み負荷を処理するために十分な竿時のレプリカを常に昇格します。

• 復旧
Amazon DocumentDB は、データが書き込まれると、データを継続的にバックアップします。それは
以下の機能があります point-in-time 1 ～ 35 日間の設定可能な期間内のリカバリ (PITR) 機能バックアッ
プ保持期間。デフォルトのバックアップ保持期間は 1 日です。Amazon DocumentDB はストレージボ
リュームの毎日のスナップショットも自動的に作成します。これは、設定されたバックアップ保持期間
保持されもします。

バックアップ保持期間を超えてスナップショットを保持するには、AWS Management Console および
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用していつでも手動スナップショットを開始できます。
詳細については、「Amazon DocumentDB でのバックアップと復元 (p. 219)」を参照してください。

移行を計画する際には、次の点を考慮してください。
• 目標復旧時点 (RPO) を満たす 1 ～ 35 日 のバックアップ保存期間を選択します。
• 手動スナップショットが必要かどうか、また、必要な場合はその間隔を決定します。

移行アプローチ
データを Amazon DocumentDB に移行するための主なアプローチは 3 つあります。

Note
Amazon DocumentDB ではインデックスの作成はいつでも行うことができますが、大規模なデー
タセットの場合は、インポート前に行うほうがより高速です。ベストプラクティスとして、以下
の各アプローチでは、移行を実行する前に Amazon DocumentDB でインデックスを作成すること
をお勧めします。これを行うには、Amazon DocumentDB インデックスツール が使えます。

オフライン
オフライン アプローチは、mongodump および mongorestore のツールを使用して、ソース MongoDB
デプロイから Amazon DocumentDB クラスターにデータを移行します。オフライン方法は最も簡単な移行
アプローチですが、クラスターのダウンタイムが最も長くなります。
オフライン移行の基本的なプロセスは以下のとおりです。
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1.

Quiesce は MongoDB ソースに書き込んでいます。

2.

ソース MongoDB デプロイから収集データとインデックスをダンプします。

3.

インデックスを Amazon DocumentDB クラスターに復元します。

4.

収集データを Amazon DocumentDB クラスターに復元します。

5.

Amazon DocumentDB クラスターに書き込むようにアプリケーションエンドポイントを変更します。

オンライン
オンラインアプローチは AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用します。ソースの
MongoDB デプロイから Amazon DocumentDB クラスターにデータの完全ロードを実行します。その後、
変更データキャプチャ (CDC) モードに切り替えて、変更をレプリケートします。オンラインアプローチ
は、クラスターのダウンタイムを最小限に抑えますが、3 つの方法のうち最も遅い方法です。
オンライン移行の基本的なプロセスは以下のとおりです。
1.

アプリケーションはソース DB を通常使用しています。

2.

必要に応じて、Amazon DocumentDB クラスターでインデックスを事前に作成します。

3.

全ロードを実行する AWS DMS のタスクを作成し、ソース MongoDB デプロイから Amazon
DocumentDB クラスターへの CDC を有効にします。

4.

AWS DMS のタスクが全ロードを完了し、変更が Amazon DocumentDB にレプリケートされたら、ア
プリケーションのエンドポイントを Amazon DocumentDB クラスターに切り替えます。
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AWS DMS を使って移行することについてのさらなる情報については、Using Amazon DocumentDB as a
Target for AWS Database Migration Service および AWS Database Migration Service User Guide 中の関連
した チュートリアル を参照してください。

ハイブリッド
ハイブリッド アプローチは、mongodump および mongorestore のツールを使用して、ソース MongoDB
デプロイから Amazon DocumentDB クラスターにデータを移行します。その後、CDC モードで AWS
DMS を使用して、変更をレプリケートします。ハイブリッドアプローチでは、移行速度とダウンタイムの
バランスをとることができますが、このアプローチは 3 つのアプローチの中で最も複雑です。
ハイブリッド移行の基本的なプロセスは以下のとおりです。
1.

アプリケーションはソース MongoDB デプロイを通常使用しています。

2.

ソース MongoDB デプロイから収集データとインデックスをダンプします。

3.

インデックスを Amazon DocumentDB クラスターに復元します。

4.

収集データを Amazon DocumentDB クラスターに復元します。

5.

ソース MongoDB デプロイから Amazon DocumentDB クラスターへの CDC を有効にする AWS DMS
タスクを作成します。

6.

AWS DMS のタスクによって許容可能な期間内で変更がレプリケートされているときは、Amazon
DocumentDB クラスターに書き込むようにアプリケーションエンドポイントを変更します。
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Important
AWS DMS タスクでは現在、単一のデータベースのみを移行できます。移行元の MongoDB に多
数のデータベースがある場合は、移行タスクの作成を自動化するか、オフラインの方法を検討す
る必要があります。
選択した移行方法に関係なく、データを移行する前に Amazon DocumentDB クラスターでインデックス
を事前に作成しておくことが最も効率的です。これは、Amazon DocumentDB インデックスは並行して
データに挿入されるが、既存データのインデックス作成はシングルスレッドのオペレーションであるため
です。
AWS DMS ではインデックスは移行されない (データのみ移行される) ため、2 度目のインデックス作成を
回避するために必要な追加のステップはありません。

移行元
移行元の MongoDB がスタンドアロンの mongo プロセスであり、オンラインまたはハイブリッドの移行
アプローチを使用する場合は、まずスタンドアロンの mongo をレプリカセットに変換します。これによ
り、oplog が作成されて CDC ソースとして使用されます。
MongoDB レプリカセットまたはシャードされたクラスターから移行する場合は、移行元として使用する
各レプリカセットまたはシャードに対して連鎖または非表示のセカンダリを作成することを検討してくだ
さい。データダンプを実行すると、作業セットデータがメモリ不足になり、本番インスタンスのパフォー
マンスに影響を与える可能性があります。このリスクを軽減するには、本番データを提供していないノー
ドから移行します。
移行元のバージョン
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移行元の MongoDB データベースのバージョンが移行先の Amazon DocumentDB クラスターの互換バー
ジョンと異なる場合は、移行を成功させるために追加の準備ステップを実行する必要があります。最
も一般的に生じる 2 つの要件は、移行元の MongoDB インストールをサポートされているバージョン
(MongoDB バージョン 3.0 以降) にアップグレードして移行可能にすること、および移行先の Amazon
DocumentDB のバージョンをサポートするようにアプリケーションドライバーをアップグレードすること
です。
これらの要件のいずれかが該当する場合は、移行計画にそれらのステップを含めて、ドライバーの変更を
アップグレードし、テストしてください。

移行の接続
データセンターで実行されている移行元の MongoDB デプロイメントから、または Amazon EC2 インスタ
ンスで実行されている MongoDB デプロイメントから、Amazon DocumentDB に移行できます。EC2 上で
動作している MongoDB からの移行は簡単で、必要なのは、セキュリティグループとサブネットを正しく
設定することだけです。

オンプレミスデータベースから移行するには、MongoDB デプロイメントと仮想プライベートクラウド
(VPC) 間の接続が必要です。これを実現するには、仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続を使用する
か、AWS Direct Connect サービスを使用します。インターネット経由で VPC に移行することはできます
が、この接続方法はセキュリティの観点から最も望ましくありません。
次の図表は、オンプレミスソースから VPN 接続を介して Amazon DocumentDB に移行する方法を示して
います。
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以下は、AWS Direct Connect を使用してオンプレミスの移行元から Amazon DocumentDB への移行を示
しています。

オンラインおよびハイブリッドの移行アプローチでは、AWS DMS のインスタンスを使用する必要
があり、これは Amazon VPC 内の Amazon EC2 上で実行する必要があります。すべてのアプローチ
で、mongodump と mongorestore を実行するための移行サーバーが必要です。Amazon DocumentDB
クラスターが起動されている VPC の Amazon EC2 インスタンス上で移行サーバーを実行する方
が、Amazon DocumentDB クラスターへの接続が大幅に単純化されるため、一般的に簡単です。
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テスト
移行前のテストの目標は以下のとおりです。
• 選択したアプローチで目的の移行結果を得られることを検証する。
• インスタンスタイプと読み取り設定の選択がアプリケーションのパフォーマンス要件を満たしているこ
とを検証する。
• フェイルオーバー中のアプリケーションの動作を検証する。

移行計画のテストに関する考慮事項
Amazon DocumentDB の移行計画をテストする際には、以下の点を考慮してください。
トピック
• インデックスのリストア (p. 142)
• データのダンプ (p. 142)
• データの復元 (p. 142)
• oplog のサイズ設定 (p. 143)
• AWS Database Migration Service の設定 (p. 143)
• シャードされたクラスターからの移行 (p. 143)

インデックスのリストア
デフォルトでは、mongorestore はダンプされたコレクションのインデックスを作成しますが、作成する
のはデータのリストア後です。データがクラスターにリストアされる前に、Amazon DocumentDB でイン
デックスを作成する方が全体的に高速です。これは、データのロード中にインデックス作成オペレーショ
ンが並列化されるためです。
インデックスの事前作成を選択した場合、mongorestore データをリストアするときにインデックス作成
ステップをスキップするには、-–noIndexRestore オプションを指定します。

データのダンプ
mongodump ツールは、ソースの MongoDB デプロイメントからデータをダンプするために推奨され
る方法です。移行インスタンスで使用可能なリソースに応じて、mongodump を高速化するには、–numParallelCollections オプションを使用して、ダンプされる並列接続数をデフォルトの 4 から増や
します。

データの復元
mongorestore のツールは、ダンプされたデータを Amazon DocumentDB インスタンスに
リストアするための推奨される方法です。リストアのパフォーマンスを向上させるには、-–
numInsertionWorkersPerCollection オプションを使用して、リストア中に各コレクションのワー
カー数を増やします。Amazon DocumentDB クラスタープライマリインスタンスの [vCPU] あたりのワー
カー数は、1 に設定するところから始めるのがよいでしょう。
Amazon DocumentDB は現在、mongorestore ツールの --oplogReplay オプションをサポートしてい
ません。
デフォルトでは、mongorestore は挿入エラーをスキップし、リストアプロセスを続行します。これは、
サポートされていないデータを Amazon DocumentDB インスタンスにリストアしている場合に発生する
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可能性があります。たとえば、null 文字列が使用されているキーまたは値を含むドキュメントがあるとし
ます。リストアエラーが発生した場合に mongorestore オペレーションを完全に失敗させるには、-stopOnError オプションを使用します。

oplog のサイズ設定
MongoDB オペレーションログ (oplog) は、データベースに対するすべてのデータ変更を含む上限付き
コレクションです。oplog のサイズとそれに含まれる時間範囲を表示するには、レプリカセットまたは
シャードされたメンバーに対して db.printReplicationInfo() オペレーションを実行します。
オンラインまたはハイブリッドのアプローチを使用している場合は、各レプリカセットまたはシャードの
oplog が、データ移行プロセス (mongodump 経由または AWS DMS タスク全ロード経由) の全期間中に加
えられたすべての変更と合理的なバッファーを含むのに十分な大きさであることを確認してください。詳
細については、MongoDB のドキュメントの Check the Size of the Oplog (oplog のサイズの確認) を参照し
てください。必要な最小 oplog サイズを判別するために、mongodump または mongorestore プロセス、
あるいは AWS DMS 全ロードタスクの最初のテスト実行に要した経過時間を記録します。

AWS Database Migration Service の設定
AWS Database Migration Service ユーザーガイド は、移行元の MongoDB データを Amazon DocumentDB
クラスターに移行するために必要なコンポーネントとステップが記載されています。以下は、AWS DMS
を使用してオンラインまたはハイブリッドの移行を実行するための基本プロセスです。

AWS DMS を使用して移行を実行するには
1.
2.
3.
4.

MongoDB ソースエンドポイントを作成します。詳細については、AWS DMS のソースとしての
MongoDB の使用を参照してください。
Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントを作成します。詳細については、AWS DMS エンド
ポイントの使用を参照してください。
AWS DMS レプリケーションインスタンスを 1 つ以上作成します。詳細については、AWS DMS レプ
リケーションインスタンスを使用するを参照してください。
AWS DMS レプリケーションタスクを 1 つ以上作成します。詳細については、AWS DMS タスクの使
用を参照してください。
オンライン移行の場合、移行タスクでは移行タイプ [Migrate existing data and replicate ongoing
changes (既存データの移行と進行中の変更のレプリケート)] を使用します。
ハイブリッド移行の場合、移行タスクでは移行タイプ [Replicate data changes only (データ変更の
レプリケートのみ)] を使用します。mongodump オペレーションから、ダンプ時間に合わせて CDC
開始時間を選択できます。MongoDB の oplog はべき等です。変更を見逃さないようにするため
に、mongodump の終了時刻と CDC の開始時刻の間に数分のオーバーラップを残しておくことをお勧
めします。

シャードされたクラスターからの移行
シャードされたクラスターから Amazon DocumentDB インスタンスにデータを移行するためのプロセス
は、本質的には複数のレプリカセットを並行して移行するプロセスです。シャードされたクラスターの移
行をテストする際の重要な考慮事項は、一部のシャードが他のシャードより頻繁に使用される可能性があ
る点です。この状況により、データ移行の経過時間が変わります。計画とテストの際には、各シャードの
oplog の要件を必ず評価してください。
以下は、シャードされたクラスターを移行するときに考慮する必要がある設定上の問題です。
• mongodump を実行したり、AWS DMS 移行タスクを開始したりする前に、シャードされたクラスター
のバランサーを無効にして、インプロセス移行が完了するまで待つ必要があります。詳細について
は、MongoDB ドキュメントの Disable the Balancer (バランサーを無効にする) を参照してください。
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• AWS DMS を使用してデータをレプリケートする場合は、移行タスクを実行する前に各シャードで
cleanupOrphaned コマンドを実行します。このコマンドを実行しないと、ドキュメント ID が重複し
ているためにタスクが失敗する可能性があります。このコマンドはパフォーマンスに影響を与える可能
性があることに注意してください。詳細については、MongoDB ドキュメントの cleanupOrphaned を参
照してください。
• mongodump ツールを使用してデータをダンプする場合は、シャードごとに 1 つの mongodump プロセ
スを実行する必要があります。最も時間効率の良い方法として、ダンプパフォーマンスを最大化するた
めに、複数の移行サーバーが必要になることがあります。
• AWS Database Migration Service を使用してデータをレプリケートしている場合は、シャードごとに
ソースエンドポイントを作成する必要があります。また、移行するシャードごとに 1 つ以上の移行タス
クを実行してください。最も時間効率の良い方法として、移行パフォーマンスを最大化するために、複
数のレプリケーションインスタンスが必要になることがあります。

パフォーマンステスト
データをテスト用の Amazon DocumentDB クラスターに正常に移行したら、クラスターに対してテスト
ワークロードを実行します。Amazonで検証 CloudWatch パフォーマンスが移行元の MongoDB デプロイ
の現在のスループットを満たしているか、それを超えていることを示します。
以下のキーとなる Amazon DocumentDB のメトリクスを確認します。
• ネットワークスループット
• 書き込みスループット
• 読み取りスループット
• レプリカラグ
詳細については、「Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 413)」を参照してください。

フェイルオーバーテスト
Amazon DocumentDB フェイルオーバーイベント中のアプリケーションの動作が可用性の要件を満たして
いることを検証します。コンソールで Amazon DocumentDB クラスターの手動フェイルオーバーを開始
するには、クラスター ページで、アクション メニューに関する フェイルオーバー アクションを選択しま
す。
AWS CLI から failover-db-cluster オペレーションを実行してフェイルオーバーを開始することもで
きます。詳細については、次を参照してください。failover-db-clusterの Amazon DocumentDB セ
クションでAWS CLIリファレンス

その他のリソース
AWS Database Migration Service ユーザーガイドの次のトピックを参照してください。
• Using Amazon DocumentDB as a Target for AWS Database Migration Service
• チュートリアルの図: MongoDB から Amazon DocumentDB への移行
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Amazon DocumentDB でのセキュリ
ティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。このドキュメントは、Amazon DocumentDB 使
用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ちます。共有責任モデルでは、これをクラウ
ドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています：
• クラウドのセキュリティ—AWSは、実行するインフラストラクチャを守る責任を負いますAWS内のサー
ビスAWSクラウド機能。AWSまた、安全に使用できるサービスも用意されています。第三者監査人は、
コンプライアンスプログラムの一環として、当社のセキュリティの有効性を定期的にテストし、検証し
ています。Amazon DocumentDB に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、「」を
参照してください。AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス。
• クラウド内のセキュリティ— お客様の責任は、AWS使用するサービス。また、お客様は、お客様のデー
タの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因についても責任を担いま
す。
また、他の使用方法についても説明します。AWSAmazon DocumentDB リソースのモニタリングや保
護に役立つサービス。以下のトピックで、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を満たすよう
に、Amazon DocumentDB を設定する方法について説明します。
トピックス
• Amazon DocumentDB のデータ保護 (p. 145)
• Amazon DocumentDB での Identity and Access Management (p. 156)
• Amazon DocumentDB イベントの管理 (p. 169)
• ロールベースのアクセスコントロールを使用したデータベースへのアクセス制限 (p. 171)
• Amazon DocumentDB でのロギングとモニタリング (p. 189)
• Amazon DocumentDB TLS 証明書の更新 (p. 190)
• Amazon DocumentDB TLS 証明書の更新 — GovCloud (米国西部) (p. 199)
• Amazon DocumentDB のコンプライアンス検証 (p. 206)
• Amazon DocumentDB の耐障害性 (p. 207)
• Amazon DocumentDB のインフラストラクチャセキュリティ (p. 208)
• Amazon DocumentDB のセキュリティベストプラクティス (p. 208)
• Amazon DocumentDB イベントの監査 (p. 209)

Amazon DocumentDB のデータ保護
-AWS 責任共有モデルでのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS
は、AWS クラウドのすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を担います。ご
利用者はこのインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任がありま
す。このコンテンツには、使用する AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タスクが含まれていま
す。データプライバシーの詳細については、データプライバシーのよくある質問を参照してください。欧
州でのデータ保護の詳細については、AWSセキュリティブログ に投稿された AWS 責任共有モデルおよび
GDPR のブログ記事を参照してください。
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データを保護するため、AWS アカウントの認証情報を保護し、AWS Identity and Access
Management(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方
法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。ま
た、以下の方法でデータを保護することをお勧めします:
• 各アカウントで多要素認証(MFA)を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS暗号化ソリューションをAWSサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用し
ます。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2の検証
を受けた暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エン
ドポイントの詳細については、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、Amazon DocumentDB などを使用す
る場合も同様です。AWSコンソール、API、を使用したサービスAWS CLI, またはAWSSDK。タグまたは
名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含め
ないように強くお勧めします。q
トピック
• Amazon DocumentDB データの暗号化の保存 (p. 146)
• 転送中のデータの暗号化 (p. 149)
• キーの管理 (p. 155)

Amazon DocumentDB データの暗号化の保存
Note
AWS KMS では、カスタマーマスターキー (CMK) という用語が AWS KMS key および KMS
キーに置き換えられています。この概念に変更はありません。AWS KMS では、互換性を破る変
更を避けるため、この用語にいくつかのバリエーションがあります。
クラスターを作成するときに、ストレージの暗号化オプションを指定して、Amazon DocumentDB クラ
スター内の保存データを暗号化できます。ストレージの暗号化はクラスター全体で有効になり、プライ
マリインスタンスとレプリカを含むインスタンス全体に適用されます。また、クラスターのストレージボ
リューム、データ、インデックス、ログ、自動バックアップ、スナップショットにも適用されます。
Amazon DocumentDB は、256 ビット高度暗号化標準 (AES-256) を使用し、AWS Key Management
Service (AWS KMS) に保存されている暗号化キーを使用してデータを暗号化します。保存暗号化が有効な
Amazon DocumentDB クラスターを使用する場合、アプリケーションロジックやクライアント接続を変更
する必要はありません。Amazon DocumentDB はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データの
暗号化と復号を透過的に処理します。
Amazon DocumentDB は、AWS KMS と統合されエンベロープ暗号化と呼ばれる方法を使用してデータ
を保護します。Amazon DocumentDB クラスターが AWS KMS で Amazon DocumentDB で暗号化されて
いる場合、AWS KMS は KMSキーを使用してストレージボリュームを 暗号化するための暗号化テキスト
データキー を生成するように要求します。暗号化テキストデータキーは、定義する KMS を使用して暗号
化され、暗号化されたデータおよびストレージメタデータとともに保存されます。Amazon DocumentDB
が暗号化されたデータにアクセスする必要がある場合、AWS KMS に KMS を使用して暗号テキストデー
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タキーの復号を要求し、プレーンテキストデータキーをメモリにキャッシュして、ストレージボリューム
内のデータを効率的に暗号化および復号化します。
Amazon DocumentDB のストレージの暗号化機能は、サポートされるすべてのインスタンスサイズおよび
AWS リージョン が利用できるすべての Amazon DocumentDB で利用できます。

Amazon DocumentDB クラスターで保管時の暗号化を有効にする
AWS Management Console または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Amazon
DocumentDB クラスターがプロビジョニングされるときに、クラスターで保存時の暗号化を有効または
無効にできます。コンソールを使用して作成したクラスターでは、デフォルトで保管時の暗号化が有効に
なっています。AWS CLI を使用して作成したクラスターでは、保管時の暗号化がデフォルトで無効になっ
ています。したがって、保存時の暗号化は --storage-encrypted パラメータを使用して明示的に有効
にする必要があります。いずれの場合も、クラスターの作成後は、保存時の暗号化オプションを変更する
ことはできません。
Amazon DocumentDB は AWS KMS を使用して、暗号化キーを取得および管理し、これらのキーの使用
方法を制御するポリシーを定義します。AWS KMS キー識別子を指定しない場合、Amazon DocumentDB
はデフォルトの AWS マネージドサービス KMS キーを使用します。Amazon DocumentDB は、AWS リー
ジョン で AWS アカウント それぞれに個別の KMS キーを作成します。詳細については、「AWS Key
Management Service の概念」を参照してください。
独自の KMS キーの作成を開始するには、開始方法 の AWS Key Management Service デベロッパーガイド
を参照してください。

Important
Amazon DocumentDB は対称暗号化 KMS キーのみをサポートするため、対称暗号化 KMS キーの
みをサポートするため、対称暗号化 KMS キーのみをサポートします。Amazon DocumentDB ク
ラスター内のデータの暗号化に非対称 KMS キー を使用しないでください。詳細については、次
を参照してください。の非対称キーAWS KMSのAWS Key Management Serviceデベロッパーガ
イド。
Amazon DocumentDB がクラスターの暗号化キーにアクセスできなくなった場合、例えばキーへのアクセ
ス権が失効した場合など、暗号化されたクラスターは終了状態になります。この場合、クラスターはバッ
クアップからのみ復元できます。Amazon DocumentDB では、バックアップは常に 1 日間有効になりま
す。
さらに、暗号化された Amazon DocumentDB クラスターのキーを無効にすると、最終的にそのクラスター
に対して読み取りや書き込みができません。Amazon DocumentDB で、アクセスできないキーで暗号化
されたクラスターが発生すると、クラスターが終了状態になります。この場合、クラスターは使用できな
くなり、データベースの現在の状態を復元することはできません。クラスターを復元するには、Amazon
DocumentDB の暗号化キーへのアクセスを再び有効にした後、バックアップからクラスターを復元しま
す。

Important
暗号化されたクラスターの KMS キーを作成した後は、そのクラスターを変更することはできま
せん。暗号化されたクラスターを作成する前に、暗号化キーの要件を確認してください。

AWS Management Consoleの使用
保管時の暗号化オプションは、クラスターの作成時に指定します。AWS Management Console を使用して
クラスターを作成すると、保管時の暗号化がデフォルトで有効になります。クラスターの作成後に変更す
ることはできません。

クラスターの作成時に保管時の暗号化オプションを指定するには
1.

Amazon DocumentDB クラスターの作成は、開始方法 セクションで説明されています。ただし、ス
テップ 6 では、[クラスターの作成] を選択しないでください。
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2.

[Authentication (認証)] セクションの下で、[Show advanced settings (詳細設定の表示)] を選択しま
す。

3.
4.

[] まで下にスクロールします。Encryption-at-restセクションに追加します。
保存時の暗号化オプションを選択します。どちらのオプションを選択しても、クラスターの作成後に
変更することはできません。
•
このクラスターを保管時に暗号化するには、[暗号化の有効化] を選択します。
•
このクラスターで保存されているデータを暗号化しない場合は、[暗号化の無効化] を選択しま
す。

5.

目的のマスターキーを選択します。Amazon DocumentDB は AWS Key Management Service (AWS
KMS) を使用して、暗号化キーを取得および管理し、これらのキーの使用方法を制御するポリシーを
定義します。AWS KMS キー識別子を指定しない場合、Amazon DocumentDB はデフォルトの AWS
マネージドサービス KMS キーを使用します。詳細については、「AWS Key Management Service の
概念」を参照してください。

Note
暗号化されたクラスターを作成したら、そのクラスターの KMS キーを変更することはでき
ません。暗号化されたクラスターを作成する前に、暗号化キーの要件を確認してください。
6.

必要に応じて他のセクションを完了し、クラスターを作成します。

AWS CLIの使用
AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB クラスターを暗号化するにはで、--storage-encrypted オ
プションを指定する必要があります。AWS CLI を使用して作成された Amazon DocumentDB クラスター
は、デフォルトでストレージ暗号化を有効にしないでください。
次の例では、ストレージ暗号化を有効にした Amazon DocumentDB クラスターを作成します。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--port 27017 \
--engine docdb \
--master-username yourMasterUsername \
--master-user-password yourMasterPassword \
--storage-encrypted

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--port 27017 ^
--engine docdb ^
--master-username yourMasterUsername ^
--master-user-password yourMasterPassword ^
--storage-encrypted

暗号化された Amazon DocumentDB クラスターを作成するときに、次の例に示すように、AWS KMS キー
識別子を指定できます。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-cluster \
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--db-cluster-identifier sample-cluster \
--port 27017 \
--engine docdb \
--master-username yourMasterUsername \
--master-user-password yourMasterPassword \
--storage-encrypted \
--kms-key-id key-arn-or-alias

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--port 27017 ^
--engine docdb ^
--master-username yourMasterUsername ^
--master-user-password yourMasterPassword ^
--storage-encrypted ^
--kms-key-id key-arn-or-alias

Note
暗号化されたクラスターを作成したら、そのクラスターの KMS キーを変更することはできませ
ん。暗号化されたクラスターを作成する前に、暗号化キーの要件を確認してください。

Amazon DocumentDB 暗号化されたクラスターの制限
Amazon DocumentDB の暗号化されたクラスターには、以下の制限事項があります。
• Amazon DocumentDB クラスターのストレージの暗号化を有効または無効にできるのは、クラスター
の作成後ではなく作成時のみです。ただし、暗号化されていないクラスターのスナップショットを作成
し、暗号化されていないスナップショットを新しいクラスターとして復元する際に保存時の暗号化オプ
ションを指定します。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• 手動クラスタースナップショットの作成 (p. 228)
• クラスタースナップショットからの復元 (p. 241)
• Amazon DocumentDB クラスタースナップショットのコピー (p. 231)
• ストレージの暗号化を有効にした Amazon DocumentDB クラスターを変更して暗号化を無効にすること
はできません。
• Amazon DocumentDB クラスターのすべてのインスタンス、自動バックアップ、スナップショット、イ
ンデックスは、同じ KMS キーで暗号化されます。

転送中のデータの暗号化
Transport Layer Security (TLS) を使用して、アプリケーションとAmazon DocumentDB クラスター間の接
続を暗号化できます。デフォルトでは、転送時の暗号化は、新しく作成された Amazon DocumentDB クラ
スターに対して有効になっています。クラスターの作成時、または後で無効にすることもできます。転送
中の暗号化が有効になっている場合、クラスターに接続するには TLS を使用したセキュアな接続が必要で
す。TLS を使用した Amazon DocumentDB への接続の詳細については、「Amazon DocumentDB にプロ
グラムによる接続 (p. 484)」を参照してください。

Amazon DocumentDB クラスター TLS 設定の管理
Amazon DocumentDB クラスターの転送中の暗号化は、の TLS パラメータを使用して管理されます。ク
ラスターパラメータグループ。を使用して Amazon DocumentDB クラスター TLS 設定を管理できま
す。AWS Management ConsoleまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI). 現在の TLS 設定を確認し
て変更する方法の説明については、次のセクションを参照してください。
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AWS Management Console の使用
次の手順に従って、コンソールを使用して TLS 暗号化の管理タスク (パラメータグループの識別、TLS 値
の検証や必要な変更の適用など) には、次の手順に従います。

Note
クラスターの作成時に別の指定がない限り、クラスターはデフォルトのクラスターパラメータグ
ループを使用して作成されます。default クラスターパラメータグループのパラメータは変更で
きません (tls の有効化/無効化など)。そのため、クラスターが default クラスターパラメータ
グループを使用している場合は、デフォルト以外のクラスターパラメータグループを使用するよ
うにクラスターを変更する必要があります。まず、カスタムクラスターパラメータグループを作
成する必要があります。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグルー
プの作成 (p. 371)」を参照してください。
1.

クラスターが使用しているクラスターパラメータグループを確認します。
a.

で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

b.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない
場合は、ページの左上隅にあるメニューアイコン
(
す。

) を選択しま

c.

[クラスタ] ナビゲーションボックスの [列]Cluster Identifierに、クラスターとインスタンスの両方
を示します。インスタンスはクラスターの下にリストされます。参考のために下のスクリーン
ショットを参照してください。

d.

目的のクラスターを選択します。

e.

[クラスターの詳細] の一番下までスクロールし、[クラスターパラメータグループ] を見つけま
す。クラスターパラメータグループの名前を書き留めます。
クラスターのパラメータグループの名前が default (たとえば、default.docdb3.6 など) の場
合、続行する前にカスタムのクラスターパラメータグループを作成して、それをクラスターのパ
ラメータグループにする必要があります。詳細については、以下を参照してください:
1. Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作成 (p. 371)— 使用できるカスタム
のクラスターパラメータグループがない場合、これを作成します。
2. Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)— カスタムクラスターパラメータグループ
を使用するようにクラスターを変更します。

2.

tls クラスターパラメータの現在の値を確認します。
a.

で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

b.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。
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c.

クラスターパラメータグループの一覧から、使用するクラスターパラメータグループの名前を選
択します。

d.

[クラスターパラメータ] セクションを見つけます。クラスターパラメータの一覧で、tls クラス
ターパラメータ行を見つけます。この時点では、次の 4 つの列が重要です。
• クラスターパラメーター名— クラスターパラメータの名前。TLS を管理するには、tls クラス
ターパラメータを選びます。
• [値]— 各クラスターパラメータの現在の値。
• 許可される値— クラスターパラメータに適用できる値の一覧。
• 適用タイプ— いずれかを実行します静的または動的。静的クラスターパラメータへの変更は、
インスタンスが再起動されるときにのみ適用されます。動的パラメータへの変更は、すぐに適
用されるか、またはインスタンスが再起動されるときに適用されます。

3.

tls クラスターパラメータの値を設定します。
tls の値が必要な値ではない場合、このクラスターパラメータグループの値を変更します。tls クラ
スターパラメータの値を変更するには、前のセクションに続いて次の手順を行います。

4.

a.

クラスターパラメータ名 (tls) の左側のボタンを選択します。

b.

[Edit] を選択します。

c.

tls の値を変更するには、[tls の変更] ダイアログボックスで、ドロップダウンリストからクラ
スターパラメータに必要な値を選択します。

d.

[Modify cluster parameter (クラスターパラメータの変更)] を選択します。各クラスターインスタ
ンスが再起動されると、変更が適用されます。

Amazon DocumentDB インスタンスを再起動します。
変更がクラスター内のすべてのインスタンスに適用されるように、クラスターの各インスタンスを再
起動します。
a.

で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

b.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

c.

再起動するインスタンスを指定するには、インスタンスのリストでインスタンスを見つけ、その
名前の左側にあるボタンを選択します。

d.

[アクション]、[再起動] の順に選択します。[再起動] を選択して、リブートすることを確認しま
す。

AWS CLI の使用
を使用して TLS 暗号化の管理タスクを実行するには、次の手順を実行します。AWS CLI— パラメータグ
ループの識別、TLS 値の検証や必要な変更の適用など。

Note
クラスターの作成時に別の指定がない限り、クラスターはデフォルトのクラスターパラメータグ
ループを使用して作成されます。default クラスターパラメータグループのパラメータは変更で
きません (tls の有効化/無効化など)。そのため、クラスターが default クラスターパラメータ
グループを使用している場合は、デフォルト以外のクラスターパラメータグループを使用するよ
うにクラスターを変更する必要があります。まず、カスタムクラスターパラメータグループを作
成する必要があります。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグルー
プの作成 (p. 371)」を参照してください。
1.

クラスターが使用しているクラスターパラメータグループを確認します。
describe-db-clusters コマンドを次のパラメータをと共に使用します。
• --db-cluster-identifier — 必須。対象のクラスターの名前。
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• --query— オプション。対象となるフィールドのみに出力を制限するクエリ。この場合は、クラス
ター名とクラスターパラメータグループ名。

aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier docdb-2019-05-07-13-57-08 \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DBClusterParameterGroup]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

[
]

"docdb-2019-05-07-13-57-08",
"custom3-6-param-grp"

]

クラスターのパラメータグループの名前が default (たとえば、default.docdb3.6 など) の場合、
続行する前にカスタムのクラスターパラメータグループを用意して、それをクラスターのパラメータ
グループにする必要があります。詳細については、以下のトピックを参照してください。
1. Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作成 (p. 371)— 使用できるカスタムのク
ラスターパラメータグループがない場合、これを作成します。
2. Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)— カスタムクラスターパラメータグループを使
用するようにクラスターを変更します。
2.

tls クラスターパラメータの現在の値を確認します。
このクラスターパラメータグループに関する詳細情報を取得するには、以下のパラメータを指定し
て、describe-db-cluster-parameters オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。前のコマンドの出力からのクラスターパラ
メータグループ名を使用します。
• --query— オプション。対象となるフィールドのみに出力を制限するクエリ。この場合
は、ParameterName、ParameterValue、AllowedValues、および ApplyType。

aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
--query 'Parameters[*].[ParameterName,ParameterValue,AllowedValues,ApplyType]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

[

],
[

],
[

"audit_logs",
"disabled",
"enabled,disabled",
"dynamic"
"tls",
"disabled",
"disabled,enabled",
"static"
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]

3.

]

"ttl_monitor",
"enabled",
"disabled,enabled",
"dynamic"

tls クラスターパラメータの値を設定します。
tls の値が必要な値ではない場合、このクラスターパラメータグループの値を変更します。tls ク
ラスターパラメータの値を変更するには、次のパラメータで modify-db-cluster-parametergroup オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。変更するクラスターパラメータグループの名
前。これを default.* クラスターパラメータグループにすることはできません。
• --parameters — 必須。変更するクラスターパラメータグループのパラメータ一覧。
• ParameterName — 必須。変更するクラスターパラメータの名前。
• ParameterValue — 必須。このクラスターパラメータの新しい値。クラスターパラメータの
AllowedValues のいずれかにする必要があります。
• enabled— クラスターは TLS を使用したセキュアな接続のみを受け入れます。
• disabled— クラスターは TLS を使用したセキュアな接続を受け入れません。
• ApplyMethod— この変更が適用される場合。tle のような静的クラスターパラメータでは、こ
の値を pending-reboot にする必要があります。
• pending-reboot— インスタンスの再起動後のみ、変更はインスタンスに適用されます。ク
ラスターのすべてのインスタンスでこの変更を適用するには、各クラスターインスタンスを個
別に再起動する必要があります。
次のコード無効にします tlsで、各 DB インスタンスの再起動時にによって変更が適用されることを
適用できます。
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
--parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=pending-reboot"

次のコード可能にする tlsで、各 DB インスタンスの再起動時にによって変更が適用されることを適
用できます。
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
--parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=pending-reboot"

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

4.

"DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"

Amazon DocumentDB インスタンスを再起動します。
変更がクラスター内のすべてのインスタンスに適用されるように、クラスターの各インスタンスを再
起動します。Amazon DocumentDB インスタンスを再起動するには、reboot-db-instance次のパ
ラメータを指定してオペレーションを実行します。
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• --db-instance-identifier — 必須。再起動するインスタンスの識別子。
次のコードは、インスタンス sample-db-instance を再起動します。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb reboot-db-instance \
--db-instance-identifier sample-db-instance

Windows の場合:
aws docdb reboot-db-instance ^
--db-instance-identifier sample-db-instance

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBInstance": {
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PubliclyAccessible": false,
"PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:32-fri:10:02",
"PendingModifiedValues": {},
"DBInstanceStatus": "rebooting",
"DBSubnetGroup": {
"Subnets": [
{
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
},
{
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1c"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
},
{
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1e"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f"
},
{
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1d"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
},
{
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1b"
},
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},
{

"SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1f"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025"

}
],
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"VpcId": "vpc-91280df6",
"DBSubnetGroupName": "default"

},
"PromotionTier": 2,
"DBInstanceClass": "db.r5.4xlarge",
"InstanceCreateTime": "2018-11-05T23:10:49.905Z",
"PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678901:key/0961325d-a50b-44d4-b6a0a177d5ff730b",
"StorageEncrypted": true,
"VpcSecurityGroups": [
{
"Status": "active",
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
}
],
"EngineVersion": "3.6.0",
"DbiResourceId": "db-SAMPLERESOURCEID",
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-00",
"Engine": "docdb",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:012345678901:db:sample-clusterinstance-00",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"Endpoint": {
"Address": "sample-cluster-instance-00.corcjozrlsfc.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"Port": 27017,
"HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
},
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster"
}
}

インスタンスが再起動するまでには数分かかります。インスタンスを使用できるのは、そのステー
タスが [available] である場合のみです。コンソールまたは AWS CLI を使用して、インスタンスのス
テータスをモニタリングできます。詳細については、Amazon DocumentDB インスタンスのステータ
スのモニタリング (p. 416)を参照してください。

キーの管理
Amazon DocumentDB の用途AWS Key Management Service(AWS KMS) を使用して、暗号化キーを取得
および管理します。AWS KMSは、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェアを組み合わせて、ク
ラウド向けに拡張されたキー管理システムを提供します。AWS KMS を使用すると、キーの暗号化を作成
し、このキーの使用方法を制御するポリシーを定義できます。 AWS KMS は AWS CloudTrail をサポート
するため、キーの使用を監査して、キーが適切に使用されていることを確認できます。
おれのAWS KMSキーは Amazon DocumentDB と組み合わせて使用できます。AWSAmazon Simple
Storage Service (Amazon S3)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Elastic
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Block Store (Amazon EBS)、Amazon Redshift などのサービスがあります。をサポートするサービスのリ
ストについてはAWS KMS「」を参照してください。その方法は?AWSのサービスでを使用する方法AWS
KMSのAWS Key Management Serviceデベロッパーガイド。AWS KMSの詳細については、 AWS Key
Management Serviceとは？を参照

Amazon DocumentDB での Identity and Access
Management
クラスター、インスタンス、クラスターパラメータグループなどの Amazon DocumentDB (MongoDB 互
換) リソースを管理するためのアクセスには、リクエストの認証に AWS が使用できる資格情報が必要で
す。これらの認証情報には、Amazon DocumentDB インスタンスなどの AWS リソースへのアクセス権限
が必要です。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) と Amazon DocumentDB
を使用して、誰がアクセスできるかを制御することでリソースを保護する方法についての詳細を説明しま
す。
トピック
• 認証 (p. 156)
• Amazon DocumentDB リソースへのアクセス許可管理の概要 (p. 157)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 161)
• Amazon DocumentDB のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 161)
• Amazon DocumentDB API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 164)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウン
ト ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインイン
することによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお
勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できる
タスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについて
は、AWS 全般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。
• IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情
報を持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキー
をローテーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情
報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してくださ
い。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与
えることができます。
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ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関
連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーに
は永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照して
ください。
• [IAM role] (IAM ロール)
IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティで
す。IAM ロールは、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS
ID であるという点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付
けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールに
は標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引
き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時
的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイ
デンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細につ
いては、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「アクセス権
限セット」を参照してください。
• AWS のサービス のアクセス — サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行
するために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削
除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロー
ルの作成」を参照してください。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

Amazon DocumentDB リソースへのアクセス許可管理
の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスの許可
は、許可ポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、アクセス許可ポリシーを IAM アイデン
ティティ(ユーザー、グループ、ロール)にアタッチできます。一部のサービス( AWS Lambdaなど)では、
アクセス許可ポリシーをリソースに添付することもできます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者アクセス許可を持つユーザーです。詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド 」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
アクセス許可を付与する場合、アクセス許可を取得するユーザー、取得するアクセス許可の対象となるリ
ソース、およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。
トピック
• Amazon DocumentDB リソースおよびオペレーション (p. 158)

157

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
アクセス管理の概要

• リソース所有権について (p. 158)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 158)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 160)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 160)

Amazon DocumentDB リソースおよびオペレーション
Amazon DocumentDB では、プライマリリソースは クラスター です。Amazon DocumentDB は、インス
タンス、パラメータグループ、イベントサブスクリプション などのプライマリリソースで使用できる他の
リソースをサポートします。これらのリソースはサブリソースと呼ばれます。
これらのリソースとサブリソースには、次の表に示すとおり、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関
連付けられています。
リソースタイプ

ARN 形式

クラスター

arn:aws:rds:region:account-id:cluster:db-cluster-name

クラスターパラメータ
グループ

arn:aws:rds:region:account-id:cluster-pg:clusterparameter-group-name

クラスタースナップ
ショット

arn:aws:rds:region:account-id:cluster-snapshot:clustersnapshot-name

インスタンス

arn:aws:rds:region:account-id:db:db-instance-name

セキュリティグループ

arn:aws:rds:region:account-id:secgrp:security-group-name

サブネットグループ

arn:aws:rds:region:account-id:subgrp:subnet-group-name

Amazon DocumentDB には、Amazon DocumentDB のリソースを操作するための一連のオペレーションが
用意されています。可能なオペレーションのリストについては、「アクション」を参照してください。

リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウント です。つまり、リソース 所有者とは、リソース
の作成リクエストを認証する プリンシパルエンティティ (ルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM
ロール)の AWS アカウント です。次の例は、この仕組みを示しています。
• AWS アカウント のルートアカウントクレデンシャルを使用してインスタンスなどの Amazon
DocumentDB リソースを作成する場合、AWS アカウント は Amazon DocumentDB リソースの所有者で
す。
• AWS アカウント でIAMユーザーを作成し、そのユーザーに Amazon DocumentDB リソースを作成する
権限を付与すると、ユーザーは Amazon DocumentDB リソースを作成できます。ただし、ユーザーが属
するお客様の AWS アカウント は、Amazon DocumentDB リソースを所有しています。
• Amazon DocumentDB リソースを作成する権限を持つ AWS アカウント 内の IAM ロールを自分で作成す
ると、そのロールを引き受けることができる人なら誰でも Amazon DocumentDB リソースを作成できま
す。ロールが属するお客様の AWS アカウント は、Amazon DocumentDB リソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス許
可ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。
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Note
このセクションでは、Amazon DocumentDB のコンテキストでの IAM の使用について説明しま
す。これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーショ
ンについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシーの構
文の詳細と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWSIAM IAM ポリシーリファレンス」
を参照してください。
IAM アイデンティティにアタッチされているポリシーは、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー) と呼ばれます。リソースにアタッチされているポリシーは、リソースベースのポリシーと呼ばれま
す。Amazon DocumentDB では、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) のみをサポートして
います。
トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 159)
• リソースベースのポリシー (p. 160)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーを付与する - アカウント管理者は、特定
のユーザーに関連付けられているアクセス許可ポリシーを使用して、そのユーザーにインスタンスなど
の Amazon DocumentDB リソースを作成するためのアクセス許可を付与できます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) – アイデンティティベースの許
可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例え
ば、アカウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS
のサービスにクロスアカウント許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける許可を委任できるように
なります。これにより、アカウント B のユーザーにアカウント A のリソースの作成とアクセスが許
可されます。AWS サービスのアクセス許可を付与してロールを引き受ける場合は、信頼ポリシー内
のプリンシパルも、AWS サービスのプリンシパルとなることができます。
IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。
以下は、ID 123456789012 を持つユーザーが AWS アカウント のインスタンスを作成できるようにす
るポリシーの例です。新しいインスタンスでは、オプショングループと default で始まるパラメータグ
ループ、および default サブネットグループを使用する必要があります。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowCreateDBInstanceOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"rds:CreateDBInstance"
],
"Resource": [
"arn:aws:rds:*:123456789012:db:test*",
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}

]

}

]

"arn:aws:rds:*:123456789012:pg:cluster-pg:default*",
"arn:aws:rds:*:123456789012:subgrp:default"

Amazon DocumentDB でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、Amazon
DocumentDB のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 161) を参照してくださ
い。ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティ
ティ (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) などその他のサービスでは、リソースベースの権限ポリ
シーがサポートされています。例えば、ポリシーを Amazon S3 バケットにアタッチして、そのバケット
に対するアクセス許可を管理できます。Amazon DocumentDB では、リソースベースのポリシーはサポー
トされていません。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパ
ル
Amazon DocumentDB リソースごとに (Amazon DocumentDB リソースおよびオペレーション (p. 158)
を参照)、そのサービスは、API オペレーションの設定を定義します。詳細については、「アクション」を
参照してください。これらのAPI操作の権限を付与するために、Amazon DocumentDB はポリシーで指定
できる一連のアクションを定義します。1 つの API オペレーションの実行で、複数のアクションのアクセ
ス権限が必要になる場合があります。
以下は、基本的なポリシーの要素です。
• リソース – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別
します。
• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。例えば、rds:DescribeDBInstances 権限は、DescribeDBInstances オペレー
ションの実行をユーザーに許可します。
• 効果 – ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな
ります。リソースへのアクセスを明示的に付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
す。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されて
いる場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
• プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙
示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限(リソースベースのポリシーに
のみ適用)を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定しま
す。Amazon DocumentDB では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレ
ンス」を参照してください。
すべての Amazon DocumentDB API アクションとそれらが適用されるリソースを示す表について
は、Amazon DocumentDB API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 164) を参照してく
ださい。

ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。
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条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。Amazon DocumentDB には、IAM ポリ
シーで使用できるサービス固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグロー
バル条件コンテキストキーのリストについては、IAM ユーザーガイド の条件に使用可能なキー を参照して
ください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、アクセス許可が付与されていない場合、Amazon
DocumentDB リソースの作成やアクセスはできません。例えば、Amazon DocumentDB クラスターの作
成、クラスタースナップショットの作成、クラスターパラメータグループの変更などの権限が必要です。
以下のセクションでは、Amazon DocumentDB の許可を管理する方法について説明します。最初に概要の
セクションを読むことをお勧めします。
• Amazon DocumentDB リソースへのアクセス許可管理の概要 (p. 157)
• Amazon DocumentDB のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 161)

Amazon DocumentDB のアイデンティティベースのポ
リシー (IAM ポリシー) の使用
Important
特定の管理機能について、Amazon DocumentDB は Amazon RDS と共有されるオペレーショナ
ルテクノロジーを使用します。Amazon DocumentDB コンソール、AWS CLI、および API コール
は、Amazon RDS API への呼び出しとして記録されます。
最初に、Amazon DocumentDB リソースへのアクセスを管理するために利用できる基本的な
概念とオプションを説明する紹介トピックを確認することをお勧めします。詳細については、
「Amazon DocumentDB リソースへのアクセス許可管理の概要 (p. 157)」を参照してくださ
い。
このトピックでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ(ユーザー、グループ、ロール)へのアクセ
ス権限ポリシーをアタッチする、アイデンティティベースのポリシーの例を示します。
IAM ポリシーの例を次に示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowCreateDBInstanceOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"rds:CreateDBInstance"
],
"Resource": [
"arn:aws:rds:*:123456789012:db:test*",
"arn:aws:rds:*:123456789012:pg:cluster-pg:default*",
"arn:aws:rds:*:123456789012:subgrp:default"
]
}
]

ポリシーには、IAM ユーザー用の以下のアクセス許可を指定する単一のステートメントが含まれます。
• このポリシーにより、IAM ユーザーはCreateDBInstanceアクション (これも当てはまるcreate-dbinstance AWS CLIオペレーションとAWS Management Console).
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• Resource 要素では、ユーザーがリソースでアクションを実行できることを指定できます。Amazon リ
ソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。この ARN には、リソースが属しているサービ
スの名前 (rds)、AWS リージョン リージョン (* はこの例のリージョンを示します)、ユーザーアカウン
ト番号 (123456789012 はこの例のユーザー ID です)、およびリソースのタイプが含まれます。
例の Resource 要素は、ユーザーのリソースで、以下のポリシーの制約を指定します。
• 新しいインスタンスのインスタンス識別子は、test で始まる必要があります (例:
testCustomerData1、test-region2-data)。
• 新しいインスタンスのクラスターパラメータグループは、default で始まる必要があります。
• 新しいインスタンスのサブネットグループは、default サブネットグループである必要があります。
ID ベースのポリシーでアクセス許可を得るプリンシパルを指定していないため、ポリシーでは
Principal 要素を指定していません。ユーザーにポリシーをアタッチすると、そのユーザーが暗黙のプ
リンシパルになります。IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼ポリシーで
識別されたプリンシパルがアクセス権限を得ることになります。
すべての Amazon DocumentDB API オペレーションとそれらが適用されるリソースを示す表について
は、Amazon DocumentDB API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 164) を参照してく
ださい。

Amazon DocumentDB コンソールの使用に必要な許可
Amazon DocumentDB コンソールを使用するユーザーには、最小限の権限のセットが必要です。これらの
アクセス許可により、ユーザーは AWS アカウント の Amazon DocumentDB リソースを説明し、Amazon
EC2 セキュリティやネットワーク情報などの他の関連情報を提供できます。
これらの最小限必要なアクセス許可よりも制限された IAM ポリシーを作成している場合、そ
の IAM ポリシーを使用するユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しません。
これらのユーザーが引き続き Amazon DocumentDB コンソールを使用できるようにするに
は、AmazonDocDBConsoleFullAccess で説明されているように Amazon DocumentDB の AWS マネー
ジドポリシー (事前定義) (p. 162) マネージドポリシーをユーザーにアタッチします。
AWS CLI または Amazon DocumentDB API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付
与する必要はありません。

Amazon DocumentDB の AWS マネージドポリシー (事前定義)
AWS は、AWSによって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与す
ることで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすることができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
アカウントのユーザーに付与できる次の AWS マネージドポリシーは、Amazon DocumentDB に固有のも
のです。
• AmazonDocDBReadOnlyAccess — ルートのすべての Amazon DocumentDB リソースへの読み取り専用
アクセスを許可しますAWS アカウント。
• AmazonDocDBFullAccess — ルートのすべての Amazon DocumentDB リソースへのフルアクセスを許
可しますAWS アカウント。
• AmazonDocDBConsoleFullAccess — を使用して Amazon DocumentDB リソースを管理するためのフル
アクセスを許可しますAWS Management Console。
また、ユーザーが必要な Amazon DocumentDB API アクションとリソースにアクセスできるようにするカ
スタム IAM ポリシーを作成することもできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が
必要な IAM ユーザーまたはグループにアタッチできます。
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お客様が管理するポリシーの例
このセクションでは、さまざまな Amazon DocumentDB アクションの許可を付与するユーザーポリシー例
を示しています。これらのポリシーは、Amazon DocumentDB API アクション、AWS SDK、または AWS
CLI を使用している場合に機能します。コンソールを使用している場合は、「Amazon DocumentDB コン
ソールの使用に必要な許可 (p. 162)」で説明しているコンソールに固有の追加のアクセス権限を付与する
必要があります。
特定の管理機能について、Amazon DocumentDB は、Amazon RDS (Amazon Relational Database
Service) および AmazonNeptune と共有される運用テクノロジーを使用します。

Note
すべての例で、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) を使用し、架空のアカウン
ト ID を使用しています。
例
• 例 1: ユーザーが任意の Amazon DocumentDB リソースに対して任意の Describe アクションを実行で
きるようにする (p. 163)
• 例 2: ユーザーによるインスタンスの削除を防ぐ (p. 163)
• 例 3: ストレージ暗号化が有効になっている場合を除き、クラスターをユーザーにできないようにす
る (p. 164)

例 1: ユーザーが任意の Amazon DocumentDB リソースに対して任意の Describe
アクションを実行できるようにする
次のアクセス許可ポリシーは、Describe で始まるすべてのアクションを実行するためのアクセス許可を
ユーザーに付与します。これらのアクションは、インスタンスなど Amazon DocumentDB リソースに関す
る情報を表示します。Resource 要素内のワイルドカード文字 (*) は、アカウントによって所有されるす
べての Amazon DocumentDB リソースに対してそれらのアクションが許可されることを示します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"AllowRDSDescribe",
"Effect":"Allow",
"Action":"rds:Describe*",
"Resource":"*"
}
]

例 2: ユーザーによるインスタンスの削除を防ぐ
以下のアクセス権限ポリシーは、特定のインスタンスを削除することをユーザーに禁止するためのアクセ
ス権限を付与します。例えば、管理者ではないすべてのユーザーに対して、本稼働インスタンスの削除を
拒否することもできます。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"DenyDelete1",
"Effect":"Deny",
"Action":"rds:DeleteDBInstance",
"Resource":"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance"
}
]
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例 3: ストレージ暗号化が有効になっている場合を除き、クラスターをユーザーに
できないようにする
次のアクセス許可ポリシーは、ストレージの暗号化が有効になっていない限り、ユーザーが Amazon
DocumentDB クラスターを作成することを許可しません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PreventUnencryptedDocumentDB",
"Effect": "Deny",
"Action": "RDS:CreateDBCluster",
"Condition": {
"Bool": {
"rds:StorageEncrypted": "false"
},
"StringEquals": {
"rds:DatabaseEngine": "docdb"
}
},
"Resource": "*"
}
]

Amazon DocumentDB API の許可: アクション、リ
ソース、条件リファレンス
次のセクションは、IAM アイデンティティに付加できる ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 161) お
よびアクセス許可ポリシー (アイデンティティベースのポリシー) を設定および書き込む際の参照として使
用してください。
以下に各 Amazon DocumentDB API オペレーションを示します。このリストには、アクションを実行す
る権限を付与できる対応アクション、権限を付与できる AWS リソース、およびきめ細かなアクセス制御
を設定できる条件キーが含まれています。ポリシーの Action フィールドにアクションを、ポリシーの
Resource フィールドにリソース値を、ポリシーの Condition フィールドに条件を指定します。条件の
詳細については、「ポリシーでの条件の指定 (p. 160)」を参照してください。
Amazon DocumentDB ポリシーで AWS -ワイド条件キーを使用して、条件を表現できます。AWS 全体の
キーの完全なリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「使用可能なキー」を参照してください。
IAM Policy Simulator を使用して IAM ポリシーをテストできます。Amazon DocumentDB アクションを含
め、各 AWS アクションに必要なリソースとパラメータのリストが自動的に提供されます。IAM ポリシー
シミュレーター により、指定する各アクションに必要な許可が決定されます。IAM ポリシーシミュレー
ターの詳細については、IAMユーザーガイド の IAM Policy Simulatorを使用したIAMポリシーのテスト を参
照してください。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名 (rds:CreateDBInstance など) の前に
rds: プレフィックスを使用します。
以下に、Amazon RDS API の操作とそれに関連するアクション、リソース、および条件キーを示します。
トピック
• リソースレベルの許可をサポートする Amazon DocumentDB アクション (p. 165)
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• リソースレベルの権限をサポートしない Amazon DocumentDB アクション (p. 169)

リソースレベルの許可をサポートする Amazon DocumentDB ア
クション
リソースレベルの許可とは、ユーザーがアクションを実行できるリソースを指定できる機能を提供しま
す。Amazon DocumentDB は、リソースレベルのアクセス許可を部分的にサポートします。これは、特定
の Amazon DocumentDB アクションについて、満たす必要のある条件、またはユーザーが使用を許可され
ている特定のリソースに基づいて、ユーザーがそれらのアクションをいつ使用できるかを制御できること
を意味します。例えば、特定のインスタンスのみ変更するアクセス許可をユーザーに付与できます。
Amazon DocumentDB API オペレーションと関連するアクション、リソース、および条件キーを以下に示
します。
特定の管理機能について、Amazon DocumentDB は Amazon RDS と共有されるオペレーショナルテクノ
ロジーを使用します。
Amazon DocumentDB
API オペレーションとア
クション

リソース

条件キー

AddTagsToResource

インスタンス

rds:db-tag

rds:AddTagsToResourcearn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
サブネットグループ

rds:subgrp-tag

arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
ApplyPendingMaintenanceAction
インスタンス

rds:db-tag

rds:ApplyPendingMaintenanceAction
arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
CopyDBClusterSnapshot

クラスタースナップショット

rds:cluster-snapshot-tag

rds:CopyDBClusterSnapshot
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-snapshot:clustersnapshot-name
CreateDBCluster

クラスター

rds:cluster-tag

rds:CreateDBCluster arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-name
クラスターパラメータグループ

rds:cluster-pg-tag

arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
サブネットグループ
arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
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Amazon DocumentDB
API オペレーションとア
クション

リソース

条件キー

CreateDBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループ

rds:cluster-pg-tag

rds:CreateDBClusterParameterGroup
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
CreateDBClusterSnapshot クラスター

rds:cluster-tag

rds:CreateDBClusterSnapshot
arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-name
クラスタースナップショット

rds:cluster-snapshot-tag

arn:aws:rds:region:accountid:cluster-snapshot:clustersnapshot-name
CreateDBInstance

インスタンス

rds:DatabaseClass

rds:CreateDBInstance arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
クラスター

rds:db-tag
rds:cluster-tag

arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-name
CreateDBSubnetGroup

サブネットグループ

rds:subgrp-tag

rds:CreateDBSubnetGroup
arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
DeleteDBInstance

インスタンス

rds:db-tag

rds:DeleteDBInstance arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
DeleteDBSubnetGroup

サブネットグループ

rds:subgrp-tag

rds:DeleteDBSubnetGroup
arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
DescribeDBClusterParameterGroups
クラスターパラメータグループ

rds:cluster-pg-tag

rds:DescribeDBClusterParameterGroups
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
DescribeDBClusterParameters
クラスターパラメータグループ
rds:DescribeDBClusterParameters
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
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Amazon DocumentDB
API オペレーションとア
クション

リソース

条件キー

DescribeDBClusters

クラスター

rds:cluster-tag

rds:DescribeDBClusters
arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-instancename
DescribeDBClusterSnapshotAttributes
クラスタースナップショット

rds:cluster-snapshot-tag

rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-snapshot:clustersnapshot-name
DescribeDBSubnetGroups サブネットグループ

rds:subgrp-tag

rds:DescribeDBSubnetGroups
arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
DescribePendingMaintenanceActions
インスタンス

rds:DatabaseClass

rds:DescribePendingMaintenanceActions
arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name

rds:db-tag

FailoverDBCluster

rds:cluster-tag

クラスター

rds:FailoverDBClusterarn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-instancename
ListTagsForResource

インスタンス

rds:db-tag

rds:ListTagsForResource
arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
サブネットグループ

rds:subgrp-tag

arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
ModifyDBCluster

クラスター

rds:cluster-tag

rds:ModifyDBCluster arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-name
クラスターパラメータグループ

rds:cluster-pg-tag

arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
ModifyDBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループ
rds:ModifyDBClusterParameterGroup
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
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Amazon DocumentDB
API オペレーションとア
クション

リソース

条件キー

ModifyDBClusterSnapshotAttribute
クラスタースナップショット

rds:cluster-snapshot-tag

rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-snapshot:clustersnapshot-name
ModifyDBInstance

インスタンス

rds:DatabaseClass

rds:ModifyDBInstance arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name

rds:db-tag

RebootDBInstance

rds:db-tag

インスタンス

rds:RebootDBInstance arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
RemoveTagsFromResourceインスタンス

rds:db-tag

rds:RemoveTagsFromResource
arn:aws:rds:region:accountid:db:db-instance-name
サブネットグループ

rds:subgrp-tag

arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
ResetDBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループ

rds:cluster-pg-tag

rds:ResetDBClusterParameterGroup
arn:aws:rds:region:accountid:cluster-pg:clusterparameter-group-name
restoredDBClusterFromSnapshot
クラスター

rds:cluster-tag

rds:RestoreDBClusterFromSnapshot
arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-instancename
クラスタースナップショット

rds:cluster-snapshot-tag

arn:aws:rds:region:accountid:cluster-snapshot:clustersnapshot-name
restoredDBClusterToPointInTime
クラスター

rds:cluster-tag

rds:RestoreDBClusterToPointInTime
arn:aws:rds:region:accountid:cluster:db-cluster-instancename
サブネットグループ
arn:aws:rds:region:accountid:subgrp:subnet-group-name
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リソースレベルの権限をサポートしない Amazon DocumentDB
アクション
Amazon DocumentDB ポリシーのすべての IAM アクションを使用して、そのアクションを使用する許可
をユーザーに付与または拒否できます。ただし、すべての Amazon DocumentDB アクションが、アクショ
ンを実行することができるリソースを指定できる、リソースレベルのアクセス許可をサポートしているわ
けではありません。現在、次の Amazon DocumentDB API アクションは、リソースレベルの許可をサポー
トしていません。したがって、IAM ポリシーでこれらのアクションを使用するには、ステートメントで *
要素に Resource ワイルドカードを使って、アクションに対してすべてのリソースを使用する許可をユー
ザーに付与する必要があります。
• rds:DescribeDBClusterSnapshots
• rds:DescribeDBInstances

Amazon DocumentDB イベントの管理
Amazon DocumentDB の場合、ユーザーはクラスターへの認証にパスワードを併用します。各クラスター
には、クラスターの作成時に設定したマスターユーザーおよびパスワードがあります。

Note
2020 年 3 月 26 日 より前に作成されたすべての新規ユーザーには
dbAdminAnyDatabase、readWriteAnyDatabase、および clusterAdmin のロールが付与さ
れています。クラスター内のすべてのユーザーに最小限の特権を適用するために、すべてのユー
ザーを再評価し、必要に応じてロールを変更することをお勧めします。
詳細については、「ロールベースのアクセスコントロールを使用したデータベースへのアクセス
制限 (p. 171)」を参照してください。

マスターユーザーと serviceadmin ユーザー
新しく作成された Amazon DocumentDB クラスターには、マスターユーザーと serviceadmin ユーザー
の 2 つのユーザーがあります。
マスターユーザー は単一の特権ユーザーであり、管理タスクの実行と、ロールを持つ追加のユーザーの作
成を行うことができます。Amazon DocumentDB クラスターに初めて接続するときは、マスターユーザー
名およびパスワードを使用して認証する必要があります。マスターユーザーには、Amazon DocumentDB
クラスターの作成時に該当する管理権限が提供され、さらに root のロールが付与されます。
serviceadmin ユーザーは、クラスターの作成時に暗黙で作成されます。すべての Amazon
DocumentDB クラスターには、クラスターを serviceadmin 管理する機能を AWS に提供する AWS
ユーザーがあります。パスワードでのログイン、パスワードの削除や名前変更、または serviceadmin
のアクセス許可の変更を行うことはできません。それらの操作を試みると、エラーが発生します。

Note
Amazon DocumentDB クラスターのマスターユーザーや serviceadmin ユーザーを削除した
り、マスターユーザーの root のロールを無効にしたりすることはできません。
マスターユーザーパスワードを忘れた場合は、AWS Management Console または AWS CLI を使
用してリセットできます。

追加ユーザーの作成
マスターユーザー (または createUser ロールを持つユーザー) として接続すると、次に示すように、新
しいユーザーを作成できます。
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db.createUser(
{
user: "sample-user-1",
pwd: "password123",
roles:
[{"db":"admin", "role":"dbAdminAnyDatabase" }]
}
)

ユーザの詳細を表示するには、次のように show users コマンドを使用できます。また、dropUser コ
マンドを使用してユーザーを削除することもできます。詳細については、「一般的なコマンド (p. 180)」
を参照してください。
show users
{
"_id" : "serviceadmin",
"user" : "serviceadmin",
"db" : "admin",
"roles" : [
{
"role" : "root",
"db" : "admin"
}
]
},
{

},
{

}

"_id" : "myMasterUser",
"user" : "myMasterUser",
"db" : "admin",
"roles" : [
{
"role" : "root",
"db" : "admin"
}
]

"_id" : "sample-user-1",
"user" : "sample-user-1",
"db" : "admin",
"roles" : [
{
"role" : "dbAdminAnyDatabase",
"db" : "admin"
}
]

この例では、新しいユーザー sample-user-1 を admin データベースに帰属させています。これは、新
しいユーザーには常に当てはまります。Amazon DocumentDB には、authenticationDatabase のコ
ンセプトを含んでおらず、したがって、すべての認証は admin データベースで実施されます。
ユーザーの作成時に、db フィールドを省略してロールを指定すると、Amazon DocumentDB は接続の発
行先であるデータベースに暗黙でロールを帰属させます。たとえば、データベース sample-database に
対して接続を発行し、次のコマンドを実行すると、ユーザー sample-user-2 が admin データベース内
に作成され、データベース sample-database への readWrite アクセス許可が付与されます。
db.createUser(
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{

)

}

user: "sample-user-2",
pwd: "password123",
roles:
["readWrite"]

すべてのデータベースを対象とするロール (readInAnyDatabase など) を持つユーザーを作成するに
は、ユーザーの作成時に admin データベースのコンテキストで操作をしているか、ユーザーの作成時に
ロールのデータベースを明示的に指定する必要があります。
データベースのコンテキストを切り替えるには、次のコマンドを使用できます。
use admin

ロールベースのアクセスコントロールや、クラスター内のすべてのユーザーに最小限の特権を適用する方
法の詳細については、「ロールベースのアクセスコントロールを使用したデータベースへのアクセス制
限 (p. 171)」を参照してください。

Amazon DocumentDB のパスワードの自動ローテー
ション
AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を
Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
シークレットはそこに存在しないため､これは、あなたのコードを調べている誰かがシークレットを漏ら
さないようにするのに役立ちます。また、指定したスケジュールに従って自動的にシークレットを更新す
るように Secrets Manager を設定することができます。これにより、長期のシークレットを短期のシーク
レットに置き換えることが可能となり、侵害されるリスクが大幅に減少します。
AWS Secrets Manager を使用すると、AWS Lambda Secrets Manager が提供する Lambda 関数を使用し
て、Amazon DocumentDB のパスワード (つまり シークレット) を自動的にローテーションできます。
AWS Secrets Manager および Amazon DocumentDB のネイティブ統合の詳細については、以下を参照し
てください。
• ブログ: Amazon DocumentDB and Amazon DocumentDB and Amazon Redshift credentials inAWSシー
クレットマネージャー
• AWS Secrets Manager とは
• Amazon DocumentDB のシークレットをローテーションする

ロールベースのアクセスコントロールを使用した
データベースへのアクセス制限
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) の ロールベースアクセス制御 (RBAC)を使用して、ユー
ザーがデータベースで実行できるアクションへのアクセスを制限できます。RBAC は、1 つ以上
のロールをユーザーに付与することで機能します。これらのロールは、ユーザーがデータベー
スリソースに対して実行できるオペレーションを決定します。Amazon DocumentDB は、現
在、read、readWrite、readAnyDatabase、clusterAdmin のようなデータベースレベルを対象とす
る組み込みロール、および要件に基づいて特定のアクションと詳細なリソースの両方をサポートしていま
す。
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RBAC の一般的ユースケースには、クラスター内のデータベースへの読み取り専用アクセス権を持つユー
ザーを作成して最小限の特権を強制したり、クラスター内の特定のデータベースにアクセスすることを単
一のユーザーに許可するマルチテナントアプリケーションを設計したりすることが含まれます。

Note
2020 年 3 月 26 日 より前に作成されたすべての新規ユーザーには
dbAdminAnyDatabase、readWriteAnyDatabase、および clusterAdmin のロールが付与さ
れています。すべての既存ユーザーを再評価し、必要に応じてロールを変更してクラスターに最
低限の特権を適用することをお勧めします。
トピック
• RBAC の概念 (p. 172)
• RBAC 組み込みロールの開始方法 (p. 173)
• RBAC ユーザー定義ロールの開始方法 (p. 176)
• ユーザーとして Amazon DocumentDB に接続する (p. 179)
• 一般的なコマンド (p. 180)
• 機能的な違い (p. 184)
• 制限 (p. 184)
• ロールベースのアクセスコントロールを使用したデータベースへのアクセス制限 (p. 184)

RBAC の概念
ロールベースのアクセスコントロールに関連する重要な用語と概念を以下に示します。Amazon
DocumentDB ユーザーの詳細については、Amazon DocumentDB イベントの管理 (p. 169) を参照してく
ださい。
• ユーザー - データベースに対して認証し、オペレーションを実行できる個別のエンティティ。
• パスワード - ユーザーの認証に使用されるシークレット。
• ロール - 1 つ以上のデータベースに対してアクションを実行することをユーザーに許可します。
• 管理データベース - ユーザーを保存して認証する先のデータベース。
• データベース (db) - ドキュメントを保存するためのコレクションを含むクラスター内の名前空間。
次のコマンドは、sample-user というユーザーを作成します。
db.createUser({user: "sample-user", pwd: "abc123", roles: [{role: "read", db: "sampledatabase"}]})

この例では、以下のようになっています。
• user: "sample-user" - ユーザー名を示します。
• pwd: "abc123" - ユーザーのパスワードを示します。
• role: "read", "db: "sample-database" - ユーザー sample-user に sample-database への
読み取り許可を付与することを示します。
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次の例は、db.getUser(sample-user) を使用してユーザー sample-user を取得した後の出力を示し
ています。この例では、ユーザー sample-user は admin データベース内に存在しますが、データベー
ス sample-database の読み取りロールを持っています。

ユーザーを作成するときに、ロールを指定するときに db フィールドを省略すると、Amazon
DocumentDB は、接続が発行されているデータベースにロールを暗黙的に帰属させます。たとえば、デー
タベース sample-database に対して接続を発行し、次のコマンドを実行すると、ユーザー sampleuser が admin データベース内に作成され、データベース sample-database への readWrite アクセ
ス許可が付与されます。
db.createUser({user: "sample-user", pwd: "abc123", roles: ["readWrite"]})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"sample-user",
"roles":[
{
"db":"sample-database",
"role":"readWrite"
}
]

すべてのデータベースを対象とするロール (readAnyDatabase など) を持つユーザーを作成するには、
ユーザーの作成時に admin データベースのコンテキストで操作をしているか、ユーザーの作成時にロール
のデータベースを明示的に指定する必要があります。admin データベースに対してコマンドを発行するに
は、コマンド use admin を使用します。詳細については、「一般的なコマンド (p. 180)」を参照してく
ださい。

RBAC 組み込みロールの開始方法
ロールベースのアクセスコントロールの使用を簡単に開始できるように、このセクションでは、異なる
ジョブ機能を持つ 3 人のユーザーのロールを作成して最小限の特権を強制するシナリオの例を示します。
• user1 は、クラスター内のすべてのデータベースの表示とアクセスを必要とする新しいマネージャーで
す。
• user2 は、同じクラスター内の 1 つのデータベース (sample-database-1) にのみアクセスする必要
がある新しい従業員です。
• user3 は、同じクラスター内の、以前はアクセスできなかった別のデータベース (sampledatabase-2) の表示とアクセを必要とする既存の従業員です。
後で、user1 と user2 が退職し、この両方のユーザーのアクセス権を取り消す必要があります。
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ユーザーを作成してロールを付与する場合、クラスターに対して認証を行うユーザーには、createUser
と grantRole のアクションを実行できるロールが関連付けられている必要があります。たとえ
ば、admin ロールと userAdminAnyDatabase ロールは両方とも、該当するアクションのアクセス許可
を付与できます。ロール別のアクションについては、「ロールベースのアクセスコントロールを使用した
データベースへのアクセス制限 (p. 184)」を参照してください。

Note
Amazon DocumentDB では、create データベースに対してコマンドを発行
するかどうかにかかわらず、ユーザーおよびロールのすべてのオペレーション
(get、drop、grant、revoke、admin など) が admin データベース内で暗黙で実行されます。
まず、クラスター内の現在のユーザーとロールを確認するために、次の例に示すように show users コ
マンドを実行します。クラスター内の 2 人のユーザー、serviceadmin、およびマスターユーザーが
表示されます。これらの 2 人のユーザーは常に存在し、削除することはできません。詳細については、
「Amazon DocumentDB イベントの管理 (p. 169)」を参照してください。
show users

user1 に対して、次のコマンドを使用し、クラスター全体のすべてのデータベースに対する読み取りおよ
び書き込みアクセス権を持つロールを作成します。
db.createUser({user: "user1", pwd: "abc123", roles: [{role: "readWriteAnyDatabase", db:
"admin"}]})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"user1",
"roles":[
{
"role":"readWriteAnyDatabase",
"db":"admin"
}
]

user2 に対して、次のコマンドを使用し、データベース sample-database-1 への読み取り専用アクセ
ス権を持つロールを作成します。
db.createUser({user: "user2", pwd: "abc123", roles: [{role: "read", db: "sampledatabase-1"}]})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"user2",
"roles":[
{
"role":"read",
"db":"sample-database-1"
}
]

user3 を既存のユーザーとするシナリオをシミュレートするには、まずユーザー user3 を作成し、次に
user3 新しいロールを割り当てます。
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db.createUser({user: "user3", pwd: "abc123", roles: [{role: "readWrite", db: "sampledatabase-1"}]})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"user3",
"roles":[
{
"role":"readWrite",
"db":"sample-database-1"
}
]

ユーザー user3 を作成したので、この user3 に対して sample-database-2 の read ロールを割り当
てます。
db.grantRolesToUser("user3", [{role: "read", db: "sample-database-2"}])

最後に、user1 と user2 が退職し、この両ユーザーのクラスターに対するアクセス権を取り消す必要が
あります。これを行うには、次のようにユーザーを削除します。
db.dropUser("user1")
db.dropUser("user2")

すべてのユーザーが適切なロールを持っていることを確認するには、次のコマンドを使用してすべての
ユーザーを一覧表示します。
show users

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}
{

}
{

"_id":"serviceadmin",
"user":"serviceadmin",
"db":"admin",
"roles":[
{
"db":"admin",
"role":"root"
}
]
"_id":"master-user",
"user":"master-user",
"db":"admin",
"roles":[
{
"db":"admin",
"role":"root"
}
]
"_id":"user3",
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}

"user":"user3",
"db":"admin",
"roles":[
{
"db":"sample-database-2",
"role":"read"
},
{
"db":"sample-database-1",
"role":"readWrite"
}
]

RBAC ユーザー定義ロールの開始方法
このセクションでは、ユーザー定義の役割を開始するのに役立つように、ジョブ機能が異なる 3 人のユー
ザーにロールを作成して最小特権を適用するシナリオの例について説明します。
この例では、以下が適用されます。
• user1 は、クラスター内のすべてのデータベースの表示とアクセスを必要とする新しいマネージャーで
す。
• user2 は、同じクラスター内の 1 つのデータベース sample-database-1 にのみアクセスする必要が
ある新しい従業員です。
• user3 は、同じクラスター内で以前はアクセスできなかった sample-database-2、別のデータベー
スの col2 という特定のコレクションを表示してアクセスする必要がある既存の従業員です。
• user1 に対して、次のコマンドを使用し、クラスター全体のすべてのデータベースに対する読み取りお
よび書き込みアクセス権を持つロールを作成します。

db.createUser(
{
user: "user1", pwd: "abc123",
roles: [{role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin"}]
}
)

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"user1",
"roles":[
{
"role":"readWriteAnyDatabase",
"db":"admin"
}
]

user2 の場合、次のコマンドを使用して、データベース sample-database-1 内のすべてのコレクショ
ンに対する「検索」権限を持つロールを作成します。このロールは、関連付けられたすべてのユーザーが
検索クエリのみを実行できるようにすることに注意してください。
db.createRole(
{
role: "findRole",
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privileges: [
{
resource: {db: "sample-database-1", collection: ""}, actions: ["find"]
}],
roles: []

}
)

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"role":"findRole",
"privileges":[
{
"resource":{
"db":"sample-database-1",
"collection":""
},
"actions":[
"find"
]
}
],
"roles":[
]

}

次に、ユーザー (user2) を作成し、最近作成したロール findRole をユーザーに接続します。
db.createUser(
{
user: "user2",
pwd: "abc123",
roles: []
})
db.grantRolesToUser("user2",["findRole"])

user3 を既存のユーザーとするシナリオをシミュレートするには、まずユーザー user3 を作成し、次の
ステップで user3 に割り当てる collectionRole という新しいロールを作成します。
そして、新しいロールを user3 に割り当てることができます。この新しいロールにより、user3 の 1 つ
の特定のコレクション col2 へのアクセスを挿入、更新、削除、および検索できる sample-database-2
を許可します。
db.createUser(
{
user: "user3",
pwd: "abc123",
roles: []
})
db.createRole(
{
role: "collectionRole",
privileges: [
{
resource: {db: "sample-database-2", collection: "col2"}, actions: ["find",
"update", "insert", "remove"]
}],
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roles: []

}
)

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"role":"collectionRole",
"privileges":[
{
"resource":{
"db":"sample-database-2",
"collection":"col2"
},
"actions":[
"find",
"update",
"insert",
"remove"
]
}
],
"roles":[
]

ユーザー user3 を作成したので、user3 にロール collectionFind を付与できます。
db.grantRolesToUser("user3",["collectionRole"])

最後に、user1 と user2 が退職し、この両ユーザーのクラスターに対するアクセス権を取り消す必要が
あります。これを行うには、次のようにユーザーを削除します。
db.dropUser("user1")
db.dropUser("user2")

すべてのユーザーが適切なロールを持っていることを確認するには、次のコマンドを使用してすべての
ユーザーを一覧表示します。
show users

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}
{

"_id":"serviceadmin",
"user":"serviceadmin",
"db":"admin",
"roles":[
{
"db":"admin",
"role":"root"
}
]
"_id":"master-user",
"user":"master-user",
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}
{

}

"db":"admin",
"roles":[
{
"db":"admin",
"role":"root"
}
]
"_id":"user3",
"user":"user3",
"db":"admin",
"roles":[
{
"db":"admin",
"role":"collectionRole"
}
]

ユーザーとして Amazon DocumentDB に接続する
Amazon DocumentDB クラスターに接続するときは、特定のデータベースのコンテキストで接続します。
デフォルトでは、接続文字列でデータベースを指定しない場合、test データベースのコンテキストで
クラスターに自動的に接続されます。insert や find などのすべてのコレクションレベルのコマンド
は、test データベース内のコレクションに対して発行されます。
コンテキスト内にあるデータベース、つまりコマンドの発行を確認するには、以下のように、mongo シェ
ル内の db コマンドを実行します。
クエリ:
db

出力:
test

デフォルトの接続が test データベースのコンテキストに存在する場合でも、この接続に関連付けられて
いるユーザーが test データベースに対するアクションの実行を許可されているとは限りません。前のシ
ナリオ例で、sample-database-1 データベースに対する readWrite ロールを持つユーザー user3 と
して認証する場合、接続のデフォルトのコンテキストは test データベースです。ただし、test データ
ベースのコレクションにドキュメントを挿入しようとすると、認証の失敗エラーメッセージが表示されま
す。これは、このコマンドをデータベースに対して実行する権限がユーザーに許可されていないことが原
因です。
クエリ:
db

出力:
test

クエリ:

179

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
一般的なコマンド

db.col.insert({x:1})

出力:
WriteCommandError({ "ok" : 0, "code" : 13, "errmsg" : "Authorization failure" })

接続のコンテキストを sample-database-1 データベースに変更すると、ユーザーが書き込み権限を持
つコレクションに書き込むことができます。
クエリ:
use sample-database-1

出力:
switched to db sample-database-1

クエリ:
db.col.insert({x:1})

出力:
WriteResult({ "nInserted" : 1})

特定のユーザーとしてクラスターに対して認証を行う場合は、接続文字列でデータベースを指定すること
もできます。これにより、ユーザーが admin データベースに対して認証された後で use コマンドを実行
する必要がなくなります。
次の接続文字列では、admin データベースに対してユーザーを認証しますが、接続のコンテキストは
sample-database-1 データベースになります。
mongo "mongodb://user3:abc123@sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/
sample-database-2"

一般的なコマンド
このセクションでは、Amazon DocumentDB でロールベースのアクセスコントロールを使用する一般的な
コマンドの例を示します。ユーザーとロールを作成および変更するには、admin データベースのコンテキ
ストで操作する必要があります。use admin コマンドを使用して、admin データベースに切り替えるこ
とができます。

Note
ユーザーおよびロールに対する変更は、admin データベース内で暗黙で実行されます。すべての
データベースを対象とするロール (readAnyDatabase など) を持つユーザーを作成するには、
ユーザーの作成時に admin データベース (use admin) のコンテキストで操作をしているか、
ユーザーの作成時にロールのデータベースを明示的に指定する必要があります (このセクションの
例 2 を参照)。
例 1: でユーザーを作成しますreadデータベースのロールfoo。
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db.createUser({user: "readInFooBar", pwd: "abc123", roles: [{role: "read", db: "foo"}]})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"readInFooBar",
"roles":[
{
"role":"read",
"db":"foo"
}
]

例 2: すべてのデータベースへの読み取りアクセス権を持つユーザーを作成します。
db.createUser({user: "readAllDBs", pwd: "abc123", roles: [{role: "readAnyDatabase", db:
"admin"}]})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"user":"readAllDBs",
"roles":[
{
"role":"readAnyDatabase",
"db":"admin"
}
]

例 3: グラントreadロールを新しいデータベースの既存のユーザーに割り当てます。
db.grantRolesToUser("readInFooBar", [{role: "read", db: "bar"}])

例 4: ユーザーのロールを更新します。
db.updateUser("readInFooBar", {roles: [{role: "read", db: "foo"}, {role: "read", db:
"baz"}]})

例 5: ユーザーのデータベースへのアクセスを取り消します。
db.revokeRolesFromUser("readInFooBar", [{role: "read", db: "baz"}])

例 6: 組み込みロールを説明します。
db.getRole("read", {showPrivileges:true})

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"role":"read",
"db":"sample-database-1",
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"isBuiltin":true,
"roles":[
],
"inheritedRoles":[
],
"privileges":[
{
"resource":{
"db":"sample-database-1",
"collection":""
},
"actions":[
"changeStream",
"collStats",
"dbStats",
"find",
"killCursors",
"listCollections",
"listIndexes"
]
}
],
"inheritedPrivileges":[
{
"resource":{
"db":"sample-database-1",
"collection":""
},
"actions":[
"changeStream",
"collStats",
"dbStats",
"find",
"killCursors",
"listCollections",
"listIndexes"
]
}
}

例 7: クラスターからユーザーを削除します。
db.dropUser("readInFooBar")

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
true

例 8: 特定のコレクションに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を持つロールを作成します
db.createRole(
{
role: "collectionRole",
privileges: [
{
resource: {db: "sample-database-2", collection: "col2"}, actions: ["find",
"update", "insert", "remove"]
}],
roles: []
}
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)

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"role":"collectionRole",
"privileges":[
{
"resource":{
"db":"sample-database-2",
"collection":"col2"
},
"actions":[
"find",
"update",
"insert",
"remove"
]
}
],
"roles":[
]

例 9: ユーザーを作成し、ユーザー定義ロールを割り当てる
db.createUser(
{
user: "user3",
pwd: "abc123",
roles: []
})
db.grantRolesToUser("user3",["collectionRole"])

例 10: ユーザー定義ロールに追加権限を付与する
db.grantPrivilegesToRole(
"collectionRole",
[
{
resource: { db: "sample-database-1", collection: "col1" },
actions: ["find", "update", "insert", "remove"]
}
]
)

例 11: ユーザー定義ロールから権限を削除する
db.revokePrivilegesFromRole(
"collectionRole",
[
{
resource: { db: "sample-database-1", collection: "col2" },
actions: ["find", "update", "insert", "remove"]
}
]
)

例 12: 既存のユーザー定義ロールを更新する
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db.updateRole(
"collectionRole",
{
privileges: [
{
resource: {db: "sample-database-3", collection: "sample-collection-3"}, actions:
["find", "update", "insert", "remove"]
}],
roles: []
}
)

機能的な違い
Amazon DocumentDB では、ユーザーとロールの定義が admin データベースに保存され、ユーザーは
admin データベースに対して認証されます。この機能は MongoDB Community Edition とは異なります
が、MongoDB Atlas と一貫しています。
Amazon DocumentDB は、変更ストリームもサポートしています。変更ストリームは、クラスターの
コレクション内で発生する変更イベントの時系列シーケンスを提供します。listChangeStreams
アクションは、クラスターレベル (つまり、すべてのデータベースを対象に) 適用されま
す。modifyChangeStreams アクションは、データベースレベルで適用されます。

制限
次のテーブルは Amazon DocumentDB におけるロールベースアクセスコントロールの制限を含む
説明

制限

クラスターあたりのユーザー数

1000

ユーザーに関連付けられているロールの数

1000

ユーザー定義ロールの数

100

権限に関連付けられているリソースの数

100

ロールベースのアクセスコントロールを使用したデー
タベースへのアクセス制限
ロールベースのアクセスコントロールでは、ユーザーを作成して 1 つ以上のロールを付与し、ユーザーが
データベースやクラスターで実行できるオペレーションを指定できます。
Amazon DocumentDB で現在サポートされている組み込みロールは次のとおりです。

Note
Amazon DocumentDB 4.0では、それぞれ ListCollection および ListDatabase コマ
ンドでは、オプションで authorizedCollections および authorizedDatabases パ
ラメータを使用して、ユーザーが権限を持っているコレクションとデータベースを一覧表示
し、listCollections および listDatabase ロールを要求するアクセスをします。また、
ユーザーは KillCursor ロールを要求すねことなく、自分のカーソルを強制終了できるようにな
りました。
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ロールのタイプ

ロール名

説明

アクション

データベースユー
ザー

read

指定したデータ
ベースへの読み
取りアクセス権を
ユーザーに付与し
ます。

changeStreams
collStats
dbStats
find
killCursors
listIndexes
listCollections

指定したデータ
ベースへの読み取
りおよび書き込み
アクセス権をユー
ザーに付与しま
す。

readWrite

read アクセス許
可のすべてのアク
ション。
createCollection
dropCollection
createIndex
dropIndex
insert
killCursors
listIndexes
listCollections
remove
update

クラスターユー
ザー

readAnyDatabase

readWriteAnyDatabase

userAdminAnyDatabase
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クラスター内のす
べてのデータベー
スへの読み取り
アクセス権をユー
ザーに付与しま
す。

read アクセス許
可のすべてのアク
ション。

クラスター内のす
べてのデータベー
スへの読取りおよ
び書込みアクセス
権をユーザーに付
与します。

readWrite アク
セス許可のすべて
のアクション。

指定したデータ
ベースに対する
ユーザーのロー
ルや特権を割り当

changeCustomData

listChangeStreams
listDatabases

listChangeStreams
listDatabases

changePassword
createUser
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ロールのタイプ

ロール名

説明

アクション

てたり変更したり
できる権限をユー
ザーに付与しま
す。

dropRole
dropUser
grantRole
listDatabases
revokeRole
viewRole
viewUser

dbAdminAnyDatabase

指定したデータ
ベースに対して
データベース管理
ロールを実行する
権限をユーザーに
付与します。

dbAdmin アクセス
許可のすべてのア
クション。
dropCollection
listDatabases
listChangeStreams
modifyChangeStreams

スーパーユーザー

root

すべてのロール
readWriteAnyDatabase、dbAd
(readWriteAnyDatabase、dbAdminAnyDatabase、
および backup の
のリソースとオ
すべてのアクショ
ペレーションに対
ン。
するアクセス権を
ユーザーに付与し
ます。

データベース管理

dbAdmin

指定したデータ
ベースに対して管
理タスクを実行す
る権限をユーザー
に付与します。

collMod
collStats
createCollection
createIndex
dropCollection
dropDatabase
dropIndex
dbStats
find
killCursors
listIndexes
listCollections
modifyChangeStreams
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ロールのタイプ

クラスター管理

ロール名

説明

アクション

dbOwner

dbAdmin ロールと
readWrite ロー
ルを組み合わせ
て、指定したデー
タベースに対する
管理タスクを実行
する権限をユー
ザーに付与しま
す。

dbAdmin と
readWrite のす
べてのアクショ
ン。

clusterAdmin

clusterManager、clusterMonitor、
clusterManager、clusterMon
および
および
hostManager の
hostManager の
各ロールを組み合
すべてのアクショ
わせで、最大のク
ン。
ラスター管理アク
listChangeStreams
セス権をユーザー
に付与します。
dropDatabase
modifyChangeStreams
指定したクラス
ターに対して管理
とモニタリングの
アクションを実行
する権限をユー
ザーに付与しま
す。

clusterManager
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ロールのタイプ

ロール名

説明

アクション

clusterMonitor

モニタリングツー
ルへの読み取り
専用アクセス権を
ユーザーに付与し
ます。

collStats
dbStats
find
getParameter
hostInfo
indexStats
killCursors
listChangeStreams
listCollections
listDatabases
listIndexes
listSessions
replSetGetConfig
serverStatus
top

サーバーをモニタ
リングおよび管
理する権限をユー
ザーに付与しま
す。

hostManager

killCursors
killAnyCursor
killAnySession
killop

バックアップ管理

データのバック
アップに必要な
アクセス権をユー
ザーに付与しま
す。

backup

getParameter
insert
find
listChangeStreams
listCollections
listDatabases
listIndexes
update
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ロールのタイプ

ロール名

説明

アクション

restore

データの復元に必
要なアクセス権を
ユーザーに付与し
ます。

changeCustomData
changePassword
collMod
createCollection
createIndex
createUser
dropCollection
dropRole
dropUser
getParameter
grantRole
find
insert
listCollections
modifyChangeStreams
revokeRole
remove
viewRole
viewUser
update

Amazon DocumentDB でのロギングとモニタリン
グ
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) には、さまざまな Amazon CloudWatch メトリクスが用意され
ており、Amazon DocumentDB クラスターとインスタンスの状態とパフォーマンスをモニタリングし
て判断することができます。Amazon DocumentDB メトリクスは、Amazon DocumentDB コンソール
など、さまざまなツールを使用して表示できます。AWS CLIは、Amazon CloudWatch コンソール、お
よび CloudWatch API です。モニタリングの詳細については、「Amazon DocumentDB のモニタリン
グ (p. 413)」を参照してください。
Amazon CloudWatch メトリクスに加えて、プロファイラーを使用して、クラスターで実行されたオペ
レーションの実行時間と詳細を記録できます。プロファイラーは、クラスターで最も遅いオペレーション
をモニタリングし、個々のクエリパフォーマンスとクラスター全体のパフォーマンスを向上させるのに役
立ちます。有効にすると、オペレーションが Amazon CloudWatch Logs に記録され、CloudWatch Insight
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を使用して Amazon DocumentDB プロファイリングデータを分析、モニタリング、アーカイブできます。
詳細については、「Amazon DocumentDB オペレーションのプロファイリング (p. 439)」を参照してく
ださい。
Amazon DocumentDB はとも統合されますAWSCloudTrail。IAM ユーザー、IAM ロール、または
AWSAmazon DocumentDB 内のサービス (MongoDB 互換)。CloudTrail がすべてをキャプチャするAWS
CLIAmazon DocumentDB からの呼び出しを含む、Amazon DocumentDB をイベントとしての API コール
します。AWS Management ConsoleAmazon DocumentDB SDK へのコード呼び出しから。詳細について
は、「を使用した Amazon DocumentDB API コールのログ作成AWS CloudTrail (p. 438)」を参照してく
ださい。
Amazon DocumentDB を使用すると、クラスターで実行されたイベントを監査できます。ログに記録され
るイベントの例としては、認証の成功と失敗、データベース内のコレクションの削除、インデックスの作
成などがあります。Amazon DocumentDB ではデフォルトで監査が無効になっているため、この機能を選
択する必要があります。詳細については、Amazon DocumentDB イベントの監査 (p. 209)を参照してく
ださい。

Amazon DocumentDB TLS 証明書の更新
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) クラスターの認証局 (CA) 証明書は、で更新されました。2020
年 3 月 5 日。Transport Layer Security (TLS) が有効 (デフォルト設定) になっている Amazon DocumentDB
クラスターを使用しており、クライアントアプリケーション証明書とサーバー証明書を更新していない場
合は、アプリケーションと Amazon DocumentDB クラスターとの接続問題を軽減するために次の手順を実
行する必要があります。
• ステップ 1: 新しい CA 証明書をダウンロードしてアプリケーションを更新する (p. 190)
• ステップ 2: サーバー証明書の更新 (p. 191)
CA 証明書とサーバー証明書は、Amazon DocumentDB の標準的なメンテナンスおよびセキュリティのベ
ストプラクティスの一環として更新されています。以前の CA 証明書は、2020 年 3 月 5 日に失効しまし
た。クライアントアプリケーションは、新しい CA 証明書をトラストストアに追加する必要があり、この
有効期限より前に新しい CA 証明書を使用するために既存の Amazon DocumentDB インスタンスを更新す
る必要があります。

アプリケーションとAmazon DocumentDB クラスター
の更新
このセクションの手順に従って、アプリケーションの CA 証明書バンドル (ステップ 1) とクラスターの
サーバー証明書 (ステップ 2) を更新します。本番環境に変更を適用する前に、開発環境またはステージン
グ環境でこれらの手順をテストすることを強くお勧めします。

Note
それぞれでステップ 1 および 2 を完了する必要があります。AWS リージョンここでは、Amazon
DocumentDB クラスターがあります。

ステップ 1: 新しい CA 証明書をダウンロードしてアプリケー
ションを更新する
新しい CA 証明書をダウンロードし、新しい CA 証明書を使用して Amazon DocumentDB への TLS 接
続を作成するようにアプリケーションを更新します。https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-
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combined-ca-bundle.pem から新しい CA 証明書バンドルをダウンロードします。このオペレーションによ
り、rds-combined-ca-bundle.pem という名前のファイルがダウンロードされます。

Note
古い CA 証明書 (rds-ca-2015-root.pem) と新しい CA 証明書 (rds-ca-2019-root.pem) の
両方を含むキーストアにアクセスしている場合は、キーストアが CA-2019 を選択していること
を確認します。
wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem

次に、新しい証明書バンドルを使用するようにアプリケーションを更新します。新しい CA バンドルに
は、古い CA 証明書と新しい CA 証明書の両方が含まれます (rds-ca-2019-root.pem). 新しい CA バン
ドルに両方の CA 証明書を使用すると、2 つの手順でアプリケーションとクラスターを更新できます。
2019 年 9 月 1 日以降に CA 証明書バンドルをダウンロードする場合は、新しい CA 証明書バンドルを使
用する必要があります。アプリケーションで最新の CA 証明書バンドルを使用していることを確認するに
は、「最新の CA バンドルを使用していることを確認するにはどうすればよいですか? (p. 196)」を参照
してください。アプリケーションで最新の CA 証明書バンドルをすでに使用している場合は、ステップ 2
に進むことができます。
アプリケーションで CA バンドルを使用する例については、「転送中のデータの暗号化 (p. 149)」および
「TLS が有効な場合の接続 (p. 486)」を参照してください。

Note
現在、MongoDB Go ドライバー 1.2.1 は、sslcertificateauthorityfile で 1 つの CA サー
バー証明書しか受け入れません。TLS が有効な場合は、Go を使用して Amazon DocumentDB に
接続する方法について「TLS が有効な場合の接続 (p. 486)」を参照してください。

ステップ 2: サーバー証明書の更新
新しい CA バンドルを使用するようにアプリケーションを更新したら、次の手順として Amazon
DocumentDB クラスター内の各インスタンスを変更してサーバー証明書を更新します。新しいサーバー証
明書を使用するようにインスタンスを変更するには、次の手順を参照してください。

Note
インスタンスを更新するには再起動が必要であり、そのためにサービスが中断される場合があり
ます。サーバー証明書を更新する前に、ステップ 1 を完了しておく必要があります。

AWS Management Console の使用
既存の Amazon DocumentDB インスタンスの古いサーバー証明書を特定して更新するには、以下のステッ
プを実行して、AWS Management Console。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソールを
開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンクラスターが常駐しています。

3.

ああ
コンソールの左側のナビゲーションペインで、クラスター。

4.

古いサーバー証明書に残っているインスタンスを特定する必要がある場合があります (rdsca-2015). これは、で行えます。認証機関デフォルトでは、非表示になっている列。[証明機関] 列を
表示するには、次の手順を実行します。
a.

[Settings (設定)] アイコンを選択します。
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b.

表示されている列の一覧で、[証明機関] 列を選択します。

c.

[確定] を選択し、変更を保存します。

5.

[クラスタ] ナビゲーションボックスに戻ると、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンス
は、以下のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

6.

目的のインスタンスの左側にあるボックスをオンにします。

7.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

8.

[証明機関] で、このインスタンスの新しいサーバー証明書 (rds-ca-2019) を選択します。

9.

次のページで変更の概要を確認できます。接続の中断を避けるためにインスタンスを変更する前に、
アプリケーションが最新の証明書 CA バンドルを使用していることを確認するよう通知する、追加の
アラートがあることに注意してください。

10. 次のメンテナンス期間中に変更を適用するか、すぐに適用するかを選択できます。サーバー証明書を
すぐに変更する場合は、[すぐに適用] オプションを使用します。
11. [インスタンスの変更] を選択して、更新を完了します。

AWS CLI の使用
既存の Amazon DocumentDB インスタンスの古いサーバー証明書を特定して更新するには、以下のステッ
プを実行して、AWS CLI。
1.

インスタンスをすぐに変更するには、クラスターの各インスタンスに対して次のコマンドを実行しま
す。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-2019 --apply-immediately
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2.

クラスターの次回のメンテナンスウィンドウで新しい CA 証明書を使用するようにクラスター内のイ
ンスタンスを変更するには、クラスター内のインスタンスごとに次のコマンドを実行します。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-2019 --no-apply-immediately

トラブルシューティング
証明書の更新の一環としてクラスターへの接続に問題がある場合は、次の操作をお勧めします。
• インスタンスを再起動します。新しい証明書に更新するには、各インスタンスを再起動する必要があり
ます。新しい証明書を 1 つ以上のインスタンスに適用しても再起動していない場合は、インスタンスを
再起動して新しい証明書を適用します。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスを再起
動する (p. 339)」を参照してください。
• クライアントが最新の証明書バンドルを使用していることを確認します。「最新の CA バンドルを使用
していることを確認するにはどうすればよいですか? (p. 196)」を参照してください。
• インスタンスが最新の証明書を使用していることを確認します。「新しい Amazon DocumentDB イ
ンスタンスで古い/新しいサーバー証明書を使用しているかどうかを知るにはどうすればよいです
か? (p. 194)」を参照してください。
• 最新の証明書 CA がアプリケーションで使用されていることを確認します。Java や Go などの一部のド
ライバーは、複数の証明書を証明書バンドルから信頼ストアにインポートするために、追加のコードを
必要とします。TLS を使用した Amazon DocumentDB への接続の詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon DocumentDB にプログラムによる接続 (p. 484)。
• サポートにお問い合わせください。ご質問や問題がある場合は、AWS Support。

よくある質問
次に、TLS 証明書に関していくつかのよくある質問に対する回答を示します。

質問や問題がある場合はどうしたらいいですか?
ご質問や問題がある場合は、AWS Support。

TLS を使用して Amazon DocumentDB クラスターに接続してい
るかどうかを知るにはどうすればよいですか?
クラスターが TLS を使用しているかどうかを判断するには、クラスターのクラスターパラメータグルー
プの tls パラメータを調べます。tls パラメータが enabled に設定されている場合は、TLS 証明書を使
用してクラスターに接続しています。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグ
ループの管理 (p. 366)」を参照してください。

CA 証明書とサーバー証明書を更新する理由
Amazon DocumentDB CA とサーバー証明書は、Amazon DocumentDB の標準的なメンテナンスおよびセ
キュリティのベストプラクティスの一環として更新されています。現在の CA 証明書とサーバー証明書は
2020 年 3 月 5 日 (木) に失効しています。
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有効期限までに何らかの措置を講じなかった場合はどうなります
か?
TLS を使用して Amazon DocumentDB クラスターに接続していて、で変更を行わない場合2020 年 3 月 5
日では、TLS 経由で接続するアプリケーションは、Amazon DocumentDB クラスターと通信できなくなり
ます。
Amazon DocumentDB は、有効期限が切れる前にデータベース証明書を自動的に更新しません。有効期限
の前または後に新しい CA 証明書を使用するには、アプリケーションとクラスターを更新する必要があり
ます。

新しい Amazon DocumentDB インスタンスで古い/新しいサー
バー証明書を使用しているかどうかを知るにはどうすればよいで
すか?
まだ古いサーバー証明書を使用している Amazon DocumentDB インスタンスを識別するには、Amazon
DocumentDB のいずれかを使用できます。AWS Management Consoleまたは、AWS CLI。

AWS Management Console の使用
古い証明書を使用しているクラスター内のインスタンスを特定するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソールを
開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンインスタンスの存在先です。

3.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

[証明機関] 列 (デフォルトでは非表示) には、古いサーバー証明書（rds-ca-2015）および新しい
サーバー証明書（rds-ca-2019）に残っているインスタンスが表示されます。[証明機関] 列を表示す
るには、次の手順を実行します。
a.

[Settings (設定)] アイコンを選択します。

b.

表示されている列の一覧で、[証明機関] 列を選択します。

c.

[確定] を選択し、変更を保存します。

AWS CLI の使用
古いサーバー証明書を使用しているクラスター内のインスタンスを特定するには、以下を指定して
describe-db-clusters コマンドを使用します。
aws docdb describe-db-instances \
--filters Name=engine,Values=docdb \
--query 'DBInstances[*].
{CertificateVersion:CACertificateIdentifier,InstanceID:DBInstanceIdentifier}'

Amazon DocumentDB クラスター内の個々のインスタンスを変更
してサーバー証明書を更新するにはどうすればよいですか。
特定のクラスター内のすべてのインスタンスのサーバー証明書を同時に更新することをお勧めします。ク
ラスター内のインスタンスを変更するには、コンソールまたは AWS CLI を使用できます。
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Note
インスタンスを更新するには再起動が必要であり、そのためにサービスが中断される場合があり
ます。サーバー証明書を更新する前に、ステップ 1 を完了しておく必要があります。

AWS Management Console の使用
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソールを
開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンクラスターが常駐しています。

3.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

[証明機関] 列 (デフォルトでは非表示) に、古いサーバー証明書に残っているインスタンスが表示され
ます (rds-ca-2015)。[証明機関] 列を表示するには、次の手順を実行します。
a.

[Settings (設定)] アイコンを選択します。

b.

表示されている列の一覧で、[証明機関] 列を選択します。

c.

[確定] を選択し、変更を保存します。

5.

変更するインスタンスを選択します。

6.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

7.

[証明機関] で、このインスタンスの新しいサーバー証明書 (rds-ca-2019) を選択します。

8.

次のページで変更の概要を確認できます。接続の中断を避けるためにインスタンスを変更する前に、
アプリケーションが最新の証明書 CA バンドルを使用していることを確認するよう通知する、追加の
アラートがあることに注意してください。

9.

次のメンテナンス期間中に変更を適用するか、すぐに適用するかを選択できます。

10. [インスタンスの変更] を選択して、更新を完了します。

AWS CLI の使用
既存の Amazon DocumentDB インスタンスの古いサーバー証明書を特定して更新するには、以下のステッ
プを実行して、AWS CLI。
1.

インスタンスをすぐに変更するには、クラスターの各インスタンスに対して次のコマンドを実行しま
す。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-2019 --apply-immediately

2.

クラスターの次回のメンテナンスウィンドウで新しい CA 証明書を使用するようにクラスター内のイ
ンスタンスを変更するには、クラスター内のインスタンスごとに次のコマンドを実行します。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-2019 --no-apply-immediately

既存のクラスターに新しいインスタンスを追加するとどうなりま
すか?
作成される新しいインスタンスはすべて古いサーバー証明書を使用し、古い CA 証明書を使用する TLS 接
続が必要です。2020 年 1 月 14 日以降に作成された新しい Amazon DocumentDB インスタンスでは、デ
フォルトで新しい証明書が使用されます。
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クラスターにインスタンスの置き換えまたはフェイルオーバーが
ある場合はどうなりますか?
クラスターにインスタンスの置き換えがある場合、作成される新しいインスタンスは、そのインスタンス
が以前使用していたものと同じサーバー証明書を引き続き使用します。すべてのインスタンスのサーバー
証明書を同時に更新することをお勧めします。クラスターでフェイルオーバーが発生した場合、新しいプ
ライマリのサーバー証明書が使用されます。

クラスターへの接続に TLS を使用していない場合でも、各イン
スタンスを更新する必要がありますか?
Amazon DocumentDB クラスターへの接続に TLS を使用していない場合、操作は必要ありません。

現在、クラスターへの接続に TLS を使用していませんが、将来
的に計画している場合、どうすればよいですか。
2019 年 11 月 1 日より前にクラスターを作成した場合は、ステップ 1そしてステップ 2前のセクションで
は、アプリケーションが更新された CA バンドルを使用し、各 Amazon DocumentDB インスタンスが最
新のサーバー証明書を使用していることを確認します。2020 年 1 月 14 日以降にクラスターを作成した場
合、クラスターにはすでに最新のサーバー証明書があります。アプリケーションで最新の CA バンドルを
使用していることを確認するには、「クラスターへの接続に TLS を使用していない場合でも、各インスタ
ンスを更新する必要がありますか? (p. 196)」を参照してください。

2020 年 3 月 5 日以降に締め切りを延長することはできますか?
アプリケーションが TLS 経由で接続している場合、2020 年 3 月 5 日以降に締め切りを延長することはで
きません。

最新の CA バンドルを使用していることを確認するにはどうすれ
ばよいですか?
互換性の理由から、古い CA バンドルファイルと新しい CA バンドルファイルの両方に rds-combinedca-bundle.pem という名前が付けられます。CA バンドルのサイズとハッシュの両方を使用して、CA バ
ンドルが最新かどうかを判断できます。また、openssl や keytool などのツールを使用して CA バンド
ルを検査することもできます。古い CA バンドルファイルのサイズは 26016 バイトで、SHA1 ハッシュは
4cd5ba9e145006b17c400d5c778e1965b50172aa です。
最新のバンドルがあることを確認するには、次のコマンドを使用します。

macOS
コマンド:
ls -l rds-combined-ca-bundle.pem

出力:
-rw-r--r-- 1 user users 65484 Sep 25 14:49 rds-combined-ca-bundle.pem

コマンド:
shasum rds-combined-ca-bundle.pem
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出力:
e12be0c71b499540ac6fe0c36a5050231616c9c4 rds-combined-ca-bundle.pem

Amazon Linux
コマンド:
ls -l rds-combined-ca-bundle.pem

出力:
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 65484 Sep 25 20:52 rds-combined-ca-bundle.pem

コマンド:
sha1sum rds-combined-ca-bundle.pem

出力:
e12be0c71b499540ac6fe0c36a5050231616c9c4 rds-combined-ca-bundle.pem

Windows
コマンド:
dir rds-combined-ca-bundle.pem

出力:
09/25/2019 02:53 PM

65,484 rds-combined-ca-bundle.pem

コマンド:
certutil -hashfile rds-combined-ca-bundle.pem

出力:
SHA1 hash of rds-combined-ca-bundle.pem:
e12be0c71b499540ac6fe0c36a5050231616c9c4

CA バンドルの名前に「RDS」が表示されるのはなぜですか?
証明書の管理などの特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS) と共有の運用テクノロジーを使用します。

新しい証明書の有効期限はいつですか?
新しいサーバー証明書の有効期限は、2024 年 8 月 22 日 (GMT) に切れます。
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新しいサーバー証明書を適用した場合、古いサーバー証明書に戻
すことはできますか。
インスタンスを古いサーバー証明書に戻す必要がある場合は、クラスターのすべてのインスタンスに対し
てこの操作を実行することをお勧めします。AWS Management Console または AWS CLI を使用して、ク
ラスターの各インスタンスのサーバー証明書を元に戻すことができます。

AWS Management Console の使用
1.
2.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソールを
開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンクラスターが常駐しています。

3.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

変更するインスタンスを選択します。[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

5.

[証明機関] で、古いサーバー証明書を選択します (rds-ca-2015)。

6.

[Continue (続行)] を選択して、変更の概要を表示します。

7.

この結果ページでは、変更を次のメンテナンスウィンドウで適用するようにスケジュールするか、変
更をすぐに適用するかを選択できます。選択を行い、[Modify instance (インスタンスの変更)] を選択
します。

Note
変更の即時適用を選択した場合、保留中の変更キューにあるすべての変更も同様に適用され
ます。ダウンタイムを必要とする保留中の変更がある場合、このオプションを選択すると予
想外のダウンタイムが発生することがあります。

AWS CLI の使用
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <db_instance_name> ca-certificateidentifier rds-ca-2015 <--apply-immediately | --no-apply-immediately>

--no-apply-immediately を選択した場合、変更はクラスターの次のメンテナンス期間中に適用されま
す。

スナップショットまたはポイントインタイム復元から復元した場
合、新しいサーバー証明書が含まれていますか?
2020 年 1 月 14 日以降にスナップショットを復元するか、ポイントインタイム復元を実行すると、作成さ
れる新しいクラスターでは新しい CA 証明書が使用されます。

Mac OS X Catalina から Amazon DocumentDB クラスターに直
接接続する際に問題が発生した場合はどうすればいいですか?
Mac OS X Catalina は、信頼できる証明書の要件を更新しています。信頼された証明書の有効期間は
825 日以下である必要があります（を参照）。https://support.apple.com/en-us/HT210176). Amazon
DocumentDB インスタンス証明書の有効期間は 4 年以上であり、Mac OS X の上限を超えています。Mac
OS X Catalina を実行しているコンピューターから Amazon DocumentDB クラスターに直接接続するに
は、TLS 接続の作成時に無効な証明書を許可する必要があります。この場合、無効な証明書とは、有効期
間が 825 日より長いものを意味します。Amazon DocumentDB クラスターに接続する場合、無効な証明書
を許可する前に、そのリスクを理解する必要があります。
OS X Catalina から Amazon DocumentDB クラスターに接続するにはAWS CLI
で、tlsAllowInvalidCertificatesパラメータ。

198

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
証明書の更新 — GovCloud (米国西部)

mongo --tls --host <hostname> --username <username> --password <password> --port 27017 -tlsAllowInvalidCertificates

Amazon DocumentDB TLS 証明書の更新 —
GovCloud (米国西部)
Note
この情報は、GovCloud (米国西部) リージョンのユーザーにのみ適用されます。
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) クラスターの証明機関 (CA) 証明書は、で更新されま
す。2022 年 5 月 18 日。Transport Layer Security (TLS) が有効 (デフォルト設定) になっているAmazon
DocumentDB クラスターを使用しており、クライアントアプリケーション証明書とサーバー証明書を更新
していない場合は、アプリケーション証明書とサーバー証明書を更新していない場合は、アプリケーショ
ン証明書と Amazon DocumentDB クラスターとの接続問題を軽減するために次の手順を実行する必要があ
ります。
• ステップ 1: 新しい CA 証明書をダウンロードしてアプリケーションを更新する (p. 199)
• ステップ 2: サーバー証明書の更新 (p. 200)
CA 証明書とサーバー証明書は、Amazon DocumentDB の標準的なメンテナンスおよびセキュリティのベ
ストプラクティスの一環として更新されています。前の CA 証明書は 2022 年 5 月 18 日に期限切れになり
ます。クライアントアプリケーションは、新しい CA 証明書をトラストストアに追加する必要があり、こ
の有効期限より前に新しい CA 証明書を使用するために既存の Amazon DocumentDB インスタンスを更新
する必要があります。

アプリケーションとAmazon DocumentDB クラスター
の更新
このセクションの手順に従って、アプリケーションの CA 証明書バンドル (ステップ 1) とクラスターの
サーバー証明書 (ステップ 2) を更新します。本番環境に変更を適用する前に、開発環境またはステージン
グ環境でこれらの手順をテストすることを強くお勧めします。

Note
それぞれでステップ 1 と 2 を完了する必要があります。AWS リージョンここでは、Amazon
DocumentDB クラスターがあります。

ステップ 1: 新しい CA 証明書をダウンロードしてアプリケー
ションを更新する
新しい CA 証明書をダウンロードし、新しい CA 証明書を使用して Amazon DocumentDB へ
の TLS 接続を作成するようにアプリケーションを更新します。https://truststore.pki.us-govwest-1.rds.amazonaws.com/us-gov-west-1/us-gov-west-1-bundle.pem から新しい CA 証明書バンドルをダ
ウンロードします。このオペレーションにより、us-gov-west-1-bundle.pem という名前のファイル
がダウンロードされます。

Note
古い CA 証明書 (rds-ca-2017-root.pem) と新しい CA 証明書 (rds-ca-rsa4096-g1.pem)
の両方を含むキーストアにアクセスしている場合は、キーストアが CA-RSA4096-G1 を選択して
いることを確認します。
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次に、新しい証明書バンドルを使用するようにアプリケーションを更新します。新しい CA バンドルに
は、古い CA 証明書と新しい CA 証明書の両方が含まれます (rds-ca-rsa4096-g1.pem). 新しい CA バ
ンドルに両方の CA 証明書を使用すると、2 つの手順でアプリケーションとクラスターを更新できます。
2021 年 12 月 21 日以降に CA 証明書バンドルをダウンロードする場合は、新しい CA 証明書バンドルを
使用する必要があります。アプリケーションで最新の CA 証明書バンドルを使用していることを確認する
には、「最新の CA バンドルを使用していることを確認するにはどうすればよいですか? (p. 205)」を参
照してください。アプリケーションで最新の CA 証明書バンドルをすでに使用している場合は、ステップ
2 に進むことができます。
アプリケーションで CA バンドルを使用する例については、「転送中のデータの暗号化 (p. 149)」および
「TLS が有効な場合の接続 (p. 486)」を参照してください。

Note
現在、MongoDB Go ドライバー 1.2.1 は、sslcertificateauthorityfile で 1 つの CA サー
バー証明書しか受け入れません。TLS が有効な場合は、Go を使用して Amazon DocumentDB に
接続する方法について「TLS が有効な場合の接続 (p. 486)」を参照してください。

ステップ 2: サーバー証明書の更新
新しい CA バンドルを使用するようにアプリケーションを更新したら、次の手順として Amazon
DocumentDB クラスター内の各インスタンスを変更してサーバー証明書を更新します。新しいサーバー証
明書を使用するようにインスタンスを変更するには、次の手順を参照してください。

Note
インスタンスを更新するには再起動が必要であり、そのためにサービスが中断される場合があり
ます。サーバー証明書を更新する前に、ステップ 1 を完了しておく必要があります。

AWS Management Console の使用
で次の手順を実行し、既存の Amazon DocumentDB インスタンスの古いサーバー証明書を特定して更新し
ます。AWS Management Console。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンクラスターが常駐しています。

3.

ああ
コンソールの左側のナビゲーションペインで、クラスター。

4.

古いサーバー証明書に残っているインスタンスを特定する必要がある場合があります (rdsca-2017). これは、認証機関デフォルトでは非表示になっている列。[証明機関] 列を表示するには、
次の手順を実行します。
a.

[Settings (設定)] アイコンを選択します。
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b.

表示されている列の一覧で、[証明機関] 列を選択します。

c.

[確定] を選択し、変更を保存します。

5.

[クラスタ] ナビゲーションボックスに戻ると、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンス
は、以下のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

6.

目的のインスタンスの左側にあるチェックボックスをオンにします。

7.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

8.

[証明機関] で、このインスタンスの新しいサーバー証明書 (rds-ca-rsa4096-g1) を選択します。

9.

次のページで変更の概要を確認できます。接続の中断を避けるためにインスタンスを変更する前に、
アプリケーションが最新の証明書 CA バンドルを使用していることを確認するよう通知する、追加の
アラートがあることに注意してください。

10. 次のメンテナンス期間中に変更を適用するか、すぐに適用するかを選択できます。サーバー証明書を
すぐに変更する場合は、[すぐに適用] オプションを使用します。
11. [インスタンスの変更] を選択して、更新を完了します。

AWS CLI の使用
で次の手順を実行し、既存の Amazon DocumentDB インスタンスの古いサーバー証明書を特定して更新し
ます。AWS CLI。
1.

インスタンスをすぐに変更するには、クラスターの各インスタンスに対して次のコマンドを実行しま
す。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --apply-immediately
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2.

クラスターの次回のメンテナンスウィンドウで新しい CA 証明書を使用するようにクラスター内のイ
ンスタンスを変更するには、クラスター内のインスタンスごとに次のコマンドを実行します。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --no-apply-immediately

トラブルシューティング
証明書の更新の一環としてクラスターへの接続に問題がある場合は、次の操作をお勧めします。
• インスタンスを再起動します。新しい証明書に更新するには、各インスタンスを再起動する必要があり
ます。新しい証明書を 1 つ以上のインスタンスに適用しても再起動していない場合は、インスタンスを
再起動して新しい証明書を適用します。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスを再起
動する (p. 339)」を参照してください。
• クライアントが最新の証明書バンドルを使用していることを確認します。「最新の CA バンドルを使用
していることを確認するにはどうすればよいですか? (p. 205)」を参照してください。
• インスタンスが最新の証明書を使用していることを確認します。「古い /新しいサーバー証明書を使用し
ている Amazon DocumentDB インスタンスが確認する方法を教えてください。 (p. 203)」を参照して
ください。
• 最新の証明書 CA がアプリケーションで使用されていることを確認します。Java や Go などの一部のド
ライバーは、複数の証明書を証明書バンドルから信頼ストアにインポートするために、追加のコードを
必要とします。TLS を使用した Amazon DocumentDB への接続の詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon DocumentDB にプログラムによる接続 (p. 484)。
• サポートにお問い合わせください。ご質問や問題がある場合は、AWS Support。

よくある質問
次に、TLS 証明書に関していくつかのよくある質問に対する回答を示します。

質問や問題がある場合はどうしたらいいですか?
ご質問や問題がある場合は、AWS Support。

TLS を使用して Amazon DocumentDB クラスターに接続してい
るかどうかを知るにはどうすればよいですか?
クラスターが TLS を使用しているかどうかを判断するには、クラスターのクラスターパラメータグルー
プの tls パラメータを調べます。tls パラメータが enabled に設定されている場合は、TLS 証明書を使
用してクラスターに接続しています。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグ
ループの管理 (p. 366)」を参照してください。

CA 証明書とサーバー証明書を更新する理由
Amazon DocumentDB CA 証明書とサーバー証明書は、Amazon DocumentDB の標準的なメンテナンスお
よびセキュリティのベストプラクティスの一環として更新されました。現在の CA 証明書とサーバー証明
書は 2022 年 5 月 18 日 (水) に失効します。
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有効期限までに何らかの措置を講じなかった場合はどうなります
か?
TLS を使用してAmazon DocumentDB クラスターに接続していて、2022 年 5 月 18 日までに変更を行わな
い場合、TLS 経由で接続するアプリケーションは Amazon DocumentDB クラスターと通信できなくなりま
す。
Amazon DocumentDB は、有効期限が切れる前にデータベース証明書を自動的に更新しません。有効期限
の前または後に新しい CA 証明書を使用するには、アプリケーションとクラスターを更新する必要があり
ます。

古い /新しいサーバー証明書を使用している Amazon
DocumentDB インスタンスが確認する方法を教えてください。
まだ古いサーバー証明書を使用する Amazon DocumentDB インスタンスを識別するには、Amazon
DocumentDB のいずれかを使用できます。AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。

AWS Management Console の使用
古い証明書を使用しているクラスター内のインスタンスを特定するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.
3.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンインスタンスの存在先です。
コンソールの左側のナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

[証明機関] 列 (デフォルトでは非表示) には、古いサーバー証明書（rds-ca-2017）および新しい
サーバー証明書（rds-ca-rsa4096-g1）に残っているインスタンスが表示されます。[証明機関] 列
を表示するには、次の手順を実行します。
a.
b.

[Settings (設定)] アイコンを選択します。
表示されている列の一覧で、[証明機関] 列を選択します。

c.

[確定] を選択し、変更を保存します。

AWS CLI の使用
古いサーバー証明書を使用しているクラスター内のインスタンスを特定するには、以下を指定して
describe-db-clusters コマンドを使用します。
aws docdb describe-db-instances \
--filters Name=engine,Values=docdb \
--query 'DBInstances[*].
{CertificateVersion:CACertificateIdentifier,InstanceID:DBInstanceIdentifier}'

Amazon DocumentDB クラスター内の個々のインスタンスを変更
してサーバー証明書を更新するにはどうすればよいですか。
特定のクラスター内のすべてのインスタンスのサーバー証明書を同時に更新することをお勧めします。ク
ラスター内のインスタンスを変更するには、コンソールまたは AWS CLI を使用できます。

Note
インスタンスを更新するには再起動が必要であり、そのためにサービスが中断される場合があり
ます。サーバー証明書を更新する前に、ステップ 1 を完了しておく必要があります。
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AWS Management Console の使用
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンクラスターが常駐しています。

3.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

[証明機関] 列 (デフォルトでは非表示) に、古いサーバー証明書に残っているインスタンスが表示され
ます (rds-ca-2017)。[証明機関] 列を表示するには、次の手順を実行します。
a.

[Settings (設定)] アイコンを選択します。

b.

表示されている列の一覧で、[証明機関] 列を選択します。

c.

[確定] を選択し、変更を保存します。

5.

変更するインスタンスを選択します。

6.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

7.

[]認証機関で、新しいサーバー証明書を選択します (rds-ca-rsa4096-g1) の場合。

8.

次のページで変更の概要を確認できます。接続の中断を避けるためにインスタンスを変更する前に、
アプリケーションが最新の証明書 CA バンドルを使用していることを確認するよう通知する、追加の
アラートがあることに注意してください。

9.

次のメンテナンス期間中に変更を適用するか、すぐに適用するかを選択できます。

10. [インスタンスの変更] を選択して、更新を完了します。

AWS CLI の使用
で次の手順を実行し、既存の Amazon DocumentDB インスタンスの古いサーバー証明書を特定して更新し
ます。AWS CLI。
1.

インスタンスをすぐに変更するには、クラスターの各インスタンスに対して次のコマンドを実行しま
す。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --apply-immediately

2.

クラスターの次回のメンテナンスウィンドウで新しい CA 証明書を使用するようにクラスター内のイ
ンスタンスを変更するには、クラスター内のインスタンスごとに次のコマンドを実行します。
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --cacertificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --no-apply-immediately

既存のクラスターに新しいインスタンスを追加するとどうなりま
すか?
作成される新しいインスタンスはすべて古いサーバー証明書を使用し、古い CA 証明書を使用する TLS 接
続が必要です。2022 年 3 月 21 日以降に作成された新しい Amazon DocumentDB インスタンスでは、デ
フォルトで新しい証明書が使用されます。

クラスターにインスタンスの置き換えまたはフェイルオーバーが
ある場合はどうなりますか?
クラスターにインスタンスの置き換えがある場合、作成される新しいインスタンスは、そのインスタンス
が以前使用していたものと同じサーバー証明書を引き続き使用します。すべてのインスタンスのサーバー
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証明書を同時に更新することをお勧めします。クラスターでフェイルオーバーが発生した場合、新しいプ
ライマリのサーバー証明書が使用されます。

クラスターへの接続に TLS を使用していない場合でも、各イン
スタンスを更新する必要がありますか?
Amazon DocumentDB クラスターへの接続に TLS を使用していない場合、操作は必要ありません。

現在、クラスターへの接続に TLS を使用していませんが、将来
的に計画している場合、どうすればよいですか。
2022 年 3 月 21 日より前にクラスターを作成した場合は、ステップ 1そしてステップ 2前のセクション
で、アプリケーションが更新された CA バンドルを使用し、各 Amazon DocumentDB インスタンスが最
新のサーバー証明書を使用していることを確認します。2022 年 3 月 21 日以降にクラスターを作成した場
合、クラスターにはすでに最新のサーバー証明書があります。アプリケーションで最新の CA バンドルを
使用していることを確認するには、「クラスターへの接続に TLS を使用していない場合でも、各インスタ
ンスを更新する必要がありますか? (p. 205)」を参照してください。

2022 年 5 月 18 日以降に締め切りを延長することはできますか?
アプリケーションがTLS経由で接続している場合、2022 年 5 月 18 日以降に締め切りを延長することはで
きません。

最新の CA バンドルを使用していることを確認するにはどうすれ
ばよいですか?
互換性の理由から、古い CA バンドルファイルと新しい CA バンドルファイルの両方に us-gov-west-1bundle.pem という名前が付けられます。また、openssl や keytool などのツールを使用して CA バン
ドルを検査することもできます。

CA バンドルの名前に「RDS」が表示されるのはなぜですか?
証明書の管理などの特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS) と共有の運用テクノロジーを使用します。

新しいサーバー証明書を適用した場合、古いサーバー証明書に戻
すことはできますか。
インスタンスを古いサーバー証明書に戻す必要がある場合は、クラスターのすべてのインスタンスに対し
てこの操作を実行することをお勧めします。AWS Management Console または AWS CLI を使用して、ク
ラスターの各インスタンスのサーバー証明書を元に戻すことができます。

AWS Management Console の使用
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

画面の右上にあるリージョンのリストで、AWS リージョンクラスターが常駐しています。

3.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

変更するインスタンスを選択します。[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

5.

[]認証機関の場合は、古いサーバー証明書を選択します (rds-ca-2017).

6.

[Continue (続行)] を選択して、変更の概要を表示します。
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7.

この結果ページでは、変更を次のメンテナンスウィンドウで適用するようにスケジュールするか、変
更をすぐに適用するかを選択できます。選択を行い、[Modify instance (インスタンスの変更)] を選択
します。

Note
変更の即時適用を選択した場合、保留中の変更キューにあるすべての変更も同様に適用され
ます。ダウンタイムを必要とする保留中の変更がある場合、このオプションを選択すると予
想外のダウンタイムが発生することがあります。

AWS CLI の使用
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <db_instance_name> ca-certificateidentifier rds-ca-2017 <--apply-immediately | --no-apply-immediately>

--no-apply-immediately を選択した場合、変更はクラスターの次のメンテナンス期間中に適用されま
す。

スナップショットまたはポイントインタイム復元から復元した場
合、新しいサーバー証明書が含まれていますか?
2022 年 3 月 21 日以降にスナップショットを復元するか、ポイントインタイム復元を実行すると、作成さ
れる新しいクラスターでは新しい CA 証明書が使用されます。

Mac OS X Catalina から Amazon DocumentDB クラスターに直
接接続する際に問題が発生した場合はどうすればいいですか?
Mac OS X Catalina は、信頼できる証明書の要件を更新しています。信頼された証明書の有効期間は
825 日以下である必要があります (「」を参照)https://support.apple.com/en-us/HT210176). Amazon
DocumentDB インスタンス証明書の有効期間は 4 年以上であり、Mac OS X の上限を超えています。Mac
OS X Catalina を実行しているコンピューターから Amazon DocumentDB クラスターに直接接続するに
は、TLS 接続の作成時に無効な証明書を許可する必要があります。この場合、無効な証明書とは、有効期
間が 825 日より長いものを意味します。Amazon DocumentDB クラスターに接続する場合、無効な証明書
を許可する前に、そのリスクを理解する必要があります。
を使用して OS X Catalina から Amazon DocumentDB クラスターに接続するにはAWS CLI
で、tlsAllowInvalidCertificatesパラメータ。
mongo --tls --host <hostname> --username <username> --password <password> --port 27017 -tlsAllowInvalidCertificates

Amazon DocumentDB のコンプライアンス検証
Amazon DocumentDB のセキュリティおよびコンプライアンス (MongoDB との互換性) は、サードパー
ティーの監査者により評価されます。AWSコンプライアンスプログラム（以下を含む）。
• System and Organization Controls (SOC) 1、2、および 3。詳細については、「SOC」を参照してくだ
さい。
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)。詳細については、「PCI DSS」を参照して
ください。
• ISO 9001、27001、27017、および 27018。詳細については、「ISO 認定」を参照してください。
• 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律の事業提携契約 (HIPAA BAA)。詳細については、
「HIPAA への準拠」を参照してください。
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AWS は、「AWSコンプライアンスプログラムのターゲット範囲内の のサービスAWS」で説明している
ように、特定のコンプライアンスプログラムのターゲット範囲内で のサービスを頻繁に更新しています。
サードパーティーの監査レポートは、AWS Artifact を使用してダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact のレポートのダウンロードを参照してください。
AWS コンプライアンスプログラムの詳細については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照して
ください。
Amazon DocumentDB を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織の
コンプライアンス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。Amazon DocumentDB の使用が
HIPAA または PCI などの規格に準拠していることを前提とする場合、AWSでは、以下を支援するリソー
スを提供しています。
• AWS コンプライアンスのリソース – お客様の業界や場所に適用される可能性があるワークブックとガイ
ドのコレクション。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド – アーキテクチャ上の考慮事項につい
て説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境を AWS にデプロイする
ための手順を説明するデプロイガイド。
• AWS設定– リソースの設定が、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制にどの程度準拠して
いるかを評価するサービス。
• AWS Security Hub – セキュリティ業界のスタンダードおよびベストプラクティスへのコンプライアンス
をチェックするのに役立つ、AWS 内のセキュリティ状態の包括的な表示。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのアーキテクチャ設計に関するホワイトペーパー – このホワ
イトペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA に準拠しているアプリケーションを作成する方法に
ついて説明します。

Amazon DocumentDB の耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
来の単一または 複数のデータセンターインフラストラクチャ よりも可用性、耐障害性、および拡張性が優
れています。
Amazon DocumentDB クラスターは、最低 2 つのアベイラビリティーゾーンに最低 2 つのサブネットが
ある Amazon VPC 内にのみ作成できます。Amazon DocumentDB では、少なくとも 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンにまたがってクラスターインスタンスを配布することで、万一アベイラビリティーゾーンに
障害が発生した場合でも、Amazon DocumentDB を使用することで、クラスター内でインスタンスを使用
できます。Amazon DocumentDB クラスターのクラスターボリュームは、データ損失の可能性が少ない耐
久性のあるストレージを提供するために、常に 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがっています。
AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。
加えてAWSAmazon DocumentDB では、グローバルインフラストラクチャー、データの耐障害性とバック
アップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。
耐障害性と自己修復機能を備えたストレージ
ストレージボリュームの 10 GB ごとに、3 つのアベイラビリティーゾーンにわたって 6 つの方法でレ
プリケートされます。Amazon DocumentDB では、データベースの書き込み可用性に影響を与えずに
最大 2 つのデータの損失を透過的に処理するフォールトトレラントストレージを使用し、読み取り可
用性に影響を与えずに最大 3 つのコピーを透過的に処理します。Amazon DocumentDB ストレージも

207

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
インフラストラクチャセキュリティ

自己修復機能であり、データブロックとディスクは継続的にエラーをスキャンし、自動的に交換され
ます。
手動バックアップと復元
Amazon DocumentDB では、長期的な保持と回復のためにクラスターの完全バックアップを作
成する機能を提供しています。詳細については、「Amazon DocumentDB でのバックアップと復
元 (p. 219)」を参照してください。
ポイントインタイムリカバリ
ポイントインタイムリカバリを使用することで、Amazon DocumentDB クラスターが誤って上書きさ
れたり削除されたりしないようにできます。ポイントインタイムリカバリを有効化すれば、オンデマ
ンドバックアップの作成、維持、スケジュールを心配する必要はありません。詳細については、特定
時点への復元 (p. 246)を参照してください。

Amazon DocumentDB のインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスである Amazon DocumentDB は、AWSで説明しているグローバルネットワークセ
キュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。
あなたは使うAWSが公開している API 呼び出しで、ネットワーク経由で Amazon DocumentDB にアクセ
スします。クライアントは TLS(Transport Layer Security)1.0 をサポートしている必要があります。TLS
1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral DiffieHellman (ECDHE)などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポー
トされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポー
トされています。また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシー
クレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、AWSセキュリティトークンサービ
ス(AWSSTS) を使用して、一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名します。
これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon
DocumentDB ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに
基づく制限を含めることができます。また、Amazon DocumentDB ポリシーを使用して、特定の Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御することも
できます。これにより、実質的に Amazon DocumentDB リソースへのネットワークアクセスが分離されま
す。AWSネットワーク。

Amazon DocumentDB のセキュリティベストプラ
クティス
セキュリティのベストプラクティスについては、AWS Identity and Access Management(IAM) アカウン
ト。Amazon DocumentDB API オペレーション、特に Amazon DocumentDB の作成、変更、削除を行う
オペレーションへのアクセスを制御します。そのようなリソースには、クラスター、セキュリティグルー
プ、およびパラメータグループなどがあります。また、IAM を使用して、クラスターのバックアップや復
元など、一般的な管理アクションを実行するアクションも制御します。IAM ロールを作成するときは、最
小権限の原則を採用してください。
• ロールベースのアクセスコントロール (p. 171)を使用して、最小特権を適用します。
• Amazon DocumentDB リソースを管理する各ユーザーにそれぞれ IAM アカウントを割り当てます。[] を
使用しません。AWS アカウントAmazon DocumentDB リソースを管理するルートユーザー。自分を含
めて全員に IAM ユーザーを作成します。
• それぞれの職務の実行に最低限必要になる一連のアクセス許可を各 ユーザーに付与します。
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• IAM グループを使用して、複数のユーザーのアクセス許可を効果的に管理します。IAM の詳細について
は、IAM ユーザーガイドを参照してください。IAM のベストプラクティスの詳細については、「IAM の
ベストプラクティス」を参照してください。
• IAM 認証情報のローテーションを定期的に行います。
• 設定AWSSecrets Manager を使用して、Amazon DocumentDB のシークレットが自動的に更新されるよ
うにします。詳細については、「」を参照してください。ローテーションAWSSecrets Manager のシー
クレットそしてAmazon DocumentDB のシークレットをローテーションするのAWSSecrets Manager
ユーザーガイド。
• Transport Layer Security (TLS) と保管時の暗号化を使用してデータを暗号化します。

Amazon DocumentDB イベントの監査
Amazon DocumentDB (MongoDB の互換性あり) を使用すると、クラスター内で実行されたイベントを監
査できます。ログに記録されるイベントの例としては、認証の成功と失敗、データベース内のコレクショ
ンの削除、インデックスの作成などがあります。Amazon DocumentDB ではデフォルトで監査が無効に
なっているため、この機能を選択して使用する必要があります。
監査が有効な場合、Amazon DocumentDB はデータ定義言語 (DDL)、データ操作言語 (DML)、認証、
認可、およびユーザー管理イベントを Amazon に記録します。 CloudWatch ログ。監査が有効な場
合、Amazon DocumentDB はクラスターの監査レコード (JSON ドキュメント) を Amazon にエクスポート
します。 CloudWatch ログ。Amazonが使える CloudWatch Amazon DocumentDB 監査イベントを分析、
モニタリング、およびアーカイブするログ。
Amazon DocumentDB では監査を有効にしても追加料金は発生しませんが、の使用には標準料金がかかり
ます。 CloudWatch ログ。詳細情報の内容 CloudWatch Logs 料金表。アマゾン CloudWatch 価格。
Amazon DocumentDB の監査機能は、でモニタリングされるサービスリソースの使用状況とは明ら
かに異なります。AWS CloudTrail。 CloudTrail で実行される操作を記録しますAWS Command Line
Interface(AWS CLI) またはAWS Management Consoleクラスタ、インスタンス、パラメータグループ、ス
ナップショットなどのリソースに対して。の監査AWSリソースと CloudTrail はデフォルトで有効化され、
無効にすることはできません。Amazon DocumentDB 監査機能は、オプトイン機能です。これによって、
オブジェクト (データベース、コレクション、インデックスやユーザーなど) のクラスター内で発生したオ
ペレーションが記録されます。
トピック
• サポートされるイベント (p. 209)
• 監査の有効化 (p. 212)
• 監査の無効化 (p. 216)
• 監査イベントへのアクセス (p. 218)

サポートされるイベント
Amazon DocumentDB 監査では、次のイベントカテゴリがサポートされています。
• データ定義言語 (DDL)-データベース管理操作、接続、ユーザー管理、および承認が含まれます。
• データ操作言語読み取りイベント (DML 読み取り)-インクルードfind()およびさまざまな集計演算子、
算術演算子、ブール演算子、およびその他の読み取りクエリ演算子。
• データ操作言語書き込みイベント (DML 書き込み)-インクルードinsert(), update(),
delete(),そしてbulkWrite()オペレーター
イベントタイプは次のとおりです。
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イベントタイプ

カテゴリ

説明

authCheck

認証

不正な操作によるオペ
レーションの実行。

authenticate

Connection

新規接続に対する認証
(成功または失敗)。

createDatabase

DDL

新しいデータベースの
作成。

createCollection

DDL

データベース内での新
しいコレクションの作
成。

createIndex

DDL

コレクション内での新
しいインデックスの作
成。

dropCollection

DDL

データベース内のコレ
クションの削除。

dropDatabase

DDL

データベースの削除。

dropIndex

DDL

コレクション内のイン
デックスの削除。

modifyChangeStreams

DDL

変更ストリームが作成
されました。

renameCollection

DDL

データベース内のコレ
クションの名前変更。

createRole

ロール管理

ロールの作成。

dropAllRolesFromDatabase

ロール管理

データベース内のすべ
てのロールを削除しま
す。

dropRole

ロール管理

ロールを削除する。

grantPrivilegesToRole

ロール管理

ロールに権限を付与す
る。

grantRolesToRole

ロール管理

ユーザー定義のロール
にロールを付与する。

revokePrivilegesFromRole

ロール管理

ロールから権限を取り
消す。

revokeRolesFromRole

ロール管理

ユーザー定義のロール
からロールを取り消し
ます。

updateRole

ロール管理

ロールを更新する。

createUser

ユーザー管理

新しいユーザーの作
成。
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イベントタイプ

カテゴリ

説明

dropAllUsersFromDatabase

ユーザー管理

データベース内のすべ
てのユーザーの削除。

dropUser

ユーザー管理

既存のユーザーの削
除。

grantRolesToUser

ユーザー管理

ユーザーにロールを付
与する。

revokeRolesFromUser

ユーザー管理

ユーザーからロールを
取り消します。

updateUser

UserManagement

既存のユーザーの更
新。

insert

DML 書き込み

1 つまたは複数のドキュ
メントをコレクション
に挿入します。

delete

DML 書き込み

コレクションから 1 つ
または複数のドキュメ
ントを削除します。

update

DML 書き込み

既存のドキュメントま
たはコレクション内の
ドキュメントを変更し
ます。

bulkWrite

DML 書き込み

実行順序を制御して複
数の書き込み操作を実
行します。

count

DML 読み取り

コレクションまたは
ビューの find () クエリ
に一致するドキュメン
トの数を返します。

countDocuments

DML 読み取り

コレクションまたは
ビューのクエリに一致
するドキュメントの数
を返します。

find

DML 読み取り

コレクションまたは
ビュー内のドキュメン
トを選択し、選択した
ドキュメントにカーソ
ルを戻します。

findAndModify

DML 読み取りと DML
書き込み

単一のドキュメントを
変更し、返します。

findOneAndDelete

DML 読み取りと DML
書き込み

フィルタと並べ替えの
条件に基づいて 1 つ
のドキュメントを削除
し、削除されたドキュ
メントを返します。
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イベントタイプ

カテゴリ

説明

findOneAndReplace

DML 読み取りと DML
書き込み

指定されたフィルタに
基づいて 1 つのドキュ
メントを置換します。

findOneAndUpdate

DML 読み取りと DML
書き込み

フィルターと並べ替え
の条件に基づいて 1 つ
のドキュメントを更新
します。

aggregate

DML 読み取りと DML
書き込み

アグリゲーションパイ
プラインの API をサ
ポートします。

distinct

DML 読み取り

単一のコレクションま
たはビューで指定され
たフィールドの個別値
を検索し、結果を配列
で返します。

Note
TTL 削除イベントは、現時点では監査されません。

監査の有効化
クラスターでの監査の有効化は、2 ステップのプロセスです。両方のステップが完了していることを確認
してください。完了していない場合、監査ログは CloudWatch ログ。

ステップ 1. audit_logs クラスターパラメータを有効にする
監査を有効にするには、audit_logsパラメータグループのパラメータ。audit_logsは、記録するイベ
ントのコンマ区切りリストです。イベントは小文字で指定する必要があります。リスト要素間に空白が
あってはいけません。
パラメータグループには以下の値を設定できます。
値

説明

ddl

これを設定する
と、CreateDatabase、CreateCollection、dropDatabase
コレクショ
ン、createIndex、dropIndex、authCheck、
認
証、createUser、dropUser、
などの DDL イベント
の監査が有効になり
ます。 grantRolesTo
ユーザー、
revokeRolesFromユー
ザー、updateUser、
dropAllUsersFromDatabase

dml_read

これを設定すると、検
索、ソートカウント、
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値

説明
区別、グループ、プロ
ジェクト、アンワイン
ド、geoNear、GeoIntersects、geoWithin、
その他の MongoDB 読
み取りクエリ演算子な
どの DML 読み取りイベ
ントの監査が有効にな
ります。

dml_write

これを設定する
と、insert ()、update
()、delete ()、bulkWrite
() などの DML 書き込み
イベントの監査が有効
になります

all

これを設定すると、読
み取りクエリ、書き込
みクエリ、データベー
スアクション、管理者
アクションなどのデー
タベースイベントの監
査が有効になります。

none

これを設定すると監査
が無効になります

enabled (レガシー)

これは 'ddl' と同等の
従来のパラメータ設定
です。これを設定する
と、CreateDatabase、CreateCollection、dropDatabase
コレクショ
ン、createIndex、dropIndex、authCheck、
認
証、createUser、dropUser、
などの DDL イベント
の監査が有効になり
ます。 grantRolesTo
ユーザー、
revokeRolesFromユー
ザー、updateUser、
dropAllUsersFromDatabase。
レガシー設定であるた
め、この設定を使用す
ることはお勧めしませ
ん。

disabled (レガシー)

これはレガシーパラ
メーター設定で、'none'
と同等です。レガシー
設定であるため、この
設定を使用することは
お勧めしません。

上記の値を組み合わせて使用することもできます。
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値

説明

ddl, dml_read

これを設定する
と、DDL イベントと
DML 読み取りイベント
の監査が有効になりま
す。

ddl, dml_write

これを設定する
と、DDL イベントと
DML 書き込みの auding
が有効になります。

dml_read, dml_write

これを設定すると、す
べての DML イベントの
監査が有効になります

Note
デフォルトのパラメータグループを変更することはできません。
詳細については、次を参照してください。
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作成 (p. 371)
カスタムパラメータグループを作成したら、audit_logs パラメータ値を enabled に変更します。
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの変更 (p. 373)

ステップ 2. Amazon を有効にする CloudWatch Logs エクスポー
ト
ときの値はaudit_logsクラスターパラメータはenabledAmazon DocumentDB を有効にする必要があり
ます。Amazon DocumentDB にログをエクスポート CloudWatch。上述の手順のいずれかを省略すると、
監査ログは CloudWatch。
クラスタを作成するときに、 point-in-time-restore、またはスナップショットを復元するには、
CloudWatch 次の手順に従ってログを記録します。

AWS Management Consoleの使用
Amazon DocumentDB によるログのエクスポートを有効にするには CloudWatch コンソールを使用して、
以下のトピックを参照してください。
• クラスターを作成する場合— でAWS Management Console を使用したクラスターおよびプライマリイ
ンスタンスの作成 (p. 282)「」を参照してください。クラスターを作成します。追加の設定(ステップ
5,ログのエクスポート)
• 既存のクラスターを変更する場合 - AWS Management Console の使用 (p. 294)。
• クラスタースナップショットの復元を実行する場合 - AWS Management Console によるクラスタース
ナップショットからの復元 (p. 242)、ステップ 9。
• を実行するとき point-in-time リストア—AWS Management Consoleを使用してポイントインタイムに復
元する (p. 246)(ステップ 9)。
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AWS CLIの使用
新しいクラスターの作成時に監査ログを有効にするには
次のコードでは、クラスターを作成します。sample-clusterを有効にする CloudWatch 監査ログ。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--port 27017 \
--engine docdb \
--master-username master-username \
--master-user-password password \
--db-subnet-group-name default \
--enable-cloudwatch-logs-exports audit

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--port 27017 ^
--engine docdb ^
--master-username master-username ^
--master-user-password password ^
--db-subnet-group-name default ^
--enable-cloudwatch-logs-exports audit

既存のクラスターを変更するときに監査ログを有効にするには
次のコードでは、クラスターを変更します。sample-clusterを有効にする CloudWatch 監査ログ。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["audit"]}'

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["audit"]}'

これらのオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBCluster": {
"HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
"StorageEncrypted": false,
"DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
"MasterUsername": "<user-name>",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"Port": 27017,
"VpcSecurityGroups": [
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{

"Status": "active",
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"

}
],
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:900083794985:cluster:sample-cluster",
"Status": "creating",
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "4.0.0",
"MultiAZ": false,
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1c",
"us-east-1f"
],
"DBSubnetGroup": "default",
"DBClusterMembers": [],
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
"audit"
],
"PreferredMaintenanceWindow": "wed:03:08-wed:03:38",
"AssociatedRoles": [],
"ClusterCreateTime": "2019-02-13T16:35:04.756Z",
"DbClusterResourceId": "cluster-YOS52CUXGDTNKDQ7DH72I4LED4",
"Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"PreferredBackupWindow": "07:16-07:46",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster"
}
}

監査の無効化
を無効にすることで、監査を無効にできます。 CloudWatch ログをエクスポートし、audit_logsパラ
メータ。

の無効化 CloudWatch Logs エクスポート
監査ログのエクスポートを無効にするには、AWS Management Consoleまたは AWS CLI を使用します。

AWS Management Consoleの使用
次の手順では、を使用します。AWS Management ConsoleAmazon DocumentDB エクスポートを無効にす
る CloudWatch。

監査ログを無効にするには
1.

AWS Management Console にサインインして Amazon DocumentDB コンソール (https://
console.aws.amazon.com/docdb) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで クラスター を選択します。ログのエクスポートを無効にするクラスターの名
前の左側にあるボタンを選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

4.

[ログのエクスポート] セクションまで下にスクロールし、[無効] を選択します。

5.

[続行] を選択します。

6.

変更を確認してから、この変更をクラスターにいつ適用するかを選択します。
• Apply during the next scheduled maintenance window (次に予定されているメンテナンス期間中に適
用)
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• すぐに適用
7.

[クラスタークラスターの変更] を選択します。

AWS CLIの使用
次のコードでは、クラスターを変更します。sample-clusterを無効にする CloudWatch 監査ログ。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["audit"]}'

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["audit"]}'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBCluster": {
"DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
"HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
"MasterUsername": "<user-name>",
"Status": "available",
"Engine": "docdb",
"Port": 27017,
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1c",
"us-east-1f"
],
"EarliestRestorableTime": "2019-02-13T16:35:50.387Z",
"DBSubnetGroup": "default",
"LatestRestorableTime": "2019-02-13T16:35:50.387Z",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:900083794985:cluster:sample-cluster2",
"Endpoint": "sample-cluster2.cluster-corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster2.cluster-ro-corcjozrlsfc.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"EngineVersion": "4.0.0",
"MultiAZ": false,
"ClusterCreateTime": "2019-02-13T16:35:04.756Z",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster2",
"AssociatedRoles": [],
"PreferredBackupWindow": "07:16-07:46",
"DbClusterResourceId": "cluster-YOS52CUXGDTNKDQ7DH72I4LED4",
"StorageEncrypted": false,
"PreferredMaintenanceWindow": "wed:03:08-wed:03:38",
"DBClusterMembers": [],
"VpcSecurityGroups": [
{
"Status": "active",
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
}
]
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}

}

audit_logs パラメータを無効にする
クラスターの audit_logs パラメータを無効にするには、audit_logs パラメータ値が disabled であ
るパラメータグループを使用するようにクラスターを変更します。または、クラスターの audit_logs パ
ラメータグループのパラメータ値を disabled に変更することもできます。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの変更 (p. 373)

監査イベントへのアクセス
Amazon の監査イベントにアクセスするには、以下のステップを実行してください。 CloudWatch。
1.

を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

Amazon DocumentDB クラスターと同じリージョンであることを確認します。

3.
4.

ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
クラスターの監査ログを確認するため、リストから /aws/docdb/yourClusterName/audit を見
つけ出して選択します。
各インスタンスの監査イベントは、各インスタンス名の下に表示されます。
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Amazon DocumentDB でのバック
アップと復元
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、データを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に 1
～ 35 日間継続的にバックアップするため、バックアップ保持期間内の任意の時点にすばやく復元できま
す。Amazon DocumentDB は、この継続的なバックアッププロセスの一環として、データの自動スナップ
ショットも作成します。

Note
これらはサービス管理された Amazon S3 バケットであり、バックアップファイルにアクセスす
ることはできません。独自のバックアップを管理する場合は、「」の手順に従います。データの
ダンプ、復元、インポート、およびエクスポート。
クラスターのデータの手動スナップショットを作成して、バックアップ保持期間を超えてバックアップ
データを保持することもできます。バックアッププロセスは、クラスターのパフォーマンスに影響を与え
ません。
このセクションでは、Amazon DocumentDB でのバックアップ機能のユースケースについて説明
し、Amazon DocumentDB クラスターのバックアップを管理する方法を示します。
トピック
• バックアップと復元: 概念 (p. 219)
• バックアップストレージの使用状況を理解する (p. 221)
• データのダンプ、復元、インポート、およびエクスポート (p. 222)
• クラスタースナップショットに関する考慮事項 (p. 225)
• 自動スナップショットと手動スナップショットの比較 (p. 227)
• 手動クラスタースナップショットの作成 (p. 228)
• Amazon DocumentDB クラスタースナップショットのコピー (p. 231)
• Amazon DocumentDB クラスタースナップショットの共有 (p. 237)
• クラスタースナップショットからの復元 (p. 241)
• 特定時点への復元 (p. 246)
• クラスタースナップショットの削除 (p. 250)

バックアップと復元: 概念
名詞

説明

API (動詞)

バックアップの保存期間

特定時点へ
の復元を実
行できる、1
～35 日間の
期間。

create-db-cluster

3 つのアベ
イラビリ
ティーゾー
ンにわたっ
て 6 つの

create-db-cluster

Amazon DocumentDB スト
レージボリューム

modify-db-cluster
restore-db-cluster-to-point-in-time

delete-db-cluster
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名詞

説明

API (動詞)

方法でデー
タをレプ
リケート
する、可
用性と耐
久性に優れ
たストレー
ジボリュー
ム。Amazon
DocumentDB
クラスター
は、クラス
ター内のイ
ンスタンス
数に関係な
く、高い耐
久性があり
ます。
バックアップウィンドウ

自動スナッ
プショット
が実行され
る 1 日の期
間。

create-db-cluster
describe-db-cluster
modify-db-cluster

自動スナップショット

クラスター
restore-db-cluster-from-snapshot
の完全な
describe-db-cluster-snapshot-attributes
バックアッ
プである毎
describe-db-cluster-snapshots
日のスナッ
プショッ
ト。Amazon
DocumentDB
の継続的な
バックアッ
ププロセス
によって自
動的に作成
されます。

手動スナップショット

バックアッ
プ期間を超
えてクラス
ターの完全
バックアッ
プを保持す
るために、
手動で作成
するスナッ
プショッ
ト。

create-db-cluster-snapshot
copy-db-cluster-snapshot
delete-db-cluster-snapshot
describe-db-cluster-snapshot-attributes
describe-db-cluster-snapshots
modify-db-cluster-snapshot-attribute
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バックアップストレージの使用状況を理解する
Amazon DocumentDB バックアップストレージは、バックアップ保持期間内の継続的なバックアップと、
保持期間外の手動スナップショットで構成されます。バックアップストレージの使用状況を管理するに
は、バックアップの保存期間を短縮するか、不要になった古い手動スナップショットを削除するか、また
はその両方を行います。Amazon DocumentDB バックアップの一般情報については、「」を参照してくだ
さい。Amazon DocumentDB でのバックアップと復元 (p. 219)。Amazon DocumentDB バックアップス
トレージの料金表については、「」を参照してください。Amazon DocumentDB の価格。
コストを管理するには、保存期間を超えて保持されている継続的バックアップと手動スナップショットに
使用されているストレージの量をモニタリングできます。次に、バックアップの保存期間を短縮し、不要
になった手動スナップショットを削除できます。
Amazon CloudWatch メトリックスを使用できま
す。TotalBackupStorageBilled,SnapshotStorageUsed, およ
びBackupRetentionPeriodStorageUsedでは、次のように、Amazon DocumentDB バックアップで使
用されているストレージの量を確認およびモニタリングします。
• BackupRetentionPeriodStorageUsed は現時点で継続的なバックアップの保存に使用されている
バックアップストレージの量を表します。このメトリクス値は、クラスターボリュームのサイズと、保
持期間中に行った変更数によって変わります。ただし、請求のため、このメトリクスが保持期間中に累
積的なクラスターボリュームのサイズを超えることはありません。たとえば、クラスターサイズが 100
GiB で、保持期間が 2 日間である場合、BackRetentionPeriodStorageUsed の最大値は 200 GiB
(100 GiB + 100 GiB) となります。

• SnapshotStorageUsed は、バックアップ保持期間を超えて手動スナップショットを保存するために
使用されるバックアップストレージの量を表します。保持期間内に作成された手動スナップショット
は、バックアップストレージに対してカウントされません。同様に、自動スナップショットはバック
アップストレージに対して計算されません。各スナップショットのサイズは、そのスナップショットを
作成した時点のクラスターボリュームのサイズです。SnapshotStorageUsed 値は、保持するスナッ
プショットの数と、各スナップショットのサイズによって異なります。たとえば、保存期間外のスナッ
プショットが 1 つあり、このスナップショットを作成した時点のクラスターのボリュームサイズが 100
GiB であったとします。この場合の SnapshotStorageUsed の量は 100 GiB です。

• TotalBackupStorageBilled は BackupRetentionPeriodStorageUsed と
SnapshotStorageUsed の合計から、1 日のクラスターボリュームのサイズと等しい無料バックアップ
ストレージの量を引いた値になります。たとえば、クラスターサイズが 100 GiB、保持期間が 1 日であ
り、保持期間外に 1 つのスナップショットがある場合、TotalBackupStorageBilledは100GiB（100
GiB + 100 GiB-100 GiB）である。

• これらのメトリクスは、Amazon DocumentDB クラスターごとに個別に計算されます。
Amazon DocumentDB クラスターをモニタリングし、レポートを作成するには、CloudWatch コン
ソール。CloudWatch のメトリクスを使用する方法については、Amazon DocumentDB のモニタリン
グ (p. 413) を参照してください。
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データのダンプ、復元、インポート、およびエクス
ポート
♪mongodump,mongorestore,mongoexport, およびmongoimportAmazon DocumentDB クラスターの
内外にデータを移動するためのユーティリティです。このセクションでは、これらの各ツールの目的と、
パフォーマンスの向上に役立つ設定について説明します。
トピック
• mongodump (p. 222)
• mongorestore (p. 222)
• mongoexport (p. 223)
• mongoimport (p. 223)
• チュートリアル (p. 224)

mongodump
mongodump ユーティリティは、MongoDB データベースのバイナリ (BSON) バックアップを作成しま
す。-mongodumpツールは、バイナリ形式でデータを保存することでサイズを縮小できるため、Amazon
DocumentDB クラスターへの復元時にソース MongoDB デプロイからデータをダンプする方法として適し
ています。
コマンドの実行に使用しているインスタンスまたはマシンで使用可能なリソースに応じて、mongodumpデ
フォルトの 1 からダンプされるパラレル接続の数を増やして--numParallelCollectionsオプション。
経験則として、Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタンスで vCPU ごとに 1 つのワー
カーから開始します。

使用例
以下は、を使用したの使用例です。mongodumpAmazon DocumentDB クラスター内のユーティリ
ティsample-cluster。
mongodump --ssl \
--host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
--collection=sample-collection \
--db=sample-database \
--out=sample-output-file \
--numParallelCollections 4 \
--username=sample-user \
--password=abc0123 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem

mongorestore
mongorestore ユーティリティを使用すると、mongodump ユーティリティで作成されたデータベー
スのバイナリ (BSON) バックアップを復元できます。復元のパフォーマンスを向上させるには、-numInsertionWorkersPerCollection オプションを使用して復元時に各コレクションのワーカー数
(デフォルトは 1) を増やします。経験則として、Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタ
ンスで vCPU ごとに 1 つのワーカーから開始します。

使用例
以下は、を使用したの使用例です。mongorestoreAmazon DocumentDB クラスター内のユーティリ
ティsample-cluster。
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mongorestore --ssl \
--host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
--username=sample-user \
--password=abc0123 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem <fileToBeRestored>

mongoexport
-mongoexportツールは、Amazon DocumentDB のデータを JSON、CSV、または TSV ファイル形式にエ
クスポートします。mongoexport ツールは、人間またはマシンが読み取り可能なデータをエクスポート
する方法として最適です。

Note
mongoexport は並列エクスポートを直接サポートしていません。ただし、コレクションごとに
複数の mongoexport ジョブを同時に実行することで、パフォーマンスを向上させることができ
ます。

使用例
以下は、を使用したの使用例です。mongoexportAmazon DocumentDB クラスター内のツールsamplecluster。
mongoexport --ssl \
--host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
--collection=sample-collection \
--db=sample-database \
--out=sample-output-file \
--username=sample-user \
--password=abc0123 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem

mongoimport
-mongoimportツールは、JSON、CSV、または TSV ファイルの内容を Amazon DocumentDB クラスター
にインポートします。-–numInsertionWorkers パラメータを使用すると、インポート (デフォルトは
1) を並列化および高速化できます。

使用例
以下は、を使用したの使用例です。mongoimportAmazon DocumentDB クラスター内のツールsamplecluster。
mongoimport --ssl \
--host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
--collection=sample-collection \
--db=sample-database \
--file=<yourFile> \
--numInsertionWorkers 4 \
--username=sample-user \
--password=abc0123 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem

223

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
チュートリアル

チュートリアル
次のチュートリアルでは、の使用方法を説明します。mongodump,mongorestore,mongoexport, およ
びmongoimportAmazon DocumentDB クラスターの内外にデータを移動するためのユーティリティで
す。
1.

前提条件— 開始する前に、Amazon DocumentDB クラスターがプロビジョニングされていること、お
よびクラスターと同じ VPC 内の Amazon EC2 インスタンスにアクセスできることを確認してくださ
い。詳細については、「Amazon EC2 を使用したConnect (p. 524)」を参照してください。
mongo ユーティリティツールを使用するには、次のように、EC2 インスタンスに mongodb-org-tools
パッケージがインストールされている必要があります。
sudo yum install mongodb-org-tools-4.0.18

Amazon DocumentDB はデフォルトでトランスポートレイヤーセキュリティ (TLS) 暗号化を使用する
ため、次のように、Mongo シェルを使用して接続するために Amazon RDS 認証機関 (CA) ファイルも
ダウンロードする必要があります。
wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem

2.

サンプルデータのダウンロード— このチュートリアルでは、レストランに関する情報が含まれている
サンプルデータをダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/ozlerhakan/mongodb-json-files/master/datasets/
restaurant.json

3.

サンプルデータを Amazon DocumentDB にインポートする— データは論理 JSON 形式であるた
め、mongoimportAmazon DocumentDB クラスターにデータをインポートするユーティリティ。
mongoimport --ssl \
--host="tutorialCluster.amazonaws.com:27017" \
--collection=restaurants \
--db=business \
--file=restaurant.json \
--numInsertionWorkers 4 \
--username=<yourUsername> \
--password=<yourPassword> \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem

4.

データをダンプするmongodump — Amazon DocumentDB クラスターにデータがあるようになったの
で、次を使用して、そのデータのバイナリダンプを取得できます。mongodumpユーティリティ.
mongodump --ssl \
--host="tutorialCluster.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017"\
--collection=restaurants \
--db=business \
--out=restaurantDump.bson \
--numParallelCollections 4 \
--username=<yourUsername> \
--password=<yourPassword> \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem

5.

ドロップします。restaurantsコレクション— 復元する前にrestaurantsコレクション
は、businessデータベースでは、次のように、そのデータベース内にある既存のコレクションを最
初に削除する必要があります。

224

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスタースナップショットに関する考慮事項

use business

db.restaurants.drop()

6.

次の方法でデータを復元するmongorestore— ステップ 3 のデータのバイナリダンプを使用し
て、mongorestoreAmazon DocumentDB クラスターにデータを復元するためのユーティリティ。
mongorestore --ssl \
--host="tutorialCluster.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
--numParallelCollections 4 \
--username=<yourUsername> \
--password=<yourPassword> \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem restaurantDump.bson

7.

を使用してデータをエクスポートするmongoexport— チュートリアルを完了するには、クラスター
からデータを JSON ファイルの形式でエクスポートします。ステップ 1 でインポートしたファイルと
同じ結果になります。
mongoexport --ssl \
--host="tutorialCluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
--collection=restaurants \
--db=business \
--out=restaurant2.json \
--username=<yourUsername> \
--password=<yourPassword> \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem

8.

検証— 次のコマンドを使用して、ステップ 5 の出力がステップ 1 と同じ結果であることを検証できま
す。
wc -l restaurant.json

このコマンドからの出力:
2548 restaurant.json

wc -l restaurant2.json

このコマンドからの出力:
2548 restaurant2.json

クラスタースナップショットに関する考慮事項
Amazon DocumentDB は、クラスターのバックアップウィンドウ中にクラスターの自動スナップショット
を毎日作成します。Amazon DocumentDB は、指定したバックアップ保持期間に従ってクラスターの自動
スナップショットを保存します。必要に応じて、バックアップ保持期間内の任意の時点でクラスターを復
旧できます。同じクラスターに対して同じリージョンでコピー操作が実行されている間は、自動スナップ
ショットは発生しません。
クラスターのスナップショットに加えて、手動でクラスターのスナップショットを作成できます。自動ス
ナップショットと手動スナップショットの両方をコピーできます。詳細については、「手動クラスター
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スナップショットの作成 (p. 228)」および「Amazon DocumentDB クラスタースナップショットのコ
ピー (p. 231)」を参照してください。

Note
自動スナップショットを作成するには、クラスターのスタータスが available である必要がありま
す。
Amazon DocumentDB の自動クラスタースナップショットを共有することはできません。回避策
として、自動スナップショットをコピーして手動スナップショットを作成し、そのコピーを共有
できます。スナップショットのコピーの詳細については、「Amazon DocumentDB クラスタース
ナップショットのコピー (p. 231)」を参照してください。スナップショットからクラスターを復
元する方法の詳細については、「クラスタースナップショットからの復元 (p. 241)」を参照して
ください。

バックアップストレージ
それぞれの Amazon DocumentDB バックアップストレージAWS リージョンは、バックアップ保持期間に
必要なバックアップストレージで構成されます。これには、そのリージョンの自動および手動のクラス
タースナップショットが含まれます。デフォルトのバックアップ保持期間は 1 日です。バックアップスト
レージ料金の詳細については、を参照してください。Amazon DocumentDB の価格。
クラスターを削除すると、自動スナップショットはすべて削除され、復旧することはできません。ただ
し、クラスターを削除しても、手動スナップショットは削除されません。クラスターを削除する前にが最
終スナップショット (手動スナップショット) を作成するように選択した場合は、最終スナップショットを
使用してクラスターを復元できます。
スナップショットとストレージの詳細については、「 バックアップストレージの使用状況を理解す
る (p. 221)」を参照してください。

バックアップウィンドウ
自動スナップショットは、任意のバックアップウィンドウ中に毎日行われます。バックアップウィンドウ
に割り当てられた時間より長い時間がスナップショットに必要な場合、バックアップウィンドウが終了し
た後もバックアップが完了するまでバックアッププロセスが継続します。クラスターの週 1 回のメンテナ
ンス時間とバックアップウィンドウは重複できません。
クラスターの作成時に任意のバックアップウィンドウを指定しない場合、Amazon DocumentDB はデフォ
ルトの 30 分のバックアップウィンドウを割り当てます。このウィンドウは、クラスターのリージョンに
関連付けられた 8 時間の時間帯からランダムに選択されます。クラスターを変更すると、バックアップ
ウィンドウを変更できます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)」を
参照してください。
Region

UTC 時間帯

米国東部 (オハイオ)

03:00 ～ 11:00

米国東部 (バージニア北部)

03:00 ～ 11:00

米国西部 (オレゴン)

06:00 ～ 14:00

アジアパシフィック (ムンバイ)

17:30～01:30

アジアパシフィック (ソウル)

13:00 ～ 21:00

アジアパシフィック (シンガポール)

14:00～22:00

アジアパシフィック (シドニー)

12:00 ～ 20:00

アジアパシフィック (東京)

13:00 ～ 21:00
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Region

UTC 時間帯

カナダ (中部)

22:00 ～ 06:00

欧州 (フランクフルト)

23:00 ～ 07:00

欧州 (アイルランド)

22:00 ～ 06:00

欧州 (パリ)

22:00 ～ 06:00

AWS GovCloud (US)

22:00 ～ 06:00

バックアップの保存期間
バックアップ保持期間は、自動的に削除される前に自動バックアップが保持される日数です。Amazon
DocumentDB では、1 ～ 35 日間のバックアップ保持期間をサポートしています。
クラスターを作成するとき、バックアップ保持期間を設定できます。バックアップ保持期間を明示的に
設定しない場合、デフォルトのバックアップ保持期間である 1 日がクラスターに割り当てられます。
クラスターを作成したら、AWS Management Consoleまたは AWS CLI を使用してクラスターを変更
し、バックアップ保持期間を変更できます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターの変
更 (p. 294)」を参照してください。

自動スナップショットと手動スナップショットの比
較
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) の自動スナップショットおよび手動スナップショットの主な特徴
を以下に示します。

Amazon DocumentDB の自動スナップショットには以下の主な機能があります。
• 自動スナップショットの命名— 自動スナップショット名はパターンに従うrds:<cluster-name>yyyy-mm-dd-hh-mmである。yyyy-mm-dd-hh-mmスナップショットが作成された日時を表します。
• スケジュールに従って自動的に作成される— クラスターを作成または変更する場合、バックアップ保持
期間1～35 日の整数値に変換します。デフォルトでは、新しいクラスターのバックアップ保持期間は 1
日です。バックアップ保持期間により、自動的に削除される前に自動スナップショットが保持される日
数が定義されます。Amazon DocumentDB クラスターで自動バックアップを無効にすることはできませ
ん。
バックアップ保持期間を設定することに加えて、バックアップウィンドウも設定します。これは、自動
スナップショットが作成される毎日の時間です。
• 自動スナップショットの削除— 自動スナップショットは、自動スナップショットのクラスターを削除す
ると削除されます。自動スナップショットを手動で削除することはできません。
• 増分は、：バックアップ保持期間中にデータベースの更新が記録されるため、変更の増分記録が作成さ
れます。
• 自動スナップショットからの復元— を使用して自動スナップショットから復元することができま
す。AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。AWS CLI を使用してスナップショットから復元する
場合は、クラスターが利用可能になった後で個別にインスタンスを追加する必要があります。
• 共有— Amazon DocumentDB の自動クラスタースナップショットを共有することはできません。回避策
として、自動スナップショットをコピーして手動スナップショットを作成し、そのコピーを共有できま
す。スナップショットのコピーの詳細については、「Amazon DocumentDB クラスタースナップショッ
トのコピー (p. 231)」を参照してください。スナップショットからクラスターを復元する方法の詳細に
ついては、「クラスタースナップショットからの復元 (p. 241)」を参照してください。
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• バックアップ保存期間内の任意の時点からリストアできます。— データベースの更新は増分で記録され
るため、バックアップ保持期間内の任意の時点にクラスターを復元できます。
AWS CLI を使用して自動スナップショットまたは特定の時点から復元を行う場合は、クラスターが利用
可能になった後で個別にインスタンスを追加する必要があります。

Amazon DocumentDB 手動スナップショットには以下の主な機能があります。
• オンデマンドで作成します。— Amazon DocumentDB 手動スナップショットは、Amazon DocumentDB
マネジメントコンソールを使用してオンデマンドで作成されます。AWS CLI。
• 手動スナップショットの削除— 手動スナップショットは、Amazon DocumentDB コンソールまたは [] を
使用して明示的に削除するときのみ、AWS CLI。クラスターを削除しても、手動スナップショットは削
除されません。
• 完全バックアップ— 手動スナップショットが作成されると、クラスターのデータの完全バックアップが
作成および保存されます。
• 手動スナップショットの命名— 手動スナップショット名を指定します。Amazon DocumentDB で
は、datetime名前にスタンプを付けるため、名前に含める場合は、この情報を追加する必要がありま
す。
• 手動スナップショットからの復元— コンソールまたは、を使用して、手動スナップショットから復元す
ることができます。AWS CLI。AWS CLI を使用してスナップショットから復元する場合は、クラスター
が利用可能になった後で個別にインスタンスを追加する必要があります。
• サービスクォータ— 手動スナップショットの最大数は 100 個に制限されています。AWS リージョン。
• 共有— 手動クラスタースナップショットを共有できます。手動クラスタースナップショットは許可
によってコピーできます。AWS アカウント。暗号化されている手動スナップショットまたは暗号化
されていない手動スナップショットを共有できます。スナップショットのコピーの詳細については、
「Amazon DocumentDB クラスタースナップショットのコピー (p. 231)」を参照してください。
• 手動スナップショットが作成された時点に復元します。—手動スナップショットから復元すると、手動
スナップショットが作成された時点に復元します。
AWS CLI を使用してスナップショットから復元する場合は、クラスターが利用可能になった後で個別に
インスタンスを追加する必要があります。

手動クラスタースナップショットの作成
AWS Management Console または AWS CLI を使用して手動スナップショットを作成できます。スナップ
ショットを作成するためにかかる時間は、データベースのサイズによって異なります。スナップショット
を作成する場合、以下を実行する必要があります。
1.

バックアップするクラスターを特定します。

2.

スナップショットに名前を付けます。これにより、後でスナップショットから復元できます。

AWS Management Console を使用してクラスタース
ナップショットを作成する
AWS Management Consoleを使用して手動でスナップショットを作成するには、次のいずれかの方法に従
います。
1.

方法 1:
1. にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon
DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
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2. ナビゲーションペインで、「Snapshots」 を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない
場合は、ページの左上隅にあるメニューアイコン
(
す。

) を選択しま

3. [スナップショット] ページで、[作成] を選択します。
4. [Create cluster snapshot (クラスタースナップショットの作成)] ページで、次の操作を行います。
a. クラスター識別子— クラスターのドロップダウンリストで、スナップショットを作成するクラ
スターを選択します。
b. スナップショット識別子— スナップショットの名前を入力します。
スナップショットの名前付けの制約:
• [1～255] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとにすべてのクラスター (Amazon RDS、Amazon Neptune、およびAmazon DocumentDB)
で一意にする必要があります。AWSリージョンあたりのアカウント。
c. [Create] (作成) を選択します。
2.

方法 2:
1. にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon
DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
2. ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない
場合は、ページの左上隅にあるメニューアイコン
(
す。

) を選択しま

3. [クラスター] ページで、スナップショットを作成するクラスターの左側にあるボタンを選択しま
す。
4. [アクション] メニューで、[スナップショットの取得] を選択します。
5. [Create cluster snapshot (クラスタースナップショットの作成)] ページで、次の操作を行います。
a. スナップショット識別子— スナップショットの名前を入力します。
スナップショットの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとにすべてのクラスター (Amazon RDS、Amazon Neptune、およびAmazon DocumentDB)
で一意にする必要があります。AWSリージョンあたりのアカウント。
b. [Create] (作成) を選択します。
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AWS CLI を使用してクラスタースナップショットを
作成する
AWS CLI を使用してクラスタースナップショットを作成するには、以下のパラメータを指定して
create-db-cluster-snapshot オペレーションを使用します。

パラメータ
• --db-cluster-identifier — 必須。スナップショットを作成するクラスターの名前。このクラス
ターは存在していて、使用可能である必要があります。
• --db-cluster-snapshot-identifier — 必須。作成する手動スナップショットの名前。
次の例では、sample-cluster という名前のクラスターの、sample-cluster-snapshot という名前
のスナップショットを作成します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-cluster-snapshot \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster-snapshot ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusterSnapshot": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1b",
"us-east-1c"
],
"DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"SnapshotCreateTime": "2020-04-24T04:59:08.475Z",
"Engine": "docdb",
"Status": "creating",
"Port": 0,
"VpcId": "vpc-abc0123",
"ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
"MasterUsername": "master-user",
"EngineVersion": "4.0.0",
"SnapshotType": "manual",
"PercentProgress": 0,
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
"DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster-snapshot:samplecluster-snapshot"
}
}
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Amazon DocumentDB クラスタースナップショッ
トのコピー
Amazon DocumentDB では、手動スナップショットと自動スナップショットを同じ内でコピーできま
す。AWS リージョンまたは別のものにAWS リージョン同じアカウント内で。他のユーザーが所有してい
るスナップショットを共有することもできます。AWS アカウント同じでAWS リージョン。ただし、クラ
スタースナップショットをコピーすることはできません。AWS リージョンそしてAWS アカウント1 つの
ステップで。これらのアクションは個別に実行する必要があります。
コピーの代わりに、他のユーザーと手動スナップショットを共有することができます。AWS アカウント。
詳細については、「Amazon DocumentDB クラスタースナップショットの共有 (p. 237)」を参照してく
ださい。

Note
Amazon DocumentDB は、保持するバックアップおよびスナップショットデータの保持量と保持
期間に基づいて請求を行います。Amazon DocumentDB バックアップおよびスナップショットに
伴うストレージの詳細については、「」を参照してください。 バックアップストレージの使用状
況を理解する (p. 221)。Amazon DocumentDB ストレージの料金情報については、「」を参照
してください。Amazon DocumentDB の価格。
トピック
• 共有スナップショットのコピー (p. 231)
• スナップショットのコピーAWS リージョン (p. 231)
• 制約事項 (p. 232)
• 暗号化の処理 (p. 232)
• パラメータグループに関する考慮事項 (p. 232)
• クラスタースナップショットのコピー (p. 232)

共有スナップショットのコピー
他のユーザーにより共有されているスナップショットは、コピーすることができます。AWS アカウント。
別のスナップショットから共有された暗号化されたスナップショットをコピーする場合AWS アカウントで
は、へのアクセス権を持っている必要があります。AWS KMSスナップショットの暗号化に使用された暗
号化キー。
コピーできるのは、共有スナップショットを同じものに限ります。AWS リージョンスナップショットが暗
号化されているかどうかにかかわらず。詳細については、「the section called “ 暗号化の処理” (p. 232)」
を参照してください。

スナップショットのコピーAWS リージョン
スナップショットをAWS リージョンこれは、ソースのスナップショットとは異なりますAWS リージョ
ンの場合、各コピーはフル・スナップショットです。フル・スナップショット・コピーには、Amazon
DocumentDB クラスターを復元するために必要なデータやメタデータすべてが含まれます。
指定先はによって異なります。AWS リージョンコピー元とコピー先のデータのコピー量に応じて、リー
ジョン間のスナップショットのコピーは完了するまでに長時間かかることがあります。場合によっては、
特定のコピー元から多数のクロスリージョンスナップショットコピーのリクエストが発生することがあり
ます。AWS リージョン。このような場合、Amazon DocumentDB はそのソースからの新しいクロスリー
ジョンコピーリクエストを送信することがあります。AWS リージョンいくつかの進行中のコピーが完了す
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るまで、キューに入ります。コピーリクエストがキューに入っている間は、そのリクエストに関する進捗
情報は表示されません。コピーがスタートされたときに、進捗情報は表示されます。

制約事項
スナップショットをコピーする際の制約は以下のとおりです。
• ターゲットスナップショットが使用可能になる前にソーススナップショットを削除すると、スナップ
ショットはコピーされない場合があります。ターゲットスナップショットのステータスが AVAILABLE
になったことを確認してから、出典スナップショットを削除してください。
• アカウントあたり 1 つのコピー先リージョンに対して最大 5 つのスナップショットコピーリクエストを
実行できます。
• コピー元とコピー先のリージョンおよびデータのコピー量に応じて、リージョン間のスナップショッ
トのコピーは完了するまでに長時間かかることがあります。詳細については、「スナップショットのコ
ピーAWS リージョン (p. 231)」を参照してください。

暗号化の処理
AWS KMS 暗号化キーを使用して暗号化されたスナップショットをコピーできます。暗号化された スナッ
プショットをコピーする場合は、スナップショットのコピーも暗号化する必要があります。暗号化され
たスナップショットを同じ内にコピーした場合AWS リージョンとすると、コピーを同じで暗号化できま
す。AWS KMS暗号化キーを元のスナップショットとして使用するか、別のスナップショットを指定する
こともできます。AWS KMS暗号化キー。リージョン間で暗号化されているスナップショットをコピーす
る場合、同じスナップショットを使用することはできません。AWS KMSソーススナップショットに使用
されるコピーの暗号化キー。AWS KMSキーはリージョンに固有のものです。代わりに、AWS KMSデス
ティネーションで有効なキーAWS リージョンN.
送信元スナップショットはコピープロセス全体で暗号化されたままになります。詳細については、
「Amazon DocumentDB のデータ保護 (p. 145)」を参照してください。

Note
Amazon DocumentDB クラスタースナップショットの場合、暗号化されていないクラスタース
ナップショットをコピー時に暗号化することはできません。

パラメータグループに関する考慮事項
リージョン間でスナップショットをコピーすると、コピーにはコピー元の Amazon DocumentDB クラス
ターで使用されているパラメータグループは含まれません。スナップショットを復元して新しいクラス
ターを作成すると、そのクラスターにはAWS リージョンで作成されます。新しいクラスターでコピー元と
同じパラメータを使用するには、以下の操作を行います。
1. 送信先でAWS リージョン,Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループを作成します。元のク
ラスターと同じ設定を使用します。コピー先でオプショングループが既にある場合はAWS リージョン
で、それを使用できます。
2. スナップショットをデスティネーションで復元した後AWS リージョンで、新しい Amazon
DocumentDB クラスターを変更し、前のステップの新規または既存のパラメータグループを追加しま
す。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)」を参照してください。

クラスタースナップショットのコピー
Amazon DocumentDB クラスターは、AWS Management ConsoleまたはAWS CLI以下のように設定しま
す。
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AWS Management Console を使用してクラスタースナップショットをコピーす
る
を使用してクラスタースナップショットのコピーを作成するにはAWS Management Consoleで、以下のス
テップを完了します。この手順は、暗号化されているクラスタースナップショットや暗号化されていない
クラスタースナップショットをコピーするために使用できます。AWS リージョンリージョンをまたがって
使用できます。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。スナップショットをクリックし、コピーするスナップ
ショットの左側にあるボタンを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[Actions] メニューから [Copy] を選択します。

4.

結果でクラスタースナップショットのコピーを作成[] ページで、設定セクションに追加します。
a.

送信先リージョン— オプション。クラスタースナップショットを別のにコピーするにはAWS
リージョンで、それを選択します。AWS リージョンにとって送信先リージョン。

b.

新しいスナップショット識別子— 新しいスナップショットの名前を入力します。
ターゲットのスナップショットの名前付けの制約:
• 既存のスナップショットの名前にすることはできません。
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとに、Amazon RDS、Neptune、およびAmazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意
にする必要がありますAWS アカウントリージョンごとに。

c.
5.

タグのコピー— ソーススナップショットに付いているタグをスナップショットのコピーにコピー
するには、タグのコピー。

[保管時の暗号化] セクションに入力します。
a.

保管時の暗号化— スナップショットが暗号化されている場合、暗号化されたスナップショット
から暗号化されていないコピーは作成できないため、これらのオプションは使用できません。ス
ナップショットが暗号化されていない場合は、以下のいずれかを選択できます。
• すべてのクラスターのデータを暗号化するには、[Enable encryption-at-rest (保管時の暗号化の
有効化)] を選択します。このオプションを選択した場合は、[マスターキー] を指定する必要が
あります。
• クラスターのデータを暗号化しない場合は、[Disable encryption-at-rest (保管時の暗号化の無効
化)] を選択します。このオプションを選択した場合、スナップショットのコピーデータは暗号
化されないため、暗号化セクションは終了しません。

b.

マスターキー— ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。
• (デフォルト) aws/rds— アカウント番号とAWS KMSキー ID がこのオプションの後に表示され
ます。
• <some-key-name>— キーを作成した場合は、表示され、選択することができます。
• キーの ARN を入力します。—ARNボックスに、の Amazon リソースネーム (ARN) を入力しま
す。AWS KMSkey: ARN の形式は arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/<key-id>
です。
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6.

選択したスナップショットのコピーを作成するには、[スナップショットのコピー] を選択します。ま
たは、キャンセルでは、スナップショットのコピーを作成しません。

を使用して暗号化されていないクラスタースナップショットをコピーするAWS
CLI
を使用して暗号化されていないクラスタースナップショットのコピーを作成するにはAWS CLIで、copydb-cluster-snapshot以下のパラメーターを指定して操作します。スナップショットを別のスナップ
ショットにコピーする場合AWS リージョンで、コマンドを実行します。AWS リージョンスナップショッ
トのコピー先です。
• --source-db-cluster-snapshot-identifier — 必須。コピーを作成するクラスタースナップ
ショットの識別子。クラスターのスナップショットが存在し、利用可能な状態である必要があります。
スナップショットを別のスナップショットにコピーする場合AWS リージョンの場合、この識別子は、
ソースの ARN 形式である必要があります。AWS リージョン。このパラメータは大文字と小文字が区別
されません。
• --target-db-cluster-snapshot-identifier — 必須。ソースクラスタースナップショットから
作成する新しいクラスタースナップショットの識別子。このパラメータは大文字と小文字が区別されま
せん。
ターゲットのスナップショットの名前付けの制約:
• 既存のスナップショットの名前にすることはできません。
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとに、Amazon RDS、Neptune、およびAmazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする
必要がありますAWS アカウントリージョンごとに。
• --source-region— スナップショットを別のスナップショットにコピーする場合AWS リージョン
で、AWS リージョン暗号化されたクラスタースナップショットのコピー元。
スナップショットを別のスナップショットにコピーする場合AWS リージョンそして、あなたは
指定しない--source-regionで、pre-signed-url代わりにオプションを設定します。-presigned-url値は、の署名バージョン 4 で署名されたリクエストを含む URL にする必要がありま
す。CopyDBClusterSnapshotソースで呼び出されるアクションAWS リージョンクラスタース
ナップショットがコピーされる場所。の詳細については、pre-signed-url「」を参照してくださ
い。CopyDBClusterSnapshot。
• --kms-key-id— クラスタースナップショットのコピーを暗号化するのに使用するキーの KMS キー識
別子。
暗号化されたクラスタースナップショットを別のクラスタースナップショットにコピーする場合AWS
リージョンで、このパラメータは必須です。コピー先の KMS キーを指定する必要がありますAWS リー
ジョン。
暗号化されたクラスタースナップショットを同じにコピーする場合AWS リージョンとすると、AWS
KMSキーパラメーターはオプションです。クラスタースナップショットのコピーは、同じ方法で暗号化
されます。AWS KMSキーをソースクラスタースナップショットとして指定します。新しいものを指定
する場合AWS KMSコピーを暗号化するのに使用する暗号化キーは、このパラメータを使用して実行で
きます。
• --copy-tags — Optional. The tags and values to be copied over.
コピーオペレーションが進行中にキャンセルするには、によって識別されるターゲットクラス
タースナップショットを削除します。--target-db-cluster-snapshot-identifierまた
はTargetDBClusterSnapshotIdentifierクラスタースナップショットがにある間コピーstatus.
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Example
例 1: 暗号化されていないスナップショットを同じリージョンにコピーする
以下のようになりますAWS CLI例:のコピーを作成します。sample-cluster-snapshot名前付
きsample-cluster-snapshot-copy同じでAWS リージョンソーススナップショットとして指定しま
す。コピーが作成されると、元のスナップショットのすべてのタグはコピーされたスナップショットにコ
ピーされます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
--source-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
--target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy \
--copy-tags

Windows の場合:
aws docdb copy-db-cluster-snapshot ^
--source-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
--target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy ^
--copy-tags

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusterSnapshot": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1b",
"us-east-1c"
],
"DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot-copy",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"SnapshotCreateTime": "2020-03-27T08:40:24.805Z",
"Engine": "docdb",
"Status": "copying",
"Port": 0,
"VpcId": "vpc-abcd0123",
"ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
"MasterUsername": "master-user",
"EngineVersion": "4.0.0",
"SnapshotType": "manual",
"PercentProgress": 0,
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/sample-key-id",
"DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot-copy",
"SourceDBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot"
}
}

Example
例 2: 暗号化されていないスナップショットをコピーするAWS リージョン
以下のようになりますAWS CLI例:のコピーを作成します。sample-cluster-snapshotのARN
がある。arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:sample-clustersnapshot。このコピーの名前はsample-cluster-snapshot-copyとの中にありますAWS リージョン
ここでコマンドが実行されます。
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Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
--source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot \
--target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy

Windows の場合:
aws docdb copy-db-cluster-snapshot ^
--source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot ^
--target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusterSnapshot": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1b",
"us-east-1c"
],
"DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot-copy",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"SnapshotCreateTime": "2020-04-29T16:45:51.239Z",
"Engine": "docdb",
"AllocatedStorage": 0,
"Status": "copying",
"Port": 0,
"VpcId": "vpc-abc0123",
"ClusterCreateTime": "2020-04-28T16:43:00.294Z",
"MasterUsername": "master-user",
"EngineVersion": "4.0.0",
"LicenseModel": "docdb",
"SnapshotType": "manual",
"PercentProgress": 0,
"StorageEncrypted": false,
"DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot-copy",
"SourceDBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot",
}
}

Example
例 3: 暗号化されたスナップショットをコピーするAWS リージョン
以下のようになりますAWS CLI例:のコピーを作成します。sample-cluster-snapshotus-west-2 リー
ジョンからus-east-1 リージョンに移動します。このコマンドは、us-east-1 リージョンで呼び出されま
す。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
--source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot \
--target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy \
--source-region us-west-2 \
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--kms-key-id sample-us-east-1-key

Windows の場合:
aws docdb copy-db-cluster-snapshot ^
--source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot ^
--target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy ^
--source-region us-west-2 ^
--kms-key-id sample-us-east-1-key

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusterSnapshot": {
"AvailabilityZones": [],
"DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot-copy",
"DBClusterIdentifier": "ayhu-xrsc-test-ap-southeast-1-small-cluster-kms",
"SnapshotCreateTime": "2020-04-29T16:45:53.159Z",
"Engine": "docdb",
"AllocatedStorage": 0,
"Status": "copying",
"Port": 0,
"ClusterCreateTime": "2020-04-28T16:43:07.129Z",
"MasterUsername": "chimera",
"EngineVersion": "4.0.0",
"LicenseModel": "docdb",
"SnapshotType": "manual",
"PercentProgress": 0,
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/sample-key-id",
"DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot-copy",
"SourceDBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:clustersnapshot:sample-cluster-snapshot",
}
}

Amazon DocumentDB クラスタースナップショッ
トの共有
Amazon DocumentDB では、手動クラスタースナップショットを共有できます。手動クラスタースナップ
ショットは許可によってコピーできます。AWS アカウント。暗号化されている手動スナップショットま
たは暗号化されていない手動スナップショットを共有できます。暗号化されていないスナップショットを
共有する場合、承認済みAWS アカウントは、クラスターをコピーしてそこから復元するのではなく、ス
ナップショットから直接クラスターを復元できます。ただし、共有され暗号化されたスナップショットか
ら、クラスターを復元することはできません。代わりに、クラスターのコピーを作成し、そのコピーから
クラスターを復元できます。スナップショットのコピーの詳細については、「Amazon DocumentDB クラ
スタースナップショットのコピー (p. 231)」を参照してください。

Note
Amazon DocumentDB の自動クラスタースナップショットを共有することはできません。回避策
として、自動スナップショットをコピーして手動スナップショットを作成し、そのコピーを共有
できます。スナップショットのコピーの詳細については、「Amazon DocumentDB クラスタース
ナップショットのコピー (p. 231)」を参照してください。スナップショットからクラスターを復
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元する方法の詳細については、「クラスタースナップショットからの復元 (p. 241)」を参照して
ください。
手動スナップショットを最大 20 のその他のスナップショットと共有することができます。AWS アカウ
ント。暗号化されていない手動スナップショットをパブリックとして共有することもできます。これによ
り、このスナップショットをすべての アカウントが使用できるようになります。スナップショットをパブ
リックとして共有する場合には、パブリックスナップショットにプライベート情報が含まれないように注
意してください。
手動スナップショットを他の人と共有する場合AWS アカウントを使用して、共有スナップショットからク
ラスターを復元します。AWS CLIまたは Amazon DocumentDB API を使用する場合は、スナップショット
識別子として共有スナップショットの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。

暗号化されたスナップショットの共有
以下の制限は、暗号化されたスナップショットの共有に適用されます。
• 暗号化されたスナップショットをパブリックとして共有することはできません。
• スナップショットを共有するアカウントのデフォルト AWS KMS 暗号化キーを使って暗号化されたス
ナップショットを共有することはできません。
暗号化されたスナップショットを共有するには、以下のステップに従います。
1.

スナップショットの暗号化に使用された AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを、
スナップショットにアクセスできるようにするすべてのアカウントと共有します。
共有できますAWS KMS別の暗号化キーとの暗号キーAWS他のアカウントをAWS KMSキーポリ
シー。キーポリシーの更新の詳細については、「」を参照してください。でのキーポリシーの使用
AWSKMSのAWS Key Management Serviceデベロッパーガイド。キーポリシーの作成例については、
このトピックで後述する 暗号化されているスナップショットのコピーを可能にする IAM ポリシーの作
成 (p. 239)を参照してください。

2.

を使用するAWS CLI,以下に示すように (p. 240)を使用して、暗号化されたスナップショットを他の
アカウントと共有します。

AWS KMS 暗号化キーへのアクセス許可
別のAWS アカウントアカウントから共有された暗号化されたスナップショットをコピーするには、スナッ
プショットを共有したアカウントにAWS KMSスナップショットを暗号化したキー。別のアカウントに
AWS KMS キーへのアクセスを許可するには、AWS KMS キーのキーポリシーを更新して、共有先のアカ
ウントの ARN を AWS KMS キーポリシーのプリンシパルに設定します。次に、kms:CreateGrant アク
ションを許可します。
アカウントにAWS KMS暗号化キー、暗号化されたスナップショットをコピーするには、そのアカウント
でAWS Identity and Access Management(IAM) ユーザー (まだない場合は) ユーザー。さらに、そのアカウ
ントは、ユーザーが暗号化されたスナップショットをコピーできるようにする IAM ポリシーをその IAM
ユーザーにアタッチする必要があります。AWS KMSkey: アカウントは IAM ユーザーである必要がありま
す。ルートにすることはできません。AWS アカウントによるアイデンティティAWS KMSセキュリティ制
限。
次のキーポリシーの例では、ユーザー 123451234512 が AWS KMS 暗号化キーの所有者です。ユーザー
123456789012 がキーの共有先のアカウントです。この更新されたキーポリシーにより、アカウントは
AWS KMS キーにアクセスできます。これは、ルートの ARN を含めることによって行われます。AWS ア
カウントユーザー 123456789012 をポリシーのプリンシパルとして認識し、kms:CreateGrantaction.
{
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}

"Id": "key-policy-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::123451234512:user/KeyUser",
"arn:aws:iam::123456789012:root"
]},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"},
{
"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::123451234512:user/KeyUser",
"arn:aws:iam::123456789012:root"
]},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
}
]

暗号化されているスナップショットのコピーを可能にする IAM
ポリシーの作成
外部がいつになるかAWS アカウントへのアクセス権を持っているAWS KMSキー、そのアカウントの所有
者は、アカウントで作成された IAM ユーザーが、そのアカウントで暗号化されたスナップショットをコ
ピーできるようにするポリシーを作成できます。AWS KMSkey:
次の例では、の IAM ユーザーにアタッチできるポリシーを示します。AWS アカウント123456789012. こ
のポリシーにより、IAM ユーザーは、で暗号化されたアカウント 123451234512 から共有スナップショッ
トをコピーできます。AWS KMSキーc989c1dd-a3f2-4a5d-8d96-e793d082ab26us-west-2 リージョ
ンで。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUseOfTheKey",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant",
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"kms:RetireGrant"
],
"Resource": ["arn:aws:kms:us-west-2:123451234512:key/c989c1dd-a3f2-4a5d-8d96e793d082ab26"]
},
{
"Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": ["arn:aws:kms:us-west-2:123451234512:key/c989c1dd-a3f2-4a5d-8d96e793d082ab26"],
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": true
}
}
}
]
}

キーポリシーの更新の詳細については、を参照してください。でのキーポリシーの使用AWS KMSのAWS
Key Management Serviceデベロッパーガイド。

スナップショットの共有
スナップショットを共有するには、Amazon DocumentDB を使用します。modify-db-snapshotattributeオペレーション. を使用する--values-to-addの ID のリストを追加するには、AWS アカウ
ント手動スナップショットを復元する権限があります。
次の例では、2 つの許可があります。AWS アカウントという名前のスナップショットを復元するための識
別子 1234512345123451234512345129012manual-snapshot1。また、all 属性値を削除し、スナップ
ショットをプライベートとしてマークします。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
--attribute-name restore \
--values-to-add '["123451234512","123456789012"]'

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
--attribute-name restore ^
--values-to-add '["123451234512","123456789012"]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusterSnapshotAttributesResult": {
"DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
"DBClusterSnapshotAttributes": [
{
"AttributeName": "restore",
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}

}

]

}

"AttributeValues": [
"123451234512",
"123456789012"
]

を削除するにはAWS アカウントリストの識別子で、--values-to-removeパラメータ。次の例で
は、AWS アカウントスナップショットの復元から ID 123456789012 です。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
--attribute-name restore \
--values-to-remove '["123456789012"]'

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
--attribute-name restore ^
--values-to-remove '["123456789012"]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

}

"DBClusterSnapshotAttributesResult": {
"DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
"DBClusterSnapshotAttributes": [
{
"AttributeName": "restore",
"AttributeValues": [
"123451234512"
]
}
]
}

クラスタースナップショットからの復元
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、ストレージボリュームのクラスタースナップショットを作成
します。クラスタースナップショットから復元することで、新しいクラスターを作成できます。クラス
ターを復元するときは、復元元のクラスタースナップショットの名前と、復元によって作成される新しい
クラスターの名前を指定します。スナップショットから既存のクラスターに復元することはできません。
復元時に新しいクラスターが作成されるためです。
クラスタースナップショットからクラスターを復元する場合:
• このアクションではクラスターのみを復元し、そのクラスターのインスタンスは復元しません。復元さ
れたクラスターのインスタンスを作成するには、create-db-instance アクションを呼び出し、復元
するクラスターの識別子を --db-cluster-identifier に指定する必要があります。インスタンスを
作成できるのは、クラスターが使用可能になった後のみです。
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• 暗号化されたスナップショットを暗号化されていないクラスターに復元することはできません。ただ
し、AWS KMS キーを指定することで、暗号化されていないスナップショットを暗号化されたクラス
ターに復元することはできます。
• 暗号化されたスナップショットからクラスターを復元するには、AWS KMS キーにアクセスできる必要
があります。

Note
3.6 クラスタを 4.0 クラスタに復元することはできませんが、あるクラスタバージョンから
別のクラスタバージョンに移行できます。詳細については、「Amazon DocumentDB への移
行 (p. 123)」を参照してください。

AWS Management Console によるクラスタースナッ
プショットからの復元
次の手順は、Amazon DocumentDB マネジメントコンソールを使用してクラスタースナップショットから
Amazon DocumentDB クラスターを復元する方法を示しています。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、[スナップショット] を選択し、クラスターの復元に使用するスナップ
ショットの左側にあるボタンを選択します。

Tip

3.

画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
[アクション] メニューで、[復元] を選択します。

4.

[スナップショットの復元] ページで、[設定] セクションに入力します。
a.

b.
c.
5.
6.

クラスター識別子— 新しいクラスターの名前。Amazon DocumentDB が指定した名前をその
まま使用するか、希望する名前を入力します。Amazon DocumentDB 提供の名前は、の形式で
す。docdb-たとえば、UTC タイムスタンプ (例:)docdb-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss。
インスタンスクラス— 新しいクラスターのインスタンスクラス。デフォルトのインスタンスクラ
スをそのまま使用することも、ドロップダウンリストからインスタンスクラスを選択することも
できます。
インスタンス数— このクラスターで作成するインスタンスの数。デフォルトの 3 つのインスタン
ス (プライマリ読み取り/書き込みレプリカ 1 つ、読み取り専用レプリカ 2 つ) をそのまま使用す
るか、ドロップダウンリストからインスタンス数を選択できます。

クラスター設定に問題がなければ、[Restore cluster (クラスターの復元)] を選択し、クラスターが復元
されるのを待ちます。
デフォルト以外の Amazon VPC やセキュリティグループの指定など、一部の設定を変更する場合
は、詳細設定の表示ページの左下から、次のステップに進みます。
a.

[Network settings (ネットワーク設定)] セクションに入力します。

b.

• Virtual Private Cloud (VPC)— 現在の VPC を使用するか、ドロップダウンリストから VPC を選
択します。
• サブネットグループ— [] の受け入れdefaultサブネットグループを使用するか、ドロップダウ
ンリストからいずれかのサブネットグループを選択します。
• VPC セキュリティグループ — [] の受け入れdefault (VPC)セキュリティグループを使用す
るか、リストからいずれかを選択します。
[Cluster options (クラスターオプション)] セクションに入力します。
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• データベースポート— デフォルトのポートを受け入れます。27017または、上向き矢印と下向
き矢印を使用して、アプリケーション接続に使用するポートを設定します。
c.

[Encryption (暗号化)] セクションに入力します。
• 保管時の暗号化— スナップショットが暗号化されている場合、これらのオプションは使用でき
ません。暗号化されていない場合は、以下のいずれかを選択できます。
• すべてのクラスターのデータを暗号化するには、[Enable encryption-at-rest (保管時の暗号化
の有効化)] を選択します。このオプションを選択した場合は、[マスターキー] を指定する必
要があります。
• クラスターのデータを暗号化しない場合は、[Disable encryption-at-rest (保管時の暗号化の無
効化)] を選択します。このオプションを選択した場合、暗号化セクションは完了です。
• マスターキー— ドロップダウンリストから次のいずれかを選択します。
• (デフォルト) aws/rds— アカウント番号とAWS KMSキー ID がこのオプションの後に表示さ
れます。
• カスタマー管理のキー— このオプションは、で IAM 暗号化キーを作成した場合にのみ使用で
きます。AWS Identity and Access Management(IAM) コンソール。クラスターを暗号化する
ためのキーを選択できます。
• キーの ARN を入力します。—ARNボックスに、の Amazon リソースネーム (ARN) を入力
します。AWS KMSkey: ARN の形式は arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/
<key-id> です。

d.

[Log exports (ログのエクスポート)] セクションに入力します。
• CloudWatch に発行するログタイプの選択— 次のいずれかを選択します。
• [Enabled (有効)]— クラスターで DDL ログ記録を Amazon CloudWatch Logs にエクスポート
できるようにします。
• Disabled— クラスターで DDL ログを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートできないよ
うにします。デフォルトは [無効] です。
• IAM ロール— リストから [] を選択します。RDS サービスにリンクされたロール。

e.

[Tags (タグ)] セクションに入力します。
• タグの追加—キーボックスに、クラスターのタグの名前を入力します。値ボックスに、必要
に応じてタグ値を入力します。タグはAWS Identity and Access Management(IAM) ポリシー
で、Amazon DocumentDB リソースへのアクセスを管理したり、リソースに適用できるアク
ションを制御したりできます。

f.

[Deletion protection (削除保護)] セクションに入力します。
• 削除保護の有効化— クラスターが誤って削除されるのを防ぎます。このオプションが有効に
なっていると、クラスターを削除できません。

7.

[Restore cluster (クラスターの復元)] を選択します。

AWS CLI によるクラスタースナップショットからの
復元
AWS CLI を使用してスナップショットからクラスターを復元するには、以下のパラメータを指定
して restore-db-cluster-from-snapshot オペレーションを使用します。詳細については、
「RestoreDBClusterFromSnapshot (p. 707)」を参照してください。
• --db-cluster-identifier — 必須。オペレーションによって作成されるクラスターの名前。この名
前のクラスターは、このオペレーションの前に存在することはできません。
クラスターの名前付けの制約:
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• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとに、Amazon RDS、Neptune、およびAmazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする
必要がありますAWS アカウントリージョンごとに。
• --snapshot-identifier — 必須。復元前に使用されたスナップショットの名前。この名前のスナッ
プショットが存在し、利用可能な状態である必要があります。
• --engine — 必須。docdb を指定してください。
• --kms-key-id— オプション。暗号化されたスナップショットを復元するときや、暗号化されていな
いスナップショットからの復元時にクラスターを暗号化するときに使用する AWS KMS キー識別子の
ARN。AWS KMS キー ID を指定した場合は、スナップショットが暗号化されているかどうかにかかわ
らず、復元されたクラスターが AWS KMS キーで暗号化されます。
--kms-key-id の形式は arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/<key-id> です。--kmskey-id パラメータの値を指定しない場合は、以下のようになります。
• --snapshot-identifier のスナップショットが暗号化されている場合、復元されたクラスター
は、スナップショットの暗号化に使用されたものと同じ AWS KMS キーを使用して暗号化されます。
• --snapshot-identifier のスナップショットが暗号化されていない場合、復元されたクラスター
は暗号化されません。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot \
--db-cluster-identifier sample-cluster-restore \
--snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
--engine docdb \
--kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/SAMPLE-KMS-KEY-ID

Windows の場合:
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot ^
--db-cluster-identifier sample-cluster-restore ^
--snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
--engine docdb ^
--kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/SAMPLE-KMS-KEY-ID

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBCluster": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-restore",
"DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "creating",
"Endpoint": "sample-cluster-restore.cluster-node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster-restore.cluster-node.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"MultiAZ": false,
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "4.0.0",
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}

}

"Port": 27017,
"MasterUsername": "<master-user>",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
"DBClusterMembers": [],
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcdefgh",
"Status": "active"
}
],
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/<sample-key-id>",
"DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-cluster-restore",
"AssociatedRoles": [],
"ClusterCreateTime": "2020-04-01T01:43:40.871Z",
"DeletionProtection": true

クラスターのステータスが [available (使用可能)] になったら、そのクラスターに 1 つ以上のインスタンス
を作成します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-instance \
--db-cluster-identifier sample-cluster-restore \
--db-instance-identifier sample-cluster-restore-instance \
--availability-zone us-east-1b \
--promotion-tier 2 \
--db-instance-class db.r5.large \
--engine docdb

Windows の場合:
aws docdb create-db-instance ^
--db-cluster-identifier sample-cluster-restore ^
--db-instance-identifier sample-cluster-restore-instance ^
--availability-zone us-east-1b ^
--promotion-tier 2 ^
--db-instance-class db.r5.large ^
--engine docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBInstance": {
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-restore-instance",
"DBInstanceClass": "db.r5.large",
"Engine": "docdb",
"DBInstanceStatus": "creating",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcdefgh",
"Status": "active"
}
],
"AvailabilityZone": "us-west-2b",
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"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupName": "default",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"VpcId": "vpc-6242c31a",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"Subnets": [
{
"SubnetIdentifier": "subnet-abcdefgh",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-west-2a"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
...
}
]
},
"PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:43-fri:10:13",
"PendingModifiedValues": {},
"EngineVersion": "4.0.0",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PubliclyAccessible": false,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-restore",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/<sample-key-id>",
"DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
"PromotionTier": 2,
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-cluster-restoreinstance"
}
}

特定時点への復元
クラスターをバックアップ保持期間内の特定の時点に復元するには、AWS Management Console または
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。

Note
3.6 クラスタの 4.0 クラスタへのポイントインタイムリストアは実行できませんが、あるクラ
スタバージョンから別のクラスタバージョンに移行できます。詳細については、「Amazon
DocumentDB への移行 (p. 123)」を参照してください。
クラスターを特定時点に復元するときには、以下の点を考慮します。
• 新しいクラスターは、デフォルトのパラメータグループを使用して作成されることを除いて、ソースク
ラスターと同じ設定で作成されます。新しいクラスターのパラメータグループをソースクラスターのパ
ラメータグループに設定するには、ステータスが [使用可能] になってからクラスターを変更します。ク
ラスターの変更の詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)」を参照して
ください。

AWS Management Consoleを使用してポイントインタ
イムに復元する
AWS Management Consoleを使用して以下を完了すると、クラスターをバックアップ保持期間内のポイン
トインタイムに復元できます。
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1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。クラスターのリストで、復元するクラスターの左
側にあるボタンを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[アクション] メニューで、[Restore to point in time (特定時点への復元)] を選択します。

4.

[Restore time (復元時刻)] セクションに情報を入力して、復元する日時を指定します。

5.

a.

復元日— の間にある日付を選択または入力します。最早リストア時間と最新の復元時刻。

b.

復元時間— の間の時、分、秒を選択または入力します。最早リストア時間と最新の復元時刻。

[設定] セクションに情報を入力します。
a.

クラスター識別子— デフォルトの識別子を使用するか、任意の識別子を入力します。
クラスターの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとに Amazon RDS、Neptune、およびAmazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意に
する必要がありますAWS アカウントリージョンごとに。

6.

b.

インスタンスクラス— ドロップダウンリストで、クラスターのインスタンスに使用するインスタ
ンスクラスを選択します。

c.

インスタンス数— ドロップダウンリストで、クラスター復元時に作成するインスタンスの数を選
択します。

(オプション)。ネットワーク設定とクラスターオプションを設定し、ログのエクスポートを有効にす
るには、[詳細設定の表示] を選択し、次のセクションに入力します。それ以外の場合は、次のステッ
プに進みます。
• ネットワーク設定
1. Virtual Private Cloud (VPC)— ドロップダウンリストから、このクラスターで使用する VPC を選
択します。
2. サブネットグループ— ドロップダウンリストから、このクラスターのサブネットグループを選択
します。
3. VPC セキュリティグループ— ドロップダウンリストから、このクラスターの VPC セキュリティ
グループを選択します。

• クラスターオプション
1. ポート— デフォルトのポート (27017) を使用するか、上向き矢印と下向き矢印を使用して、この
クラスターと通信するポートを設定します。

• ログのエクスポート
1. 監査ログ— Amazon CloudWatch Logs への監査ログのエクスポートを有効にするには、こ
のオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、クラスターのカスタムパラ
メータグループで audit_logs を有効にする必要があります。詳細については、「Amazon
DocumentDB イベントの監査 (p. 209)」を参照してください。
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2. プロファイラーのログ— オペレーションのプロファイラーログを Amazon CloudWatch Logs に
エクスポートするには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、クラ
スターのカスタムパラメータグループの次のパラメータも変更する必要があります。
• profiler— に設定します。enabled。
• profiler_threshold_ms— 値に設定します。[0-INT_MAX]をクリックして、プロファイ
リングオペレーションのしきい値を設定します。
• profiler_sampling_rate— 値に設定します。[0.0-1.0]プロファイルする低速オペレー
ションの割合を設定します。
詳細については、「Amazon DocumentDB オペレーションのプロファイリング (p. 439)」を参
照してください。
3. プロファイラーのログ— プロファイラーログを Amazon CloudWatch にエクスポートします
4. IAM ロール— [] ドロップダウンリストから [] を選択します。RDS サービスにリンクされたロー
ル。
• [Tags] (タグ)
1. タグの追加—キーボックスに、クラスターのタグの名前を入力します。値ボックスに、必要
に応じてタグ値を入力します。タグはAWS Identity and Access Management(IAM) ポリシー
で、Amazon DocumentDB リソースへのアクセスを管理したり、リソースに適用できるアクショ
ンを制御したりできます。
• 削除保護
1. 削除保護の有効化— クラスターが誤って削除されるのを防ぎます。このオプションが有効になっ
ていると、クラスターを削除できません。
7.

クラスターを復元するには、[クラスターの作成] を選択します。または、[Cancel (キャンセル)] を選
択してオペレーションをキャンセルすることもできます。

AWS CLI を使用してポイントインタイムに復元する
スナップショットのバックアップ保持期間を使用して特定時点にクラスターを復元するには、以下のパラ
メータを指定して restore-db-cluster-to-point-in-time オペレーションを使用します。
• --db-cluster-identifier— 必須。作成する新しいクラスターの名前。このクラスターは、オペ
レーションの前に存在することはできません。パラメータ値は以下の制約を満たす必要があります。
クラスターの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとに Amazon RDS、Neptune、およびAmazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする必
要がありますAWS アカウントリージョンごとに。
• --restore-to-time— クラスターを復元する UTC 日時。例えば、2018-06-07T23:45:00Z。
時間の制約:
• クラスターの復元可能な最新時刻より前である必要があります。
• --use-latest-restorable-time パラメータを指定しない場合は、指定する必要があります。
• --use-latest-restorable-time パラメータが true である場合は、指定することはできませ
ん。
• --restore-type パラメータ値が copy-on-write である場合は、指定することはできません。
• --source-db-cluster-identifier— 復元元のソースクラスターの名前。このクラスターは存在し
ていて、使用可能である必要があります。
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• --use-latest-restorable-timeまたは--no-use-latest-restorable-time— 最新の復元可
能なバックアップ時間に復元するかどうか。--restore-to-time パラメータを使用する場合は、指定
することができません。
AWS CLI オペレーション restore-db-cluster-to-point-in-time では、クラスターのみ復元さ
れ、そのクラスターのインスタンスは復元されません。復元されたクラスターのインスタンスを作成す
るには、create-db-instance オペレーションを呼び出し、復元するクラスターの識別子を --dbcluster-identifier に指定する必要があります。インスタンスは、restore-db-cluster-topoint-in-time オペレーションを完了し、復元したクラスターが available になってから作成できます。

Example
次の例では、スナップショット sample-cluster-snapshot から復元可能な最新時刻に samplecluster-restored を作成します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
--db-cluster-identifier sample-cluster-restored \
--source-db-cluster-identifier sample-cluster-snapshot \
--use-latest-restorable-time

Windows の場合:
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time ^
--db-cluster-identifier sample-cluster-restored ^
--source-db-cluster-identifier sample-cluster-snapshot ^
--use-latest-restorable-time

Example
次の例では、スナップショット sample-cluster-snapshot から、2018 年 12 月 11 日 03:15 (UTC) へ
の sample-cluster-restored を作成します。これは、バックアップ保持期間 sample-cluster の範
囲内です。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
--db-cluster-identifier sample-cluster-restore \
--source-db-cluster-identifier sample-cluster \
--restore-to-time 2020-05-12T03:15:00Z

Windows の場合:
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time ^
--db-cluster-identifier sample-cluster-restore ^
--source-db-cluster-identifier sample-cluster ^
--restore-to-time 2020-05-12T03:15:00Z

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBCluster": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-west-2b",
"us-west-2a"
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],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-restored",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "creating",
"Endpoint": "sample-cluster-restored.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster-restored.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"MultiAZ": false,
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "4.0.0",
"Port": 27017,
"MasterUsername": "master-user",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
"DBClusterMembers": [],
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abc0123",
"Status": "active"
}
],
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID^>:key/sample-key",
"DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-clusterrestored",
"AssociatedRoles": [],
"ClusterCreateTime": "2020-04-24T20:14:36.713Z",
"DeletionProtection": false
}
}

クラスタースナップショットの削除
手動スナップショットは、AWS Management Console または AWS CLI を使用して手動で削除するときの
み削除される、完全バックアップです。自動スナップショットを手動で削除することはできません。自動
スナップショットが削除されるのは、スナップショットの保持期間が終了したときか、スナップショット
のクラスターを削除したときのみです。

AWS Management Consoleを使用してクラスタース
ナップショットを削除する
AWS Management Consoleを使用して手動クラスタースナップショットを削除するには、以下のステップ
を実行します。
1.
2.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで、「Snapshots」 を選択します。

Tip

3.

画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
スナップショットのリストで、削除するスナップショットの左側にあるボタンを選択します。スナッ
プショットのタイプは [手動] であることが必要です。
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1. スナップショットのタイプがマニュアルとしてリストされているかどうかをチェックし
てmanualまたはautomaticでタイプ列でロードバランサーの ID をクリックします。
4.

[Actions] メニューから、[Delete] を選択します。[削除] オプションが使用できない場合、自動スナッ
プショットを選択した可能性があります。

5.

削除の確認画面でスナップショットを削除するには、[削除] を選択します。スナップショットを保持
するには、[キャンセル] を選択します。

AWS CLIを使用してクラスタースナップショットを削
除する
Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットは、を使用して手動で削除することができる完全
バックアップです。AWS CLI。自動スナップショットを手動で削除することはできません。
AWS CLI を使用して手動クラスタースナップショットを削除するには、以下のパラメータを指定して
delete-db-cluster-snapshot オペレーションを使用します。

パラメータ
• --db-cluster-snapshot-identifier — 必須。削除する手動スナップショットの名前。
以下の例では、クラスタースナップショット sample-cluster-snapshot を削除します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb delete-db-cluster-snapshot \
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

Windows の場合:
aws docdb delete-db-cluster-snapshot ^
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

このオペレーションからの出力には、削除したクラスタースナップショットの詳細が一覧表示されます。
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Amazon DocumentDB のリソースの
管理
以下のセクションでは、Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) の実装を管理するためのさまざま
なコンポーネントと関連タスクについて説明します。
トピック
• Amazon DocumentDB 運用タスクの概要 (p. 252)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの概要 (p. 257)
• Amazon DocumentDB クラスター の管理 (p. 275)
• Amazon DocumentDB インスタンスを管理する (p. 322)
• Amazon DocumentDB サブネットグループの管理 (p. 344)
• Amazon DocumentDB の高可用性とレプリケーション (p. 354)
• Amazon DocumentDB イベントの管理 (p. 360)
• リージョンとアベイラビリティーゾーンの選択 (p. 364)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの管理 (p. 366)
• Amazon DocumentDB エンドポイントについて (p. 390)
• Amazon DocumentDB Amazon リソースネーム (ARN) の理解 (p. 395)
• Amazon DocumentDB リソースにタグ付けをする (p. 399)
• Amazon DocumentDB のメンテナンス (p. 403)
• サービスにリンクされたロールを理解する (p. 409)

Amazon DocumentDB 運用タスクの概要
このセクションでは、Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) クラスターの運用タスクと、を使用
してこれらのタスクを完了する方法について説明します。AWS CLI。
トピック
• Amazon DocumentDB クラスターへのレプリカの追加 (p. 252)
• クラスターとインスタンスの説明 (p. 253)
• クラスタースナップショットの作成 (p. 254)
• スナップショットからの復元 (p. 255)
• クラスターからインスタンスを削除する (p. 256)
• クラスターの削除 (p. 256)

Amazon DocumentDB クラスターへのレプリカの追加
Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタンスを作成した後、1 つまたは複数の追加できま
す。レプリカ。レプリカは、2 つの目的に対応する読み取り専用インスタンスです。
• スケーラビリティ：同時アクセスを必要とするクライアントが多数ある場合は、レプリカを追加して読
み取りをスケーリングできます。
• 高可用性— プライマリインスタンスが失敗した場合、Amazon DocumentDB は自動的にレプリカインス
タンスにフェイルオーバーし、そのインスタンスを新しいプライマリとして指定します。レプリカに障
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害が発生しても、障害が発生したノードが回復するまで、クラスター内の他のインスタンスがリクエス
トを処理することができます。
各 Amazon DocumentDB クラスターは、最大 15 個のレプリカをサポートできます。

Note
耐障害性を最大にするため、レプリカを異なるアベイラビリティーゾーンにデプロイする必
要があります。これにより、アベイラビリティーゾーン全体が使用できない場合でも Amazon
DocumentDB クラスターが機能し続けることができます。
次の AWS CLI の例は、新しいレプリカの追加方法を示しています。--availability-zone パラメータ
は、指定されたアベイラビリティーゾーンにレプリカを配置します。
aws docdb create-db-instance \
--db-instance-identifier sample-instance \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--engine docdb \
--db-instance-class db.r5.large \
--availability-zone us-east-1a

クラスターとインスタンスの説明
以下のようになりますAWS CLI例では、リージョン内のすべてのAmazon DocumentDB クラス
ターを一覧表示します。クラスターおよびインスタンスのライフサイクル管理などの特定の管理
機能では、Amazon DocumentDB は、Amazon RDS と共有される運用テクノロジーを使用しま
す。-filterName=engine,Values=docdbフィルターパラメータはAmazon DocumentDB クラスターの
みを返します。
クラスターの説明と変更の詳細については、「Amazon DocumentDB クラスター ライフサイク
ル (p. 280)」を参照してください。
aws docdb describe-db-clusters --filter Name=engine,Values=docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusters": [
{
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-1",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
...
},
{
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
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},
{

}

]

}

"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
...
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-3",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
...

以下のようになりますAWS CLI例では、Amazon DocumentDB クラスター内のインスタンスを一覧表示し
ます。クラスターの説明と変更の詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのライフサイク
ル (p. 328)」を参照してください。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterMembers]'

出力は次のようになります。この出力には、2 つのインスタンスがあります。プライマリインスタン
スは sample-instance-1 ("IsClusterWriter": true) です。レプリカインスタンス sampleinstance2 ("IsClusterWriter: false") もあります。
[

[

[

{

},
{

]

]

]

}

"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
"IsClusterWriter": true,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-2",
"IsClusterWriter": false,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1

クラスタースナップショットの作成
あるクラスタースナップショットは、Amazon DocumentDB クラスター内のデータの完全なバックアッ
プです。スナップショットが作成されるときに、Amazon DocumentDB はクラスターボリュームから直
接データを読み取ります。このため、その時点で実行中のインスタンスがクラスターにない場合でも、ス
ナップショットを作成できます。スナップショットを作成するためにかかる時間は、クラスターボリュー
ムサイズによって異なります。

254

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
スナップショットからの復元

Amazon DocumentDB では、自動バックアップがサポートされています。自動バックアップは、優先バッ
クアップウィンドウ (日中 30 分間) に毎日行われます。次の AWS CLI の例では、クラスターのバックアッ
プウィンドウを表示する方法を示しています。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].PreferredBackupWindow'

出力には、バックアップウィンドウ (UTC) が表示されています。
[
]

"00:18-00:48"

バックアップウィンドウは、Amazon DocumentDB クラスターの作成時に定義できます。次の例に示す
ように、バックアップウィンドウを変更することもできます。バックアップウィンドウを定義しない場
合、Amazon DocumentDB は自動的にクラスターに割り当てます。
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--preferred-backup-window "02:00-02:30"

自動バックアップに加えて、いつでもクラスタースナップショットを手動で作成できます。この操作を行
うときは、後で復元できるように、バックアップするクラスターと、スナップショットの一意の名前を指
定します。
次の AWS CLI の例では、データのスナップショットを作成する方法を示します。
aws docdb create-db-cluster-snapshot \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

スナップショットからの復元
クラスタースナップショットを新しい Amazon DocumentDB クラスターに復元できます。これを行うに
は、スナップショットの名前と新しいクラスターの名前を指定します。スナップショットから既存のクラ
スターに復元することはできません。代わりに、Amazon DocumentDB は復元時に新しいクラスターを作
成し、スナップショットデータを入力します。
次の例は、クラスター sample-cluster のすべてのスナップショットを示しています。
aws docdb describe-db-cluster-snapshots \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusterSnapshots[*].[DBClusterSnapshotIdentifier,SnapshotType,Status]'

出力は次のようになります。手動スナップショットは手動で作成したものであり、自動スナップショット
は、クラスターのバックアップウィンドウ内で Amazon DocumentDB によって作成されます。
[

],
[

"sample-cluster-snapshot",
"manual",
"available"
"rds:sample-cluster",
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]

]

"automated",
"available"

次の例は、スナップショットから Amazon DocumentDB クラスターを復元する方法を示しています。
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot \
--engine docdb \
--db-cluster-identifier new-sample-cluster \
--snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

新しいクラスターには関連付けられたインスタンスがありません。このクラスターを操作するには、イン
スタンスを追加する必要があります。
aws docdb create-db-instance \
--db-instance-identifier new-sample-instance \
--db-instance-class db.r5.large \
--engine docdb \
--db-cluster-identifier new-sample-cluster

以下の AWS CLI オペレーションを使用すると、クラスターとインスタンスの作成の進行状況をモニタリ
ングできます。クラスターとインスタンスのステータスが利用可能になったら、新しいクラスターのエン
ドポイントに接続し、データにアクセスできます。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier new-sample-cluster
--query 'DBClusters[*].[Status,Endpoint]'

\

aws docdb describe-db-instances \
--db-instance-identifier new-sample-instance \
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceStatus]'

クラスターからインスタンスを削除する
Amazon DocumentDB はすべてのデータをクラスターボリュームに保存します。クラスターからすべての
インスタンスを削除しても、そのクラスターボリュームのデータは保持されます。データに再アクセスす
る必要がある場合は、いつでもクラスターにインスタンスを追加し、中断した個所から再開できます。
次の例は、Amazon DocumentDB クラスターからインスタンスを削除する方法を示しています。
aws docdb delete-db-instance \
--db-instance-identifier sample-instance

クラスターの削除
Amazon DocumentDB クラスターを削除する前に、最初にそのすべてのインスタンスを削除する必要があ
ります。次の AWS CLI の例では、クラスター内のインスタンスに関する情報を返します。このオペレー
ションでインスタンス識別子が返される場合は、各インスタンスを削除する必要があります。詳細につい
ては、「クラスターからインスタンスを削除する (p. 256)」を参照してください。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].DBClusterMembers[*].DBInstanceIdentifier'
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その他のインスタンスが残っていない場合は、クラスターを削除できます。そのときに、次のいずれかの
オプションを選択する必要があります。
• 最終スナップショットの作成— スナップショット内のすべてのクラスターデータをキャプチャし、その
データを後で使用して新しいインスタンスを再作成できます。次の例は、その方法を示しています。
aws docdb delete-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--final-db-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot

• 最終スナップショットをスキップする— すべてのクラスターデータを完全に破棄します。この操作は取
り消すことができません。次の例は、その方法を示しています。
aws docdb delete-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--skip-final-snapshot

Amazon DocumentDB グローバルクラスターの概
要
グローバルクラスターとは
グローバルクラスターは、1 つのプライマリリージョンと、最大 5 つの読み取り専用セカンダリリージョ
ンで構成されます。書き込みオペレーションを、プライマリリージョンのプライマリクラスターに直接行
うと、Amazon DocumentDB 専用のインフラストラクチャを使用してセカンダリリージョンにデータを自
動的にレプリケートします。レイテンシーは通常 1 秒未満です。

グローバルクラスターはどのように役立つのか
• リージョン全体の停止からのリカバリー - リージョン全体の停止が発生した場合、セカンダリクラス
ターの 1 つを数分以内にプライマリクラスターに昇格できます。通常、目標復旧時間 (RTO) は 1 分未満
です。通常、目標復旧時点 (RPO) は秒単位で測定されますが、これは障害発生時のネットワーク経由の
遅延によって異なります。
• ローカルレイテンシーによるグローバルな読み取り - 世界中にオフィスを持つ企業は、グローバルクラ
スターを使用することで、自社の主な情報源をプライマリリージョンで最新状態に保つことができま
す。他のリージョンにあるオフィスは、自社のリージョンにある情報にローカルのレイテンシーでアク
セスすることができます。
• スケーラブルなセカンダリクラスター - 読み取り専用のインスタンス をセカンダリリージョンにさらに
追加することでセカンダリクラスターは、スケールできます。セカンダリクラスターは読み取り専用で
す。したがって、読み取り専用のレプリカインスタンスを、1 つの クラスターにつき、通常の 15 件で
はなく最大 16 件サポートします。
• プライマリからセカンダリクラスターへの迅速なレプリケーション - グローバルクラスターによるレプ
リケーションは、プライマリデータベースクラスターのパフォーマンスにほとんど影響しません。DB
インスタンスのリソースは、全面的にアプリケーションの読み取りおよび書き込みワークロードに当て
られます。

グローバルクラスターの現在の制限は何ですか。
• グローバルクラスターは Amazon DocumentDB v3.6 ではサポートされていません。
• グローバルクラスターは、t4、t4、t4、t4、t4 インスタンスタイプではサポートされていません。
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• グローバルクラスタは次のリージョンでは使用できません。AWS GovCloud (米国西部)、南米 (サンパウ
ロ)、欧州 (ミラノ)、欧州 (ミラノ)、欧州 (ミラノ)
• リージョナルフェイルオーバーが発生した場合は、手動でセカンダリクラスターをプライマリクラス
ターに昇格させ、新しいプライマリクラスターを指すようにアプリケーションを変更する必要がありま
す。
• 書き込みオペレーションはプライマリクラスターのみが実行します。書き込みオペレーションを実行す
るクライアントは、プライマリクラスターの クラスターエンドポイントに接続します。
• クラスターには、最大 5 つのセカンダリリージョンと 1 つのプライマリリージョンを設定できます。
• セカンダリクラスターは停止できません。プライマリクラスターにセカンダリクラスターが関連付けら
れている場合、プライマリクラスターを停止できません。セカンダリクラスターを持たないリージョナ
ルクラスターのみを停止できます。
• セカンダリクラスターにアタッチされたレプリカは、特定の場合に再起動することが可能です。プライ
マリリージョンのインスタンスが再起動またはフェイルオーバーすると、そのセカンダリリージョンに
あるレプリカも再起動します。このクラスターは、その後すべてのレプリカがプライマリデータベース
のクラスターのライターインスタンスと同期するまでは使用できません。この動作は想定されるもので
す。プライマリクラスターに変更を加えるときは、必ず事前に、グローバルクラスターへの影響を把握
してください。
• AWS CloudFormation を使用してグローバルクラスターを管理できません。
• セカンダリクラスターでは変更ストリームを使用できません。
トピック
• クイックスタートガイド グローバルクラスター (p. 258)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの管理 (p. 267)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターへの接続 (p. 273)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターのモニタリング (p. 273)
• 災害対策および Amazon DocumentDB グローバルクラスター (p. 274)

クイックスタートガイド グローバルクラスター
トピック
• 構成 (p. 258)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成 (p. 259)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターへの AWS リージョン の追加 (p. 265)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターのスナップショットの使用 (p. 267)

構成
Amazon DocumentDB グローバルクラスターは、少なくとも 2 つの AWS リージョン にまたがっていま
す。プライマリリージョンは、1 つのプライマリ (ライター) インスタンスと最大 15 のレプリカインスタ
ンスを持つクラスターをサポートします。セカンダリリージョンでは、最大 16 個のレプリカインスタン
スで構成される読み取り専用クラスターが実行されます。グローバルクラスターには、最大 5 つのセカ
ンダリリージョンを設定することできます。この表は、グローバルクラスターで許容されているクラス
ター、インスタンス、レプリカの最大数をリスト化したものです。
説明

プライマリ AWS リージョン

セカンダリ AWS リージョン

クラスター

1

5 (最大)
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説明

プライマリ AWS リージョン

セカンダリ AWS リージョン

ライターインスタンス

1

0

読み取り専用インスタンス
(Amazon DocumentDB レプリ
カ)、クラスターごと

15 (最大数)

16 (総数)

読み取り専用インスタンス (最大
許容数、指定されたセカンダリ
リージョンの実数)

15 - s

s = セカンダリ AWS リージョン
の総数

クラスターには、以下の固有の要件があります。
• データベースインスタンスクラスの要件-のみ使用可能ですdb.r5そしてdb.r6インスタンスクラス
• AWS リージョン 要件 — プライマリクラスターは 1 つのリージョンに存在し、少なくとも 1 つのセカン
ダリクラスターが同じアカウントの別のリージョンに存在する必要があります。セカンダリ (読み取り
専用) クラスターは最大 5 つ作成できます。それぞれが異なるリージョンに存在していなければなりま
せん。つまり、2 つのクラスターを、同じリージョン内に置くことはできません。
• 命名の要件 - それぞれのクラスターで選ぶ名前は、すべてのリージョンにおいて一意でなければなりま
せん。異なるクラスターに、たとえそれらが別のリージョンに置かれていたとしても、同じ名前を付け
ることはできません。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成
最初のグローバルクラスターを構築する準備はできていますか。このセクションでは、以下の手順を AWS
Management Console または AWS CLI を使用して、新しいデータベースクラスターとインスタンスを使
用してまったく新しいグローバルクラスターを作成する方法について説明します。

AWS Management Consoleの使用
1.

AWS Management Console で、Amazon DocumentDB に移動します。

2.

Amazon DocumentDB コンソールにアクセスしたら、[クラスター] を選択します。

3.

[作成] を選択します。
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4.

Amazon DocumentDB クラスター のフォームの [設定] セクションをそれぞれに応じて入力します。
• クラスター識別子: このインスタンスの一意の識別子を入力するか、クラスター識別子に基づき
Amazon DocumentDB でインスタンスを指定できるようにします。
• エンジンのバージョン: 選択してください4.0.0
• インスタンスクラス: 選択してくださいdb.r5.large
• インスタンス数: 選択してください3。

5.

[認証] セクションで、マスターユーザーネームとマスターパスワードを入力します。

6.

[詳細設定を表示] を選択します。

7.

[ネットワーク設定] セクション :
• 仮想プライベートクラウド と サブネットグループ のデフォルトオプションを保持します。
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• VPC セキュリティグループの場合、デフォルト VPC は既に追加されている必要があります。

• [VPC セキュリティグループ] フィールドに DocDB を入力し、[DocDB-Inbound (VPC)] を選択しま
す。

8.

にとってクラスターオプションそしてEncryption-at-rest、デフォルトの選択のままにします。
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9.

バックアップ と ログのエクスポートの場合は、デフォルトの選択のままにします。

10. メンテナンス、タグ、および 削除保護 の場合は、デフォルトの選択のままにします。
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11. 次に、[作成] というボタンをクリックしてください。

AWS CLIの使用
Amazon DocumentDB リージョナルクラスターを作成するには、create-db-cluster AWS CLI を呼び
出します。以下の AWS CLI コマンドは、global-cluster-id という名前の Amazon DocumentDB ク
ラスターを作成します。削除に対する保護についての詳細は、「Amazon DocumentDB グローバルクラス
ターの削除 (p. 304)」を参照してください。
また、--engine-version はデフォルトで最新のメジャーエンジンバージョンとなるオプションのパ
ラメータです。現在のメジャーエンジンバージョンは 4.0.0 です。新しいメジャーエンジンバージョン
がリリースされると、--engine-version のデフォルトのエンジンバージョンが最新のメジャーエン
ジンバージョンに更新されます。その結果、本稼働ワークロード、特にスクリプティング、自動化、ま
たは AWS CloudFormation テンプレートの場合は、明示的に目的のメジャーバージョンを --engineversion 指定することをお勧めします。
もし db-subnet-group-name または vpc-security-group-id が指定されていない場合、Amazon
DocumentDB は、指定されたリージョンに対してデフォルトのサブネットグループと Amazon VPC セ
キュリティグループを使用します。
次の例では、各 ############## を独自の情報に置き換えます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-cluster \
--global-cluster-identifier global-cluster-id \
--source-db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-id

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster ^
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--global-cluster-identifier global-cluster-id ^
--source-db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-id

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBCluster": {
"StorageEncrypted": false,
"DBClusterMembers": [],
"Engine": "docdb",
"DeletionProtection" : "enabled",
"ClusterCreateTime": "2018-11-26T17:15:19.885Z",
"DBSubnetGroup": "default",
"EngineVersion": "4.0.0",
"MasterUsername": "masteruser",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:cluster-id",
"DBClusterIdentifier": "cluster-id",
"MultiAZ": false,
"DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
"PreferredBackupWindow": "09:12-09:42",
"DbClusterResourceId": "cluster-KQSGI4MHU4NTDDRVNLNTU7XVAY",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:04:17-tue:04:47",
"Port": 27017,
"Status": "creating",
"ReaderEndpoint": "cluster-id.cluster-ro-sfcrlcjcoroz.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"AssociatedRoles": [],
"HostedZoneId": "ZNKXTT8WH85VW",
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
"Status": "active"
}
],
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1c",
"us-east-1e"
],
"Endpoint": "cluster-id.cluster-sfcrlcjcoroz.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
}
}

クラスターが作成されるまでに数分かかります。AWS Management Console または AWS CLI を使用し
て、クラスターのステータスをモニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラス
ターのステータスのモニタリング (p. 414)」を参照してください。

Important
AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB リージョナルクラスターを作成すると、インスタン
スは作成されません。したがって、プライマリインスタンスと必要なレプリカインスタンスを明
示的に作成してください。インスタンスを作成するには、コンソールまたは AWS CLI を使用しま
す。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加する (p. 328)
および CreateDBCluster (p. 600)」がある「Amazon DocumentDB API リファレンス」を参照し
てください。
リージョンクラスターが使用可能になったら、の手順に従って、別のリージョンにセカンダリクラスター
を追加できます。Amazon DocumentDB グローバルクラスターへの AWS リージョン の追加 (p. 265)。
リージョンを追加すると、リージョンクラスターがプライマリクラスタになり、選択したリージョンに新
しいセカンダリクラスターが作成されます。
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Amazon DocumentDB グローバルクラスターへの AWS リージョ
ン の追加
グローバルクラスターは、プライマリクラスターとは異なるリージョンに少なくとも 1 つのセカンダリク
ラスターを必要とし、最大 5 つのセカンダリクラスターを追加できます。追加する各セカンダリクラス
ターで、プライマリクラスターに許容されたレプリカの数を減らします。例えば、グローバルクラスター
に 5 つのセカンダリリージョンがある場合、プライマリクラスターが持てるレプリカの数は 10 です (15
ではなく)。詳細については、「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの設定要件」を参照してくだ
さい。

AWS Management Consoleの使用
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

セカンダリクラスターを追加するクラスターを選択します。クラスターが Available であることを
確認します。

4.

ドロップダウンメニューから [アクション] を選択し、[リージョンの追加] を選択します。

5.

[リージョンの追加] ページで、セカンダリリージョンを選択します。同じグローバルクラスターのセ
カンダリクラスターがすでに存在するリージョンを選択することはできません。また、プライマリ
クラスターと同じリージョンにすることはできません。これが最初に追加するリージョンである場合
は、選択したグローバルクラスター ID も指定する必要があります。
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6.

新しいリージョンのセカンダリクラスターの残りのフィールドを入力し、[クラスターの作成] を選択
してください。リージョンの追加が完了すると、[クラスター] の AWS Management Console のリス
トに表示されます。

AWS CLIの使用
•

お客様のグローバルクラスターの名前 create-db-cluster を指定して、(--global-clusteridentifier) CLI コマンドを使用します。他のパラメータでは、以下の操作を行います。
• --region では、プライマリリージョンのものとは異なる AWS リージョン を選択します。
• --engine および --engine-version パラメータの特定の値を選択します。
• 暗号化されたクラスターの場合は、プライマリ AWS リージョン を暗号化の --source-region
として指定します。

次の例では、新しい Amazon DocumentDB クラスターを作成し、それを読み取り専用セカンダリクラス
ターとしてグローバルクラスターにアタッチします。最後のステップでは、インスタンスを新しいクラス
ターに追加します。
次の例では、各 ############## を独自の情報に置き換えます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb --region secondary-region-id \
create-db-cluster \
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--db-cluster-identifier cluster-id \
--global-cluster-identifier global-cluster-id \
--engine-version version
aws docdb --region secondary-region-id \
create-db-instance \
--db-cluster-identifier cluster-id \
--global-cluster-identifier global-cluster-id \
--engine-version version \
--engine docdb

Windows の場合:
aws docdb --region secondary-region-id ^
create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier cluster-id ^
--global-cluster-identifier global-cluster-id ^
--engine-version version
aws docdb --region secondary-region-id ^
create-db-instance ^
--db-cluster-identifier cluster-id ^
--global-cluster-identifier global-cluster-id ^
--engine-version version ^
--engine docdb

Amazon DocumentDB グローバルクラスターのスナップショット
の使用
Amazon DocumentDB クラスターのスナップショットを復元することで、グローバルクラスターの開始ポ
イントとして使用することができます。これを行うには、スナップショットを復元し、新しいクラスター
を作成する必要があります。これは、グローバルクラスタのプライマリクラスターとして機能します。次
に、復元したクラスターを別のリージョンに追加して、グローバルクラスターに変換します。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターの管理
グローバルクラスターを構成する個別のクラスターに対して、ほとんどの管理オペレーションを実行でき
ます。コンソールで、[Group related resources (グループ関連のリソース)] を[クラスター] ページで選択す
ると、プライマリクラスターとセカンダリクラスターが、関連付けられたグローバルクラスターの下にグ
ループとして表示されます。
グローバルクラスターの [設定] タブには、AWS リージョン クラスターが実行されている場所、バージョ
ン、およびグローバルクラスターの識別子が表示されています。
トピック
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの変更 (p. 268)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターのパラメータの変更 (p. 268)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターからのクラスターの削除 (p. 268)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターからのクラスターの削除 (p. 270)
• セカンダリリージョンでのヘッドレス Amazon DocumentDB クラスターの作成 (p. 271)
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Amazon DocumentDB グローバルクラスターの変更
AWS Management Console の [クラスター] ページには、すべてのグローバルクラスターが表示され、そ
れぞれのプライマリクラスターおよびセカンダリクラスターとともに表示されます。グローバルクラス
ターには、独自の構成設定があります。具体的には、プライマリクラスターとセカンダリクラスターに関
連付けられたリージョンがあります。
グローバルクラスターに変更を加えると、変更をキャンセルする機会が与えられます。
[続行] を選択したら、変更を確認します。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターのパラメータの変更
グローバルクラスター内の各クラスターで、クラスターパラメータグループを個別に設定することができ
ます。ほとんどのパラメータの動作は、他の種類の Amazon DocumentDB クラスターと同じです。グロー
バルデータベース内のすべてのクラスター間で設定の一貫性を保つことをお勧めします。これにより、セ
カンダリクラスターをプライマリクラスターに昇格した場合に、予期しない動作の変更が生じることを回
避できます。
例えば、別のクラスターがプライマリクラスターを肩代わりしたときに動作が変わらないように、タイム
ゾーンと文字セットに同じ設定を使用します。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターからのクラスターの
削除
グローバルクラスターからクラスターを削除したい場合がいくつかあります。例えば、プライマリクラス
ターの性能低下や切断が生じて、グローバルクラスターからクラスターを削除したい場合があります。そ
の後、新しいグローバルクラスターを作成するために使用できるスタンドアロンのプロビジョニングクラ
スターになります。詳細については、「予期しない停止からグローバルクラスターを手動で復旧する」を
参照してください。
また、不要になったグローバルクラスターを削除するために、クラスターを削除する場合も可能です。関
連するすべてのクラスターを削除 (デタッチ) した後、プライマリが最後に残るまで、グローバルクラス
ターを削除することはできません。詳細については、「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削
除」を参照してください。

Note
クラスターがグローバルクラスターからデタッチされると、プライマリは同期されなくなりま
す。これは、完全な読み取り/書き込み機能を備えたスタンドアロンのプロビジョニングクラス
ターになります。さらに、Amazon DocumentDB コンソールに表示されなくなりました。これ
は、クラスターが配置されたコンソールでリージョンを選択した場合にのみ表示されます。
AWS Management Console、AWS CLI、または RDS API を使用すると、グローバルクラスターからクラ
スターを削除できます。

AWS Management Consoleの使用
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションで [Clusters (クラスター)] を選択します。
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3.

グローバルクラスターを展開して、すべてのセカンダリクラスターを表示します。削除するセカンダ
リクラスターを選択します。[アクション] を選択し、ドロップダウンメニューで [グローバルから削
除] を選択します。

4.

グローバルクラスターからセカンダリをデタッチするかどうかを確認するプロンプトが表示されま
す。グローバルクラスターからクラスターを削除するには、[削除して昇格する] を選択します。

クラスターは、セカンダリとして機能しなくなり、プライマリクラスターと同期しなくなります。これ
は、完全な読み取り/書き込み機能を備えたスタンドアロンクラスターです。
すべてのセカンダリクラスターを解除または削除したら、次にプライマリクラスターを同じ方法で解除
できます。すべてのセカンダリクラスターを削除するまで、グローバルクラスターからプライマリクラス
ターをデタッチ (削除) することはできません。グローバルクラスターは、リージョンと AZ が 0 のままク
ラスターリストに残り続ける場合があります。今後このグローバルクラスターを使用しない場合は、削除
できます。

AWS CLIの使用
グローバルクラスターからクラスターを削除するには、次のパラメータを指定して、remove-fromglobal-cluster CLI コマンドを実行します。
• --global-cluster-identifier - グローバルクラスターの名前 (識別子)。
• --db-cluster-identifier - グローバルクラスターから削除する各クラスターの名前。
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以下の例では、まずセカンダリクラスターを削除し、次にグローバルクラスターからプライマリクラス
ターを削除します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb --region secondary_region \
remove-from-global-cluster \
--db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN \
--global-cluster-identifier global_cluster_id
aws docdb --region primary_region \
remove-from-global-cluster \
--db-cluster-identifier primary_cluster_ARN \
--global-cluster-identifier global_cluster_id

グローバルクラスターの各セカンダリリージョンで remove-from-global-cluster --db-clusteridentifier secondary_cluster_ARN コマンドを繰り返し実行します。
Windows の場合:
aws docdb --region secondary_region ^
remove-from-global-cluster ^
--db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN ^
--global-cluster-identifier global_cluster_id
aws docdb --region primary_region ^
remove-from-global-cluster ^
--db-cluster-identifier primary_cluster_ARN ^
--global-cluster-identifier global_cluster_id

グローバルクラスターの各セカンダリリージョンで remove-from-global-cluster --db-clusteridentifier secondary_cluster_ARN コマンドを繰り返し実行します。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターからのクラスターの
削除
グローバルクラスターを削除するには、以下の操作を行います。
• グローバルクラスターからすべてのセカンダリクラスターを削除します。各クラスターは、スタンドア
ロンクラスターになります。前のセクション「グローバルクラスターの削除」を参照してください。
• 各スタンドアロンクラスターから、すべてのレプリカを削除します。
• グローバルクラスターからプライマリクラスターを削除します。これは、スタンドアロンクラスターに
なります。
• プライマリクラスターから、まずすべてのレプリカを削除し、次にプライマリインスタンスを削除しま
す。新しいスタンドアロンクラスターからプライマリインスタンスを削除すると、通常クラスターとグ
ローバルクラスターも削除されます。

AWS Management Consoleの使用
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールに移動します。

2.

[クラスター] を選択し、削除するグローバルクラスターを見つけます。
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3.

グローバルクラスターを選択した状態で、[削除] を [アクション] メニューから選択します。

グローバルクラスターからすべてのクラスターが削除されていることを確認します。グローバルクラス
ターでは、リージョンと AZ が 0で、クラスターのサイズが 0 と表示されるはずです。グローバルクラス
ターにクラスターが含まれている場合は、これを削除できません。まず、前のステップの [グローバルクラ
スターの削除] の指示に従わなければなりません。

AWS CLIの使用
グローバルクラスターを削除するには、次の例のように、delete-global-cluster とグローバルクラ
スターの識別子の名前を指定して、AWS リージョン CLI コマンドを実行します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb --region primary_region delete-global-cluster \
--global-cluster-identifier global_cluster_id

Windows の場合:
aws docdb --region primary_region delete-global-cluster ^
--global-cluster-identifier global_cluster_id

セカンダリリージョンでのヘッドレス Amazon DocumentDB ク
ラスターの作成
Amazon DocumentDB グローバルクラスターでは、プライマリとは異なる AWS リージョン に少なくと
も 1 つのセカンダリクラスター必要ですが、セカンダリクラスターにはヘッドレス構成を使用できます。
ヘッドレスセカンダリ Amazon DocumentDB クラスターは、インスタンスがないクラスターのことです。
この種類の設定では、グローバルクラスターの費用を削減できます。Amazon DocumentDB クラスターで
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は、コンピューティングとストレージは分離されています。インスタンスがない場合、コンピューティン
グに対する課金は発生せず、ストレージに対してのみが課金されます。正しく設定されていれば、ヘッド
レスセカンダリのストレージボリュームはプライマリクラスターと同期したままになります。
Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成時に通常行うように、セカンダリクラスターを追加
します。ただし、プライマリクラスターがセカンダリへのレプリケーションを開始した後、セカンダリ
クラスターから読み取り専用インスタンスを削除します。インスタンスがなくなったため、このセカン
ダリクラスターは「ヘッドレス」とみなされます。ただし、ストレージボリュームはプライマリ Amazon
DocumentDB クラスターと同期されたままとなります。

Important
リージョン全体の障害を 15 分以上許容できるお客様にのみ、ヘッドレスクラスターをお勧めしま
す。これは、ヘッドレスセカンダリクラスターを使用してリージョン全体の障害から復旧するに
は、フェイルオーバー後にユーザーが新しいインスタンスを作成する必要があるためです。新し
いインスタンスが利用可能になるまで 10 ～ 15 分かかることがあります。

ヘッドレスセカンダリクラスターをお客様のグローバルクラスターに追加するに
は
1.

AWS Management Console にサインインし、[Amazon DocumentDB コンソール] を開きます。

2.

左のナビゲーションで [Clusters (クラスター)] を選択します。

3.

セカンダリクラスターを必要とするグローバルクラスターを選択します。プライマリクラスターが
Available であることを確認します。

4.

[アクション] で、[リージョンの追加] を選択します。

5.

[リージョンの追加] ページで、セカンダリリージョンを選択します。

Note
同じグローバルクラスターのセカンダリクラスターがすでに存在するリージョンを選択する
ことはできません。また、プライマリクラスターと同じリージョンにすることはできませ
ん。
6.

新しいリージョンのセカンダリクラスターの残りのフィールドに入力してください。これらは、他の
クラスターインスタンスと同じ設定オプションです。

7.

リージョンを追加します。グローバルクラスターへのリージョンの追加が完了すると、Clusters の
AWS Management Console のリストに表示されます。

8.

続行する前に、AWS Management Console または AWS CLI を使用して、セカンダリクラスターとそ
のリーダーインスタンスのステータスを確認します。以下に、AWS CLI を使用した場合のコマンドの
例を示します。
$ aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier secondary-cluster-id --query
'*[].[Status]' --output text

新しく追加されたセカンダリクラスターのステータスが作成中から使用可能に変わるまでに数分かか
る場合があります。クラスターが使用可能になったら、リーダーインスタンスを削除できます。
9.

セカンダリクラスターでリーダーインスタンスを選択し、[Delete (削除)] を選択します。

10. リーダーインスタンスを削除しても、セカンダリクラスターはグローバルクラスターの一部にとどま
ります。関連付けられたインスタンスは存在しません。

Note
このヘッドレスセカンダリの Amazon DocumentDB クラスターを使用して、Amazon
DocumentDB グローバルクラスターをプライマリリージョンの予期しない停止から手動で復旧で
きます。
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Amazon DocumentDB グローバルクラスターへの接続
グローバルクラスターへの接続方法は、クラスターへの書き込みと、クラスターからの読み取りの、どち
らを必要とするのかに応じて異なります。
• 読み取り専用のリクエストまたはクエリ場合、AWS リージョン にあるクラスターのリーダーエンドポ
イントに接続します。
• データ操作言語 (DML) またはデータ定義言語 (DDL) のステートメントを実行するには、プライマリクラ
スターのクラスターエンドポイントに接続します。このエンドポイントは、アプリケーションとは異な
る AWS リージョン に存在する場合があります。
コンソールでグローバルクラスターを表示すると、そのすべてのクラスターに関連付けられているすべて
の汎用エンドポイントを表示できます。
グローバルクラスターへの接続方法は、データベースへの書き込みと、データベースからの読み取り
の、どちらを必要とするのかに応じて異なります。プライマリリージョンから提供する DDL、DML、
および読み取りオペレーションの場合は、プライマリクラスターに接続する必要があります。レプリカ
セットモードのクラスターエンドポイントを使用し、プライマリクラスターに接続し、読み取り設定を
secondaryPreferred=true にすることをお勧めします。これにより、プライマリクラスターのライ
ターインスタンスに書き込みトラフィックがルーティングされ、読み取りトラフィックがプライマリクラ
スターのレプリカインスタンスにルーティングされます。
クロスリージョンでは、読み取り専用トラフィックの場合は、1 つのセカンダリクラスターに接続する必
要があります。レプリカセットモードのクラスターエンドポイントを使用し、セカンダリクラスターに接
続することをお勧めします。すべてのインスタンスは読み取り専用レプリカインスタンスであるため、読
み取り設定を指定する必要はありません。レイテンシーを最小限にするときは、お使いのリージョンか、
最寄りのリージョンの、いずれかにあるリーダーエンドポイントを選択します。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターのモニタ
リング
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、 CloudWatch クラスターのオペレーションメトリクスを収集
および分析できます。これらのメトリクスは、 CloudWatchコンソール、Amazon DocumentDB コンソー
ル、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または CloudWatch API。
グローバルクラスターをモニタリングするには、以下を使用します CloudWatch メトリクス。
メトリクス

説明

GlobalClusterReplicatedWriteIO

プライマリ AWS リージョン のクラスターボ
リュームから、セカンダリ AWS リージョン のク
ラスターボリュームにレプリケートされた課金書
き込み I/O オペレーションの平均数は 5 分間隔で
報告されます。各セカンダリリージョンへレプリ
ケートされた ReplicatedWriteIOs の数は、
リージョン内の VolumeWriteIOPs の数と同じ
で、プライマリリージョンによって実行されま
す。

GlobalClusterDataTransferBytes

プライマリクラスターの AWS リージョン からセ
カンダリクラスターの AWS リージョン に転送さ
れるデータ量は、バイト単位で測定されます。

GlobalClusterReplicationLag

プライマリクラスターの AWS リージョン から、
セカンダリクラスターの AWS リージョン に変更
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メトリクス

説明
イベントをレプリケートする際の遅延時間 (ミリ秒
単位) を指定します。

これらのメトリクスの表示方法の詳細については、「表示 CloudWatch データ。

災害対策および Amazon DocumentDB グローバルク
ラスター
グローバルクラスターを使用すると、リージョンの障害などの災害から迅速に復旧できます。災害からの
復旧は、通常、RTO と RPO (目標復旧時点) の値を使用して測定します。
• 目標復旧時間 (RTO)– 災害後にシステムが稼働状態に戻るまでにかかる時間。つまり、RTO はダウンタ
イムを測定します。グローバルクラスターの場合、RTO は分単位で行えます。
• 目標復旧時点 (RPO) – 損失する可能性があるデータの量 (時間単位)。グローバルクラスターの場合、目
標復旧時点 (RPO) は通常、秒単位で測定されます。
• 予期しない停止から復旧するには、グローバルクラスター内のセカンダリの 1 つのクロスリージョン
フェイルオーバーを実行できます。グローバルクラスターに複数のセカンダリリージョンがある場合、
プライマリ AWS リージョン が停止したら、すべてのセカンダリリージョンをデタッチしてください。
次に、これらのセカンダリリージョンの 1 つを新しいプライマリ AWS リージョン に昇格させます。最
後に、他の各セカンダリリージョンに新しいクラスターを作成し、それらのクラスターをグローバルク
ラスターにアタッチします。
• セカンダリクラスターをプライマリクラスターに昇格させる場合は、アプリケーションがグロー
バルクラスターへの接続に使用するエンドポイントも更新する必要があります。新しく昇格し
たクラスターから新しい書き込みエンドポイントを取得するには、エンドポイント文字列から ro を削除することで、以前のリーダーエンドポイントを変換できます。たとえば、以前のリー
ダーエンドポイントが global-16rr-test-cluster-1.cluster-ro-12345678901.uswest-2.docdb.amazonaws.com である場合、昇格された新しい書き込みエンドポイントは
global-16rr-test-cluster-1.cluster-cps2igpwyrwa.us-west-2.rds.amazonaws.com で
す。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターのフェイルオーバー
特定の AWS リージョン でクラスター全体が使用不可になった場合は、グローバルクラスターの別のクラ
スターを昇格させて読み取り/書き込み機能を持たせることができます。
別の AWS リージョン にあるクラスターがプライマリクラスターとしてより適格である場合は、フェイル
オーバー機能を手動で有効にすることができます。たとえば、セカンダリクラスターの 1 つの容量を増
やして、プライマリクラスターに昇格させることができます。または、AWS リージョン 間のアクティビ
ティのバランスが変わる場合があり、プライマリクラスターを別の AWS リージョン に切り替えるほうが
書き込みオペレーションのレイテンシーが低くなることがあります。
次の手順では、DocumentDB グローバルクラスターのセカンダリクラスターの 1 つを昇格させる手順の概
要を説明します。
セカンダリクラスターを昇格させるには:
1.

停止状態の AWS リージョン で、プライマリクラスターに対して DML ステートメントおよびその他
の書き込みオペレーションの発行を停止します。

2.

新しいプライマリクラスターとして使用するセカンダリ AWS リージョン からクラスターを特定しま
す。グローバルクラスターの 2 つ (またはそれ以上) のセカンダリ AWS リージョン がある場合は、ラ
グタイムが最も少ないセカンダリクラスターを選択します。
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3.

選択したセカンダリクラスターをグローバルクラスターからデタッチします。
グローバルクラスターからセカンダリクラスターを削除すると、プライマリからこのセカンダリへの
レプリケーションが直ちに停止され、完全な読み取り/書き込み機能を備えたスタンドアロンのプロビ
ジョニングクラスターに昇格されます。停止しているリージョン内のプライマリクラスターに関連付
けられたその他のセカンダリクラスターは引き続き利用可能で、アプリケーションからの呼び出しを
受け付けることができます。また、リソースを使用することになります。グローバルクラスターを再
作成するため、スプリットブレインなどの問題を回避するために、以下のステップで新しいグローバ
ルクラスターを作成する前に、他のセカンダリクラスターを削除します。
アタッチ解除の詳細なステップについては、Amazon DocumentDB グローバルクラスターからのクラ
スターの削除 (p. 268) を参照してください。

4.

新しいエンドポイントを使用して、このスタンドアロンクラスターにすべての書き込みオペレーショ
ンを送信するように、アプリケーションを再設定します。グローバルクラスターの作成時に指定され
た名前を受け入れた場合は、アプリケーション内のクラスターのエンドポイント文字列から -ro を削
除することで、エンドポイントを変更できます。
例えば、セカンダリクラスターのエンドポイント my-global.cluster-ro-aaaaaabbbbbb.uswest-1.docdb.amazonaws.com は、そのクラスターが グローバルクラスターからデタッチされた
ときに my-global.cluster-aaaaaabbbbbb.us-west-1.docdb.amazonaws.com になります。

このクラスターは、次のステップでリージョンを追加すると、新しいグローバルクラスターのプライ
マリクラスターになります。
5. クラスターに AWS リージョン を追加します。これを行うと、プライマリからセカンダリへのレプリ
ケーションプロセスがスタートされます。
6. 必要に応じて、AWS リージョン を追加して、アプリケーションのサポートに必要なトポロジを再作
成します。グローバルクラスター内 (スプリットブレインの問題) のクラスター間のデータの不整合を
避けるために、これらの変更を行う前、最中、および後に、アプリケーションの書き込みが正しいク
ラスターに送信されていることを確認してください。
7. 停止状態が解決されて元の AWS リージョン をプライマリクラスターとして再度割り当てる準備が完
了したら、同じステップを逆に実行します。
8. グローバルクラスターからセカンダリクラスターの 1 つを削除します。これにより、読み取り/書き込
みトラフィックを提供できるようになります。
9. 元の AWS リージョン のプライマリクラスターにすべての書き込みトラフィックをリダイレクトしま
す。
10. AWS リージョン を追加し、前と同じ AWS リージョン に、1 つまたは複数のセカンダリクラスター
をセットアップします。
Amazon DocumentDB グローバルクラスターは、以下を使用して管理できますAWSSDKにより、ディザス
タリカバリと事業継続計画のユースケースにおけるグローバルクラスタフェイルオーバープロセスを自動
化するソリューションを作成できます。そのようなソリューションの 1 つは、Apache 2.0 ライセンスの下
でお客様に提供されており、当社のツールリポジトリからアクセスできます。ここに。このソリューショ
ンは Amazon Route53 をエンドポイント管理に活用し、AWS適切なイベントに基づいてトリガーできる
Lambda 関数。

Amazon DocumentDB クラスター の管理
Amazon DocumentDB クラスターを管理するには、適切な Amazon DocumentDB コントロールプレーンア
クセス許可を持つ IAM ポリシーが必要です。これらのアクセス許可により、クラスターとインスタンスを
作成、変更、削除できます。AmazonDocDBFullAccess ポリシーは、 Amazon DocumentDB クラスター
を管理するために必要なすべてのアクセス許可を提供します。
以下のトピックでは、Amazon DocumentDB クラスターを操作するときのさまざまなタスクの実行方法を
示します。これには、クラスターの作成、削除、変更、接続、表示が含まれます。
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トピック
• クラスターについて (p. 276)
• Amazon DocumentDB クラスター の設定 (p. 277)
• クラスターのステータスの判断 (p. 279)
• Amazon DocumentDB クラスター ライフサイクル (p. 280)
• Amazon DocumentDB クラスターのスケーリング (p. 308)
• Amazon DocumentDB クラスターのボリュームのクローン作成 (p. 310)
• Amazon DocumentDB クラスターの耐障害性の理解 (p. 321)

クラスターについて
Amazon DocumentDB は、コンピューティングとストレージを分離し、データレプリケーションとバッ
クアップをクラスターボリュームにオフロードします。クラスターボリュームは、3 つのアベイラビリ
ティーゾーンにわたって 6 つの方法でデータをレプリケートする、耐久性、信頼性、可用性に優れたスト
レージレイヤーを提供します。レプリカにより、データの可用性と読み取りスケーリングが高まります。
各クラスターは、最大 15 個のレプリカにスケールアップできます。
名詞

説明

API オペレーション (動詞)

クラスター

1 つ以上のインスタンスと、こ
れらのインスタンスのデータを
管理する 1 つのクラスタースト
レージボリュームで構成されま
す。

create-db-cluster
delete-db-cluster
describe-db-clusters
modify-db-cluster

インスタンス

クラスターストレージボリュー
ムとのデータの読み取りと書き
込みは、インスタンスを介して
行われます。クラスターには、
プライマリとレプリカの 2 種類
のインスタンスがあります。ク
ラスターには常に 1 つのプライ
マリインスタンスがあり、0 ～
15 のレプリカを持つことができ
ます。

create-db-instance
delete-db-instance
describe-db-instances
modify-db-instance
describe-orderable-dbinstance-options
reboot-db-instance

クラスターボリューム

3 つのアベイラビリティーゾーン
にまたがる仮想データベースス
トレージボリューム。各アベイ
ラビリティーゾーンにはクラス
ターデータの 2 つのコピーが格
納されます。

該当なし

プライマリインスタンス

読み取りと書き込みの両方のオ
ペレーションをサポートし、
クラスターボリュームに対する
すべてのデータ変更を実行しま
す。各クラスターには 1 つのプ
ライマリインスタンスがありま
す。

該当なし
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名詞

説明

API オペレーション (動詞)

レプリカインスタンス

読み取りオペレーションのみ
をサポートします。各 Amazon
DocumentDB クラスターには、
プライマリインスタンスに加え
て 15 個までのレプリカインスタ
ンスを含めることができます。
複数のレプリカが読み取りワー
クロードを分散します。別のア
ベイラビリティーゾーンにレプ
リカを配置することによって、
データベースの可用性を高める
こともできます。

該当なし

クラスターエンドポイント

クラスターの現在のプライマ
リインスタンスに接続する
Amazon DocumentDB クラス
ターのエンドポイント。Amazon
DocumentDB クラスターごとに
1 つのクラスターエンドポイント
と 1 つのプライマリインスタン
スがあります。

該当なし

リーダーエンドポイント

Amazon DocumentDB クラス
ターで利用できるレプリカの 1
つに接続する、そのクラスター
のエンドポイント。各 Amazon
DocumentDB クラスターには、
リーダーエンドポイントがあ
ります。複数のレプリカがある
場合、リーダーエンドポイント
は各接続リクエストを Amazon
DocumentDB レプリカのいずれ
かにルーティングします。

該当なし

インスタンスエンドポイント

特定のインスタンスに接続する
Amazon DocumentDB クラス
ターのインスタンス用のエンド
ポイント。クラスターの各イン
スタンスには、インスタンスタ
イプにかかわらず、独自のイン
スタンスエンドポイントがあり
ます。

該当なし

Amazon DocumentDB クラスター の設定
クラスターを作成または変更するときは、どのパラメータが変更不可能で、どのパラメータがクラスター
の作成後に変更可能かを理解することが重要です。次の表に、クラスターに固有のすべての設定 (つま
り、パラメータ) をリストします。表に示されているように、変更可能なものもあれば、そうでないもの
もあります。

Note
これらの設定は、Amazon DocumentDB クラスターのパラメータグループおよびそのパラメー
タと混同しないでください。クラスターのパラメータグループの詳細については、「Amazon
DocumentDB クラスターパラメータグループの管理 (p. 366)」を参照してください。
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パラメータ

変更可能

DBClusterIdentifier

コメント

はい

命名に関する制約:
• 1 − 63 個の英字、数字、またはハイフンで構成
します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続
けて使用したりすることはできません。
• Amazon RDS、Amazon Neptune、Amazon
DocumentDB のすべてのクラスターにおい
て、AWS アカウント ごと、リージョンごとに一
意にする必要があります。

Engine

いいえ

docdb を指定してください。

BackupRetentionPeriod

はい

1～35 日を指定する必要があります。

DBClusterParameterGroupName

はい

命名に関する制約:
• 長さは 1 ～ 255 バイト個の英数字です。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続
けて使用したりすることはできません。

DBSubnetGroupName

いいえ

クラスターが作成された後で、クラスターのサブ
ネットを変更することはできません。

EngineVersion

いいえ

4.0.0 を指定してください。

KmsKeyId

いいえ

クラスターの暗号化を選択した場合は、クラス
ターの暗号化に使用した AWS KMS キーを変更す
ることはできません。

MasterUsername

いいえ

クラスターが作成された後で、MasterUsername
を変更することはできません。
命名に関する制約:
• 長さは 1 ～ 63 バイトの英数字です。
• 1 字目は文字である必要があります。
• データベースエンジンの予約語は使用できませ
ん。

MasterUserPassword

はい

制約:
• 長さは 8 ～ 100 バイトの印刷可能な ASCII 文字
です。
• 以下のものを除く印刷可能な ASCII 文字を使用
できます。
• / (スラッシュ)
• " (二重引用符)
• @ (アットマーク)

Port

はい
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パラメータ

変更可能

コメント

PreferredBackupWindow

はい

PreferredMaintenanceWindow

はい

StorageEncrypted
Tags
VpcSecurityGroupIds

いいえ

クラスターの暗号化を選択した場合は、暗号化を
解除することはできません。

はい
いいえ

クラスターが作成された後で、クラスターが存在
する VPC を変更することはできません。

クラスターのステータスの判断
AWS Management Consoleまたは AWS CLI を使用して、クラスターのステータスを確認できます。

AWS Management Consoleの使用
次の手順に従い、AWS Management Console を使用して Amazon DocumentDB クラスターのステータス
を確認します。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスター を選択します。

3.

[クラスター ID] 列で、関心があるクラスターの名前を探します。次に、クラスターのステータスを確
認するには、次に示すように行全体を参照して [ステータス] 列を見つけます。

AWS CLIの使用
describe-db-clusters オペレーション を使用して、AWS CLI を使用した Amazon DocumentDB クラ
スターのステータスを確認します。
次のコードでは、クラスター sample-cluster のステータスを確認します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
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--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

[
]

]

"sample-cluster",
"available"

Amazon DocumentDB クラスター ライフサイクル
Amazon DocumentDB クラスターのライフサイクルには、クラスターの作成、記述、変更、削除が含まれ
ます。このセクションでは、これらのプロセスを完了する方法について説明します。
トピック
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成 (p. 280)
• Amazon DocumentDB クラスター の説明 (p. 290)
• Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)
• 保留中のメンテナンスの確認 (p. 297)
• クラスターのエンジンバージョンの更新 (p. 299)
• Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始 (p. 301)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削除 (p. 304)

Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成
Amazon DocumentDB クラスターは、インスタンスと、クラスターのデータを表すクラスターボリューム
で構成されます。クラスターボリュームは、3 つのアベイラビリティーゾーン間で 1 つの仮想ボリューム
として 6 つの方法でレプリケートされます。クラスターには、プライマリインスタンスと、オプションで
最大 15 個のレプリカインスタンスが含まれます。
以下のセクションでは、AWS Management Console または AWS CLI のどちらかを使用して Amazon
DocumentDB クラスターを作成する方法を示します。次に、そのクラスターのレプリカインスタンスを追
加できます。コンソールを使用して Amazon DocumentDB クラスターを作成すると、プライマリインスタ
ンスが自動的に作成されます。AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB クラスターを作成する場合、
クラスターのステータスが [使用可能] になったら、そのクラスターのプライマリインスタンスを作成する
必要があります。

前提条件
Amazon DocumentDB クラスターを作成するための前提条件を以下に示します。
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
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にサインアップするとAWS アカウント、AWS アカウントルートユーザーが作成されます。root ユー
ザーはすべてにアクセスできますAWS のサービスおよびアカウント内のリソース。セキュリティのベ
ストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当てる、ルートユーザーのみを使用し
て実行してくださいルートユーザーアクセスが必要なタスク。

VPC 前提条件
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) でのみAmazon DocumentDB クラスターを作成できま
す。Amazon VPC Amazon DocumentDB クラスターで使用するには、少なくとも 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンのそれぞれに 1 つ以上のサブネットが必要です。複数のアベイラビリティーゾーンにまた
がってクラスターインスタンスを配布することで、万一 1 つのアベイラビリティーゾーンに障害が発生し
た場合でも、クラスター内でインスタンスを使用できます。

サブネットの前提条件
Amazon DocumentDB クラスターを作成するときは、その VPC 内の VPC と対応するサブネットグループ
を選択して、クラスターを起動する必要があります。サブネットにより、アベイラビリティーゾーン と、
そのアベイラビリティーゾーン内でインスタンスの起動に使用する IP 範囲が決まります。ここでは、サ
ブネットとアベイラビリティーゾーンという用語を同じ意味で使用します。サブネットグループは、サ
ブネット (またはアベイラビリティーゾーン) の名前付きセットです。サブネットグループでは、Amazon
DocumentDB インスタンスの起動に使用するアベイラビリティーゾーンを指定できます。たとえば、3 つ
のインスタンスを含むクラスターでは、各インスタンスを別々のアベイラビリティーゾーンにプロビジョ
ニングして高可用性を実現することをお勧めします。これにより、1 つのアベイラビリティーゾーンがダ
ウンした場合、1 つのインスタンスにのみ影響します。
Amazon DocumentDB インスタンスは現在、最大 3 つのアベイラビリティーゾーンにプロビジョニング
できます。サブネットグループに 3 つ以上のサブネットがある場合でも、それらのサブネットのうちの
3 つのみを使用して Amazon DocumentDB クラスターを作成できます。したがって、サブネットグルー
プを作成するときは、インスタンスのデプロイ先として 3 つのサブネットのみを選択することをお勧め
します。米国東部 (バージニア北部) では、サブネットグループに 6 つのサブネット (アベイラビリティー
ゾーン) を含めることができます。ただし、Amazon DocumentDB クラスターがプロビジョニングされる
と、Amazon DocumentDB によってインスタンスのプロビジョニングに使用される 3 つのアベイラビリ
ティーゾーンが選択されます。
例えば、クラスターを作成する際、Amazon DocumentDB でアベイラビリティーゾーン (1A、1B、およ
び 1C) を選択するとします。この場合、アベイラビリティーゾーン {1D} にインスタンスを作成しようと
すると、その API コールは失敗します。ただし、特定のアベイラビリティーゾーンを指定せずにインスタ
ンスを作成した場合、Amazon DocumentDB がお客様に代わってアベイラビリティーゾーンを選択しま
す。Amazon DocumentDB では、複数のアベイラビリティーゾーン間でロードバランスのインスタンスの
負荷を分散するアルゴリズムを使用して、高可用性が実現されます。たとえば、3 つのインスタンスがプ
ロビジョニングされる場合、デフォルトでは 3 つのアベイラビリティーゾーンに別々にプロビジョニング
され、1 つのアベイラビリティーゾーンにまとめてプロビジョニングされません。

推奨事項:
• 特に理由がない限り、常に 3 つのサブネットを含むサブネットグループを作成します。その結果、3 つ
のアベイラビリティーゾーン間でインスタンスがプロビジョニングされるため、3 つ以上のインスタン
スを含むクラスターで高可用性を実現できます。
• 高可用性を実現するには、常に複数のアベイラビリティーゾーンにインスタンスを分散させます。クラ
スターのすべてのインスタンスを 1 つのアベイラビリティーゾーンにまとめて配置しないでください。
• フェイルオーバーイベントはいつでも発生する可能性があるため、プライマリインスタンスまたはレプ
リカインスタンスが常に特定のアベイラビリティーゾーンに存在すると想定しないでください。

追加前提条件
Amazon DocumentDB クラスターを作成するための追加の前提条件をいくつか次に示します。
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• AWS IAM 認証情報を使用して AWS Identity and Access Management に接続している場合、IAM アカ
ウントには、Amazon DocumentDB オペレーションの実行するためのアクセス許可を付与する IAM ポリ
シーが必要です。
IAM アカウントを使用して Amazon DocumentDB コンソールにアクセスする場合は、まず IAM アカウ
ントで AWS Management Console にサインインする必要があります。Amazon DocumentDB コンソー
ルを次の場所で開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb
• クラスターの設定パラメータを調整する場合は、必須のパラメータ設定を定義したクラスターパラメー
タグループとパラメータグループを指定する必要があります。クラスターパラメータグループまたはパ
ラメータグループの作成または変更については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグルー
プの管理 (p. 366)」を参照してください。
• クラスター用に指定する TCP/IP ポート番号を決定する必要があります。会社のファイアウォールに
よっては、Amazon DocumentDB のデフォルトポートへの接続がブロックされます。会社のファイア
ウォールがデフォルトのポートをブロックする場合は、お客様のクラスター用に別のポートを選択しま
す。クラスターのすべてのインスタンスは同じポートを使用します。

AWS Management Console を使用したクラスターおよびプライマリインスタン
スの作成
以下の手順では、コンソールを使用して 1 つまたは複数のインスタンスで Amazon DocumentDB クラス
ターを起動する方法について説明します。

クラスターを作成する: デフォルト設定を使用する
AWS Management Console を使用して、デフォルト設定でインスタンスを含むクラスターを作成
するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

AWS リージョン 米国東部 (バージニア北部)以外のリージョンでクラスターを作成する場合は、コン
ソールの右上のセクションにあるリストからリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[クラスター] を選択し、[作成] を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
4.

[Amazon DocumentDB クラスターの作成] ページで、[設定] ペインに入力します。
a.

クラスター識別子 − Amazon DocumentDB 指定の名前を使用するか、クラスターの名前
(sample-cluster など) を使用します。
クラスターの名前付けの制約:
• 長さは [1 〜 63] 個の英字、数字、またはハイフンです。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• リージョンごと、AWS アカウント ごとに、Amazon RDS、Amazon Neptune、および Amazon
DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする必要があります。

b.

エンジンバージョン — 4.0.0 のデフォルトエンジンバージョンを受け入れるか、オプションで
3.6.0 を選択します。

c.

[インスタンスクラス] - デフォルトの db.r5.large を使用するか、リストから必要なインスタン
スクラスを選択します。
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d.

5.

[インスタンス数] - リストで、このクラスターに作成するインスタンスの数を選択します。最初の
インスタンスはプライマリインスタンスになり、他のインスタンスはすべて読み取り専用レプリ
カインスタンスになります。後でインスタンスを追加したり削除したりできます。デフォルトで
は、Amazon DocumentDB クラスターは、3 つのインスタンス (1 つのプライマリと 2 つのレプリ
カ) 構成で起動します。

[認証] ペインに入力します。
a.

[マスターユーザー名] - マスターユーザーの名前を入力します。クラスターにログインするには、
マスターユーザー名を使用する必要があります。
マスターユーザーの名前付けの制約:
• 長さは 1 ～ 63 バイトの英数字です。
• 1 字目は文字である必要があります。
• データベースエンジンの予約語は使用できません。

b.

[マスターパスワード] - マスターユーザーのパスワードを入力して確認します。クラスターにログ
インするには、マスターパスワードを使用する必要があります。
マスターパスワードの制約:
• [8 ～ 100] バイト長の印刷可能な ASCII 文字です。
• 以下のものを除く印刷可能な ASCII 文字を使用できます。
• / (スラッシュ)
• " (二重引用符)
• @ (アットマーク)

6.

画面の下部で、以下のいずれかを選択します。
•

ここでクラスターを作成するには、[クラスターの作成] を選択します。

•

クラスターを作成しない場合は、[Cancel (取り消し)] を選択します。

•

作成前にクラスターをさらに設定するには、[Show additional configurations (追加設定の表示)] を
選択し、「クラスターを作成する: 追加の設定 (p. 284)」に進みます。
[追加設定] セクションの設定内容は次のとおりです。
• [ネットワーク設定] - デフォルトでは、default VPC セキュリティグループを使用します。
• [クラスターオプション] - デフォルトでは、ポート 27017 およびデフォルトのパラメータグ
ループを使用します。
• [暗号化] - デフォルトでは、(default) aws/rds キーを使用した暗号化が有効になります。

Important
クラスターはいったん暗号化されると、復号できません。
• バックアップ - デフォルトでは、バックアップが 1 日間保持され、Amazon DocumentDB に
よってバックアップウィンドウが選択されます。
• ログのエクスポート— デフォルトでは、監査ログはにエクスポートされません。 CloudWatch
ログ。
• メンテナンス - デフォルトでは、Amazon DocumentDB によってメンテナンスウィンドウが選
択されます。
• [削除保護] - クラスターが誤って削除されることから保護します。コンソールを使用して作成さ
れたクラスターのデフォルトでは、有効 になっています。
デフォルト設定を使用しても、これらの設定のほとんどは、後でクラスターを修正して変更でき
ます。
7.

クラスターのセキュリティグループに対してインバウンド接続を有効にします。
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クラスターのデフォルト設定を変更しなかった場合は、特定のリージョン内のデフォルト VPC のデ
フォルトセキュリティグループを使用してクラスターが作成されました。Amazon DocumentDB に接
続するには、クラスターのセキュリティグループのポート 27017 (または選択したポート) でインバウ
ンド接続を有効にする必要があります。
クラスターのセキュリティグループにインバウンド接続を追加するには
a.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

メインウィンドウの [Resources (リソース)] セクションで、[Security groups (セキュリティグ
ループ)] を選択します。

c.

セキュリティグループのリストから、クラスターの作成時に使用したセキュリティグループを探
し (おそらくデフォルトのセキュリティグループです)、セキュリティグループの名前の左側にあ
るボックスを選択します。

d.

[Actions (アクション)] メニューから、[Edit inbound rules (インバウンドルールを編集する)] を選
択し、次にルールの制約を選択するか入力します。
i.

タイプ - リストから、プロトコルを選択してネットワークトラフィックを開きます。

ii.

[プロトコル] - リストから、プロトコルのタイプを選択します。

iii.

[ポート範囲] - カスタムルールでは、ポート番号またはポート範囲を選択します。ポート番号
またはポート範囲には、クラスターを作成したときに指定したポートが含まれていることを
確認してください (デフォルト: 27017)。

iv.

ソース - インスタンスに到達できるトラフィックを指定します。リストからトラフィックの
送信元を選択します。[Custom (カスタム)] を選択する場合は、単一の IP アドレスまたは IP
アドレス範囲を CIDR 表記で指定します (例: 203.0.113.5/32)。

v.

[Description] - ルールの説明を入力します。

vi.

ルールの作成を終了したら、[Save (保存)] を選択します。

クラスターを作成する: 追加の設定
クラスターのデフォルト設定を使用する場合は、以下のステップをスキップして [クラスターの作成] を選
択します。
1.

[Network settings (ネットワーク設定)] ウィンドウに入力します。
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2.

3.

a.

[Virtual Private Cloud (VPC)] - リストで、このクラスターを起動する Amazon VPC を選択しま
す。

b.

[サブネットグループ] - リストで、このクラスターに使用するサブネットグループを選択します。

c.

[VPC セキュリティグループ] - リストで、このクラスターの VPC セキュリティグループを選択し
ます。

[Cluster options (クラスターオプション)] ペインに入力します。

a.

[データベースポート] - 上下の矢印を使用して、アプリケーションによってインスタンスへの接続
に使用される TCP/IP ポートを設定します。

b.

[クラスターパラメータグループ] - パラメータグループのリストで、このクラスターのクラスター
パラメータグループを選択します。

[Encryption (暗号化)] ペインに入力します。

a.

Encryption-at-rest—次のいずれかを選択します。
•

暗号の有効化 - デフォルト すべてのデータは保管時に暗号化されます。データの暗号化を選
択した場合、この操作を元に戻すことはできません。
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•
b.

[暗号化の無効化] - データは暗号化されません。

[マスターキー] - これはデータを暗号化する場合にのみ使用できます。リストで、このクラスター
のデータの暗号化に使用するキーを選択します。デフォルトは (default) aws/rds です。
[キーの ARN を入力] を選択した場合は、キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力する必要
があります。

[バックアップ保持期間] - リストで、自動バックアップを保持する日数を選択します。
4.

5.

[バックアップ] ペインに入力します。

a.

[バックアップ保持期間] - リストで、このクラスターの自動バックアップを削除するまで保持する
日数を選択します。

b.

[バックアップウィンドウ] - Amazon DocumentDB によってこのクラスターのバックアップが作成
される毎日の時刻と期間を設定します。
i.

[開始時刻] - 最初のリストで、自動バックアップを開始する時間 (UTC 時) を選択します。2
番目のリストで、自動バックアップを開始する時間 (UTC 分) を選択します。

ii.

[期間] - リストで、自動バックアップの作成に割り当てる時間を選択します。

を完了するログのエクスポートペインで、エクスポートするログのタイプを選択します CloudWatch
ログ。

•

監査ログ— このオプションを選択し、監査ログの Amazon へのエクスポートを有効にしま
す。 CloudWatch ログ。[Audit logs (監査ログ)] を選択した場合は、クラスターのカスタムパラ
メータグループで audit_logs を有効にする必要があります。詳細については、「Amazon
DocumentDB イベントの監査 (p. 209)」を参照してください。

•

プロファイラーログ-オペレーションのプロファイラーログの Amazon へのエクスポートを有効
にするには、このオプションを選択します。 CloudWatch ログ。[Profiler logs (プロファイラーロ
グ)] を選択した場合は、クラスターのカスタムパラメータグループの次のパラメータも変更する
必要があります。
• profiler—に設定:enabled。
• profiler_threshold_ms の値に設定して、プロファイリングオペレーションのしきい値を
[0-INT_MAX] に設定します。
• profiler_sampling_rate プロファイルする低速オペレーションの割合を設定するに
は、[0.0-1.0] の値に設定します。
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詳細については、「Amazon DocumentDB オペレーションのプロファイリング (p. 439)」を参
照してください。
6.

[メンテナンス] ペインに入力します。

•

以下のいずれかを選択します。
• [Select window (ウィンドウの選択)] - Amazon DocumentDB によってクラスターでメンテナン
スが実行される曜日、UTC 開始時刻、期間を指定できます。
a.

[Start day (開始日)] - リストから、クラスターのメンテナンスを開始する曜日を選択しま
す。

b.

[Start time (開始時刻)] リストで、メンテナンスを開始する時間と分 (UTC) を選択します。

c.

[Duration (期間)] - リストで、クラスターメンテナンスに割り当てる時間を選択します。指
定した期間内にメンテナンスが完了できない場合、メンテナンスプロセスは指定した期間
を過ぎて終了するまで続行されます。

• [No preference (指定なし)] - Amazon DocumentDB によってメンテナンスが実行される曜日、
開始時刻、期間が選択されます。
7.

このクラスターに 1 つ以上のタグを追加する場合、[Tags (タグ)] ペインを完了します。

クラスターに追加するタグごとに、以下のステップを繰り返します。クラスターでは最大 10 まで保
持できます。
a.

[Add tags (タグの追加)] を選択します。

b.

タグの [キー] を入力します。

c.

必要に応じてタグの [値] を入力します。

タグを削除するには、[Remove tag (タグの削除)] を選択します。
8.

コンソールを使用してクラスターを作成する場合、[Deletion Protection (削除に対する保護)] がデフォ
ルトで有効になっています。削除に対する保護を無効化するには、[Enable deletion protection (削除に
対する保護の有効化)] のチェックを外します。有効にすると、削除に対する保護はクラスターが削除
されることを防ぎます。削除に対して保護されているクラスターを削除するには、まずクラスターに
変更を加えて削除に対する保護を無効化する必要があります。

287

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスターのライフサイクル

削除に対する保護についての詳細は、「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削
除 (p. 304)」を参照してください。
9.

クラスターを作成するには、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。それ以外の場合は、
[キャンセル] を選択します。

AWS CLI を使用したクラスターの作成
以下の手順は、AWS CLI を使用した Amazon DocumentDB クラスターの起動と Amazon DocumentDB レ
プリカの作成方法を示しています。

パラメータ
• --db-cluster-identifier — 必須 このクラスターを識別する小文字の文字列。
クラスターの名前付けの制約:
• 長さは 1 − 63 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• リージョンごとに、AWS アカウントごとに、Amazon RDS、Amazon Neptune、および Amazon
DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする必要があります。
• --engine — 必須 docdb を指定してください。
• --deletion-protection | --no-deletion-protection - オプション 削除に対する保護が有効
にされている場合、これによってクラスターが削除されることを防ぎます。AWS CLI を使用する場合、
デフォルトの設定では削除に対する保護が無効にされています。
削除に対する保護についての詳細は、「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削
除 (p. 304)」を参照してください。
• --master-username — 必須 ユーザーの認証に使用されるユーザー名。
マスターユーザーの名前付けの制約:
• [1～16] バイト長の英数字です。
• 1 字目は文字である必要があります。
• データベースエンジンの予約語は使用できません。
• --master-user-password — 必須 ユーザーの認証に使用されるユーザーのパスワード。
マスターパスワードの制約:
• [8 ～ 100] バイト長の印刷可能な ASCII 文字です。
• 以下のものを除く印刷可能な ASCII 文字を使用できます。
• / (スラッシュ)
• " (二重引用符)
• @ (アットマーク)
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その他のパラメータについては、「CreateDBCluster (p. 600)」を参照してください。
を使用して Amazon DocumentDB クラスターを起動するにはAWS CLI
Amazon DocumentDB クラスターを作成するには、create-db-cluster AWS CLI を呼び出しま
す。次の AWS CLI は、削除に対する保護が有効化された sample-cluster という名前の Amazon
DocumentDB クラスターを作成します。削除に対する保護についての詳細は、「Amazon DocumentDB グ
ローバルクラスターの削除 (p. 304)」を参照してください。
また、--engine-version は、デフォルトで最新のメジャーエンジンバージョンとなるオプションの
パラメータです。現在のメジャーエンジンバージョンは 4.0.0 です。新しいメジャーエンジンバージョン
がリリースされると、--engine-version のデフォルトのエンジンバージョンが最新のメジャーエン
ジンバージョンに更新されます。その結果、本稼働ワークロード、特にスクリプティング、自動化、ま
たは AWS CloudFormation テンプレートの場合は、明示的に目的のメジャーバージョンを --engineversion 指定することをお勧めします。

Note
もし db-subnet-group-name または vpc-security-group-id が指定されていない場
合、Amazon DocumentDB は、指定されたリージョンに対してデフォルトのサブネットグループ
と Amazon VPC セキュリティグループを使用します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--engine docdb \
--engine-version 4.0.0 \
--deletion-protection \
--master-username masteruser \
--master-user-password password

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--engine docdb ^
--engine-version 4.0.0 ^
--deletion-protection ^
--master-username masteruser ^
--master-user-password password

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBCluster": {
"StorageEncrypted": false,
"DBClusterMembers": [],
"Engine": "docdb",
"DeletionProtection" : "enabled",
"ClusterCreateTime": "2018-11-26T17:15:19.885Z",
"DBSubnetGroup": "default",
"EngineVersion": "4.0.0",
"MasterUsername": "masteruser",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"MultiAZ": false,
"DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
"PreferredBackupWindow": "09:12-09:42",
"DbClusterResourceId": "cluster-KQSGI4MHU4NTDDRVNLNTU7XVAY",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:04:17-tue:04:47",
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"Port": 27017,
"Status": "creating",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-sfcrlcjcoroz.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"AssociatedRoles": [],
"HostedZoneId": "ZNKXTT8WH85VW",
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
"Status": "active"
}
],
"AvailabilityZones": [
"us-east-1a",
"us-east-1c",
"us-east-1e"
],
"Endpoint": "sample-cluster.cluster-sfcrlcjcoroz.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
}
}

クラスターが作成されるまでに数分かかります。AWS Management Console または AWS CLI を使用し
て、クラスターのステータスをモニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラス
ターのステータスのモニタリング (p. 414)」を参照してください。

Important
AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB リージョナルクラスターを作成すると、インスタ
ンスは作成されません。したがって、プライマリインスタンスと必要なレプリカインスタンス
を明示的に作成してください。インスタンスを作成するには、コンソールまたは AWS CLI を
使用します。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加す
る (p. 328)」を参照してください。
詳細については、[Amazon DocumentDB API リファレンス の CreateDBCluster] を参照してください。

Amazon DocumentDB クラスター の説明
Amazon DocumentDB マネジメントコンソールまたは AWS CLI を使用して、Amazon DocumentDB クラ
スターに関連する接続エンドポイント、セキュリティグループ、VPC、パラメータグループなどの詳細を
確認できます。
詳細については、次を参照してください。
• Amazon DocumentDB クラスターのステータスのモニタリング (p. 414)
• クラスターのエンドポイントの検索 (p. 390)

AWS Management Consoleの使用
次の手順を使用して、コンソールを使用して指定された Amazon DocumentDB クラスターの詳細を表示し
ます。
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで クラスター を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
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3.

クラスターの一覧で、詳細を表示するクラスターの名前を選択します。クラスターに関する情報は、
次のグループで分けられます。
• [概要] - エンジンバージョン、クラスターのステータス、保留中のメンテナンス、パラメータグルー
プのステータスなど、クラスターに関する一般情報。
• [接続とセキュリティ] - [接続] セクションには、mongo シェルやアプリケーションを使用してこのク
ラスターに接続するための接続エンドポイントが一覧表示されます。[セキュリティグループ] セク
ションには、このクラスターに関連付けられているセキュリティグループと、その VPC ID や説明
が一覧表示されます。
• [設定] - [クラスターの詳細] セクションには、クラスターの Amazon リソースネーム (ARN)、エンド
ポイント、パラメータグループなど、クラスターに関する詳細が一覧表示されます。また、クラス
ターのバックアップ情報、メンテナンスの詳細、セキュリティとネットワークの設定も一覧表示さ
れます。[クラスターのインスタンス] セクションには、このクラスターに属するすべてのインスタ
ンスが一覧表示されます。各インスタンスのロールとクラスターパラメータグループのステータス
も一緒に表示されます。
• モニタリング— アマゾン CloudWatch このクラスターのメトリクスを記録します。詳細について
は、「CloudWatch による Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)」を参照してくださ
い。
• [イベントとタグ] — [最近のイベント] セクションには、このクラスターの最近のイベントの一覧が
表示されます。Amazon DocumentDB は、クラスター、インスタンス、スナップショット、セキュ
リティグループ、およびクラスターパラメータグループに関連するイベントのレコードを保持しま
す。この情報には、各イベントに関連する日付、時刻、およびメッセージが含まれます。[タグ] セ
クションには、このクラスターにアタッチされているタグが一覧表示されます。

AWS CLIの使用
Amazon DocumentDB を使用して AWS CLI クラスターの詳細を表示するには、次の例に示すよ
うに describe-db-clusters コマンドを使用します。詳細については、次を参照してくださ
い。DescribeDBClusters()Amazon DocumentDB リソース管理 API リファレンス。

Note
クラスターやインスタンスのライフサイクル管理などの特定の管理機能におい
て、Amazon DocumentDB は Amazon RDS と共有される運用テクノロジーを使用しま
す。filterName=engine,Values=docdb フィルターパラメータは Amazon DocumentDB ク
ラスターのみを返します。

Example
例 1: Amazon DocumentDB クラスターをすべて一覧表示する
次の AWS CLI コードは、リージョン内のすべての Amazon DocumentDB クラスターの詳細をリストしま
す。
aws docdb describe-db-clusters --filter Name=engine,Values=docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusters": [
{
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-1",
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},
{

},
{

}

]

}

"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
...
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
...
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster-3",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
...

Example
例 2: 指定した Amazon DocumentDB クラスターのすべての詳細を一覧表示する
次の AWS CLI コードは、クラスター sample-cluster の詳細をリストします。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--filter Name=engine,Values=docdb \
--db-cluster-identifier sample-cluster

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--filter Name=engine,Values=docdb ^
--db-cluster-identifier sample-cluster

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBClusters": [
{
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
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"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
"EarliestRestorableTime": "2020-03-09T00:04:26.844Z",
"Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"MultiAZ": false,
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "4.0.0",
"LatestRestorableTime": "2020-03-10T20:38:17.456Z",
"Port": 27017,
"MasterUsername": "<user-name>",
"PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
"DBClusterMembers": [
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
"IsClusterWriter": true,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
},
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
"IsClusterWriter": false,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
},
],
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
"Status": "active"
}
],
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLMN",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
"AssociatedRoles": [],
"ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
"profiler"
],
"DeletionProtection": true
}
]
}

Example
例 3: Amazon DocumentDB クラスターの特定の詳細をリストする
AWS CLI を使用してクラスターの詳細のサブセットを表示するには、describe-db-clusters オ
ペレーションでリストするクラスターメンバーを指定する --query を追加します。--db-clusteridentifier パラメータは、詳細を表示する対象のクラスターの識別子です。クエリの詳細については、
「で出力をフィルタリングする方法 --query オプション の AWS Command Line Interface ユーザーガイ
ド 」を参照してください。
次の例では、リージョン内のすべての Amazon DocumentDB クラスターを一覧表示します。

293

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスターのライフサイクル

Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--filter Name=engine,Values=docdb \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterMembers]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--filter Name=engine,Values=docdb ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--query 'DBClusters[*].[DBClusterMembers]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

[

[

{

},
{

]

]

]

}

"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
"IsClusterWriter": true,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
"IsClusterWriter": false,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1

Amazon DocumentDB クラスターの変更
クラスターを変更するには、クラスターが使用可能な状態である必要があります。停止しているクラ
スターを変更することはできません。クラスターが停止している場合は、まずクラスターを起動し、
クラスターが使用可能になるまで待ってから、必要な変更を加えます。詳細については、「Amazon
DocumentDB クラスターの停止と開始 (p. 301)」を参照してください。

AWS Management Console の使用
コンソールを使用して特定の Amazon DocumentDB クラスターを変更するには、次の手順を使用します。

Amazon DocumentDB クラスターの変更
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで クラスター を選択します。

Tip

3.

画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
クラスター名の左側にあるボタンを選択して、変更するクラスターを指定します。

294

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスターのライフサイクル

4.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

5.

[クラスターの変更: <cluster-name>] ペインで、必要な変更を行います。次の分野で変更を行うことが
できます。
• [クラスターの仕様] - クラスターの名前、セキュリティグループ、およびパスワード。
• [クラスターオプション] -クラスターのポートおよびパラメータグループ。
• [バックアップ] - クラスターの保持期間およびバックアップ保持期間。
• [ログのエクスポート] - 監査ログまたはプロファイラーログのエクスポートを有効または無効にしま
す。
• [メンテナンス] - クラスターのメンテナンスウィンドウを設定します。
• [削除保護] - クラスターで削除保護を有効または無効にします。削除保護は、デフォルトで有効にな
ります。

6.

完了したら、[続行] を選択して変更の概要を表示します。

7.

変更に問題がなければ、[クラスターの変更] を選択してクラスターを変更できます。または、[戻る]
を選択して変更を編集したり、[キャンセル] を選択して変更をキャンセルしたりすることもできま
す。

変更が適用されるまでに数分かかります。クラスターを使用できるのは、そのステータスが [available (使
用可能)] であるときのみです。コンソールまたは AWS CLI を使用して、クラスターのステータスをモ
ニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターのステータスのモニタリン
グ (p. 414)」を参照してください。

AWS CLI の使用
指定したクラスターを modify-db-cluster で変更するには、AWS CLI オペレーションを使用します。
詳細については、[Amazon DocumentDB API リファレンス の ModifyDBCluster] を参照してください。

パラメータ
• --db-cluster-identifier — 必須 変更しようとしている Amazon DocumentDB クラスターの識別
子。
• --backup-retention-period - オプション。自動バックアップを保管する日数。有効な値は、1 – 35
です。
• --db-cluster-parameter-group-name - オプション。クラスターに使用するクラスターパラメー
タグループの名前。
• --master-user-password - オプション。マスターデータベースユーザーの新しいパスワード。
パスワードの制約:
• 長さは 8 ～ 100 バイトの印刷可能な ASCII 文字です。
• 以下のものを除く印刷可能な ASCII 文字を使用できます。
• / (スラッシュ)
• " (二重引用符)
• @ (アットマーク)
• --new-db-cluster-identifier - オプション。クラスターの名前を変更する場合のクラスターの新
しいクラスター識別子。この値は小文字で保存されます。
命名に関する制約:
• 1 − 63 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• リージョンごと、AWS アカウント アカウントごとに、Amazon RDS、Amazon Neptune、および
Amazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする必要があります。
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• --preferred-backup-window - オプション。自動バックアップが作成される毎日の時間帯 (世界協定
時刻 (UTC))。
• 形式: hh24:mm-hh24:mm
• --preferred-maintenance-window - オプション。週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時
間帯 (UTC)。
• 形式: ddd:hh24:mm-ddd:hh24:mm
• 有効な日: Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、および Sat。
• --deletion-protection または --no-deletion-protection - オプション。このクラスターで削
除に対する保護を有効にするかを指定します。削除保護では、クラスターを変更して削除保護を無効に
するまで、クラスターが誤って削除されないようにします。詳細については、「Amazon DocumentDB
グローバルクラスターの削除 (p. 304)」を参照してください。
• --apply-immediately または --no-apply-immediately − 今すぐ変更を適用するには、-apply-immediately を使用します。クラスターの次のメンテナンスウィンドウ時に変更するに
は、--no-apply-immediately を使用します。

Example
次のコードは、クラスター sample-cluster のバックアップ保持期間を変更します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--apply-immediately \
--backup-retention-period 7

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--apply-immediately ^
--backup-retention-period 7

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBCluster": {
"BackupRetentionPeriod": 7,
"DbClusterResourceId": "cluster-VDP53QEWST7YHM36TTXOPJT5YE",
"Status": "available",
"DBClusterMembers": [
{
"PromotionTier": 1,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
"IsClusterWriter": true
}
],
"ReadReplicaIdentifiers": [],
"AvailabilityZones": [
"us-east-1b",
"us-east-1c",
"us-east-1a"
],
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-ctevjxdlur57.useast-1.rds.amazonaws.com",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
"PreferredMaintenanceWindow": "sat:09:51-sat:10:21",
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}

}

"EarliestRestorableTime": "2018-06-17T00:06:19.374Z",
"StorageEncrypted": false,
"MultiAZ": false,
"AssociatedRoles": [],
"MasterUsername": "<your-master-user-name>",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"VpcSecurityGroups": [
{
"Status": "active",
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
}
],
"HostedZoneId": "Z2SUY0A1719RZT",
"LatestRestorableTime": "2018-06-18T21:17:05.737Z",
"AllocatedStorage": 1,
"Port": 27017,
"Engine": "docdb",
"DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.4",
"Endpoint": "sample-cluster.cluster-ctevjxdlur57.us-east-1.rds.amazonaws.com",
"DBSubnetGroup": "default",
"PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
"EngineVersion": "3.4",
"ClusterCreateTime": "2018-06-06T19:25:47.991Z",
"IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false

変更が適用されるまでに数分かかります。クラスターを使用できるのは、そのステータスが [available (使
用可能)] であるときのみです。コンソールまたは AWS CLI を使用して、クラスターのステータスをモ
ニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターのステータスのモニタリン
グ (p. 414)」を参照してください。

保留中のメンテナンスの確認
Amazon DocumentDB エンジンのバージョンが最新であるかどうかを確認するには、保留中のクラスター
メンテナンスがあるかどうかを確認します。

AWS Management Consoleの使用
AWS Management Console を使用してクラスターに保留中のメンテナンスがあるかどうかを確認できま
す。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスター を選択します。

Tip

3.

画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
[メンテナンス] 列を探して、クラスターに保留中のメンテナンスがあるかどうかを確認します。
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4.

[なし] は、クラスターが最新のエンジンバージョンを実行していることを示します。[利用可能] は、
クラスターに保留中のメンテナンスがあることを示し、エンジンのアップグレードが必要である可能
性があります。
クラスターに保留中のメンテナンスがある場合は、クラスターのエンジンバージョンの更新 (p. 299)
のステップに進みます。

AWS CLIの使用
AWS CLI を使用して、クラスターのエンジンバージョンが最新であるかどうかを確認するに
は、describe-pending-maintenance-actions オペレーションを使用し、以下のパラメータを指定
します。

パラメータ
• --resource-identifier - オプション。リソースの ARN (クラスター)。このパラメータを省略する
と、すべてのクラスターの保留中のメンテナンスアクションがリストされます。
• --region - オプション。このオペレーションを実行する AWS リージョン (us-east-1 など)。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-pending-maintenance-actions \
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster \
--region us-east-1

Windows の場合:
aws docdb describe-pending-maintenance-actions ^
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster ^
--region us-east-1

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"PendingMaintenanceActions": [
{
"ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:samplecluster",
"PendingMaintenanceActionDetails": [
{
"Description": "New feature",
"Action": "db-upgrade",
"ForcedApplyDate": "2019-02-25T21:46:00Z",
"AutoAppliedAfterDate": "2019-02-25T07:41:00Z",
"CurrentApplyDate": "2019-02-25T07:41:00Z"
}
]
}
]
}

クラスターに保留中のメンテナンスがある場合は、クラスターのエンジンバージョンの更新 (p. 299) の
ステップに進みます。
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クラスターのエンジンバージョンの更新
このセクションでは、を使用してパッチ更新をデプロイする方法について説明します。AWS Management
ConsoleまたはAWS CLI。パッチ更新は、同じエンジンバージョン内の更新 (たとえば、3.6 エンジンバー
ジョンを新しい 3.6 エンジンバージョンに更新する) です。すぐにアップグレードするか、クラスターの次
回のメンテナンス期間中にアップデートできます。エンジンのアップグレードが必要かどうかを確認する
には、保留中のメンテナンスの確認 (p. 297) を参照してください。更新を適用すると、クラスターでダ
ウンタイムが生じることを理解しておいてください。

Note
3.6 から 4.0 など、メジャーエンジンバージョンから別のエンジンバージョンにアップグレー
ドする場合は、AWS Database Migration Service を使用しての 3.6 から 4.0 への Amazon
DocumentDB クラスターのアップグレード (p. 123) を参照してください。
クラスターのエンジンバージョンの最新のパッチアップデートを取得するには、次の 2 つの構成要件があ
ります。
• クラスターステータスは利用可能でなければなりません。
• クラスターが以前のエンジンバージョンで実行されている必要があります。

AWS Management Consoleの使用
次の手順では、コンソールを使用して、パッチを適用し、クラスターのエンジンバージョンを最新のバー
ジョンに更新します。すぐにアップグレードするか、クラスターの次のメンテナンスウィンドウ時に更新
できます。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスター を選択します。クラスターのリストで、アップグレードするク
ラスターの左側にあるボタンを選択します。クラスターのステータスは利用可能でなければなりませ
ん。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[アクション] メニューから、以下のいずれかのオプションを選択します。これらのメニューオプショ
ンは、選択したクラスターで最新のエンジンバージョンが実行されていない場合にのみ選択できま
す。

•

[今すぐアップグレード] − 今すぐアップグレードプロセスが開始されます。最新のエンジンバー
ジョンにアップグレードしている間、クラスターはしばらくオフラインになります。
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•

4.

[次のウィンドウでアップグレード] - クラスターの次のメンテナンスウィンドウ時にアップグレー
ドを開始します。クラスターは、最新のエンジンバージョンにアップグレードしている間、しば
らくオフラインになります。

確認ウィンドウが開いたら、次のいずれかを選択します。
•

[アップグレード] - 前のステップで選択したスケジュールに基づき、クラスターを最新のエンジン
バージョンにアップグレードします。

•

[キャンセル] - クラスターのエンジンアップグレードをキャンセルし、クラスターの最新エンジン
バージョンを引き続き使用します。

AWS CLIの使用
AWS CLI と apply-pending-maintenance-action のオペレーションを使用し、パッチを適用し、ク
ラスターを最新のバージョンに更新できます。

パラメータ
• --resource-identifier — 必須 アップグレードしようとしている Amazon DocumentDB クラス
ターの ARN。
• --apply-action — 必須 以下の値を指定できます。クラスターのエンジンバージョンをアップグレー
ドするには、db-upgrade を使用します。
• db-upgrade
• system-update
• --opt-in-type — 必須 以下の値を指定できます。
• immediate -メンテナンスアクションをすぐに適用します。
• next-maintenance - 次回のメンテナンス期間中にメンテナンスアクションを適用します。
• undo-opt-in -既存の next-maintenance オプトインリクエストをキャンセルします。

Example
次の例では、sample-cluster のエンジンバージョンをエンジン 4.0.0 にパッチを更新します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012\:cluster:sample-cluster \
--apply-action db-upgrade \
--opt-in-type immediate

Windows の場合:
aws docdb apply-pending-maintenance-action ^
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster ^
--apply-action db-upgrade ^
--opt-in-type immediate

このオペレーションの出力は、次のようになります。
{

"ResourcePendingMaintenanceActions": {
"ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:useast-1:444455556666:cluster:docdb-2019-01-09-23-55-38",
"PendingMaintenanceActionDetails": [
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{

}

}

]

}

"CurrentApplyDate": "2019-02-20T20:57:06.904Z",
"Description": "Bug fixes",
"ForcedApplyDate": "2019-02-25T21:46:00Z",
"OptInStatus": "immediate",
"Action": "db-upgrade",
"AutoAppliedAfterDate": "2019-02-25T07:41:00Z"

Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始
Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始は、開発とテスト環境のコストを管理するために便利で
す。Amazon DocumentDB を使用するたびにクラスターとインスタンスを作成したり削除する代わりに、
インスタンスが必要ではないときにクラスター内ですべてのインスタンスを一時的に停止できます。テス
トを再開するときに、このインスタンスを再開できます。
トピック
• クラスターの停止と開始の概要 (p. 301)
• AWS Management Consoleの使用 (p. 301)
• AWS CLI の使用 (p. 303)
• 停止時のクラスターのみで実行できるオペレーション。 (p. 304)

クラスターの停止と開始の概要
Amazon DocumentDB クラスターが必要ではない期間は、そのクラスターですべてのインスタンスを一度
に停止することができます。そして、クラスターを使用する必要がある時はいつでもクラスターを開始で
きます。開始と停止は、継続的な可用性を必要としない開発、テスト、または類似のアクティビティに使
用されるクラスターのセットアップと解放のプロセスを簡素化します。クラスター内にあるインスタンス
の数に関係になく、AWS Management Console あるいは AWS CLI を使用して 1 つのアクションでクラス
ターを停止および開始できます。
クラスターが停止されている間、このクラスターのストレージボリュームは変更されません。指定された
保持期間内でのストレージ、手動のスナップショット、および自動化されたバックアップストレージに対
してのみ課金されます。インスタンス時間に対しては請求されません。Amazon DocumentDB は、7 日後
に DB クラスターを自動的に開始するため、必要なメンテナンスの更新が遅延することはありません。7
日後にクラスターが開始すると、このクラスター内のインスタンスに対する課金が再開します。クラス
ターが停止している間は、ストレージボリュームに対するクエリを実行できません。クエリを実行するに
はインスタンスが使用可能状態であることが必要です。
Amazon DocumentDB クラスターが停止されている場合、クラスターもそのインスタンスも、いかなる方
法でも変更できません。これには、インスタンスの追加や削除、クラスターの削除が含まれます。

AWS Management Consoleの使用
次の手順では、利用可能な 1 つ以上のインスタンスがあるクラスターを停止したり、停止しているクラス
ターを開始する方法を示します。

Amazon DocumentDB クラスターを停止または開始するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスター を選択します。
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Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

クラスターのリストで、停止または開始するクラスター名の左側にあるボタンを選択します。

4.

[Actions (アクション)] を選択したら、このクラスターで実行するアクションを選択します。
•

クラスターを停止したいときに、このクラスターが利用可能な場合:
a.

[Stop] (停止) を選択します。

フェイルオーバーメカニズムが発動することを回避するため、停止オペレーションはまずレ
プリカインスタンスを停止してからプライマリインスタンスを停止します。
b.

•

5.

確認ダイアログで、クラスターを停止するには [Stop cluster (クラスターの停止)]、あるいは
クラスターを継続して実行するには [Cancel (キャンセル)] を選択して確認します。

クラスターを開始したいときにこのクラスターが停止されている場合、[Start (開始)] を選択しま
す。

クラスターおよびそのインスタンスの状態をモニタリングします。クラスターを開始すると、クラス
ターおよびそのインスタンスが利用可能な場合にこのクラスターの使用を再開できます。詳細につい
ては、「クラスターのステータスの判断 (p. 279)」を参照してください。
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AWS CLI の使用
次のコード例では、利用可能な状態にある 1 つ以上のインスタンスがあるクラスターを停止あるいは停止
しているクラスターを開始する方法を示しています。
AWS CLI を使用して 1 つ以上の利用可能なインスタンスがあるクラスターを停止するには、stop-dbcluster オペレーションを使用します。停止しているクラスターを開始するには、 start-db-cluster
オペレーションを使用します。どちらのオペレーションも --db-cluster-identifier パラメータを使
用します。

パラメータ:
• --db-cluster-identifier — 必須 停止または開始するクラスターの名前。

Example AWS CLI を使用してクラスターを停止するには
次のコードは、クラスター sample-cluster を停止します。クラスターには、利用可能な状態にある 1
つ以上のインスタンスがある必要があります。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb stop-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster

Windows の場合:
aws docdb stop-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster

Example AWS CLI を使用してクラスターを開始するには
次のコードは、クラスター sample-cluster を開始します。クラスターは現在停止している必要があり
ます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb start-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster

Windows の場合:
aws docdb start-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster
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停止時のクラスターのみで実行できるオペレーション。
Amazon DocumentDB クラスターが停止している間は、 point-in-time 指定された自動バックアップ保
持期間内であれば、復元できます。やることについての詳細は point-in-time 復元、見る特定時点への復
元 (p. 246)。
クラスターを停止している間は、Amazon DocumentDB クラスターまたはその インスタンスの設定を変更
することはできません。クラスターにインスタンスを追加または削除することも、関連するインスタンス
がまだある場合はクラスターを削除することもできません。そのような管理アクションを実行する前に、
クラスターを開始する必要があります。
Amazon DocumentDB は、スケジュールされたメンテナンスを、再び開始してからのみ停止したクラス
ターに適用します。7 日後、Amazon DocumentDB は停止したクラスターを自動的に開始するため、その
メンテナンス状態より過剰に遅れることはありません。クラスターが再開始すると、クラスター内のイン
スタンスへの課金が再開します。
クラスターが停止している間、Amazon DocumentDB は自動バックアップを一切実行せず、またバック
アップ保持期間を延長しません。

Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削除
AWS Management Console または AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB クラスターを削除できま
す。クラスターを削除するには、クラスターが 使用可能状態であり、インスタンスが関連付けられてい
ないことが必要です。クラスターが停止している場合は、まずクラスターを起動し、クラスターが使用可
能になるまで待ってから、クラスターを削除します。詳細については、「Amazon DocumentDB クラス
ターの停止と開始 (p. 301)」を参照してください。

削除保護
クラスターが誤って削除されることを防ぐために、削除保護を有効にできます。コンソールを使用してク
ラスターを作成する場合は、デフォルトで削除保護が有効になっています。ただし、AWS CLI を使用して
クラスターを作成する場合、削除保護はデフォルトで無効になっています。
Amazon DocumentDB は、コンソールまたは AWS CLI を使用した削除オペレーションのどちらの実行で
も、クラスターに対する削除保護を適用します。削除保護が有効になっている場合、クラスターを削除す
ることはできません。削除に対する保護が有効化されているクラスターを削除するには、まずクラスター
を変更して削除保護を無効化する必要があります。
クラスター上で削除保護を有効にしたコンソールを使用する場合、クラスターの最後のインスタンスを削
除することはできません。これを削除するとクラスターも削除されるためです。AWS CLI を使用すると、
削除保護されているクラスターの最後のインスタンスを削除できます。ただし、クラスター自体は削除さ
れず、データを保持されます。クラスターに新しいインスタンスを作成して、このデータにアクセスでき
ます。削除保護の有効化および無効化の詳細については、以下を参照してください。
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成 (p. 280)
• Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)

AWS Management Console を使用して Amazon DocumentDB クラスターを起動
するには
AWS Management Console を使用してクラスターを削除するには、削除保護を無効にする必要がありま
す。

クラスターで削除保護が有効になっているかどうかを確認するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで クラスター を選択します。
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Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

Clusters ナビゲーションボックスで、[クラスター識別子] 列にはクラスターとインスタンスの両方が
表示されることに注意してください。インスタンスは、以下のスクリーンショットのように、クラス
ターの下に表示されます。

4.

クラスターの名前を選択し、[設定] タブを選択します。[クラスターの詳細] セクションで、[削除保護]
を見つけます。削除保護が有効化されている場合は、クラスターを変更して削除保護を無効にしま
す。クラスターの変更については、「Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)」を参照し
てください。
[Deletion protection (削除保護)] が無効化されると、クラスターを削除する準備が完了します。

クラスターを削除するには
1.

ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。

2.

[Instances (インスタンス)] 列を確認して、クラスターにインスタンスがあるかどうかを判断します。
クラスターを削除する前に、そのすべてのインスタンスを削除する必要があります。詳細について
は、「Amazon DocumentDB インスタンスの削除 (p. 341)」を参照してください。

3.

クラスターにインスタンスがあるかどうかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
•

クラスターにインスタンスがない場合は、クラスター名の左側にあるボタンを選択し、[アクショ
ン] を選択します。ドロップダウンメニューから [削除] を選択します。[Delete <cluster-name>
(<cluster-name> を削除)] ダイアログボックスを完了したら、[Delete (削除)] を選択します。

•

クラスターに 1 つ以上のインスタンスがある場合は、次を行います。
a.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

b.

クラスターごとのインスタンスを削除します。最後のインスタンスを削除すると、クラス
ターも削除されます。インスタンスを削除する詳細については、「Amazon DocumentDB イ
ンスタンスの削除 (p. 341)」を参照してください。

クラスターが削除されるまでに数分かかります。クラスターのステータスをモニタリングするには、
「Amazon DocumentDB クラスターのステータスのモニタリング (p. 414)」を参照してください。

AWS CLI を使用して Amazon DocumentDB クラスターを起動するには
インスタンスが関連付けられているクラスターを削除することはできません。クラスターに関連付けられ
ているインスタンスを確認するには、describe-db-clusters コマンドを実行し、クラスターのすべて
のインスタンスを削除します。次に、必要に応じてクラスターの削除保護を無効にし、最後にクラスター
を削除します。
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1.

最初に、クラスターのすべてのインスタンスを削除します。
削除する必要があるインスタンスを決定するには、次のコマンドを実行します。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].
[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].DBInstanceIdentifier]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

]

[

]

"sample-cluster",
[
"sample-instance-1",
"sample-instance-2"
]

削除するクラスターにインスタンスがある場合は、次に示すように、そのインスタンスを削除しま
す。
aws docdb delete-db-instance \
--db-instance-identifier sample-instance

2.

次に、削除保護を無効にします。
AWS CLI を使用してクラスターのすべてのインスタンスを削除しても、このクラスターは削除されま
せん。クラスターも削除する必要があるときには、削除保護が無効化されている場合にのみこれを行
うことができます。
クラスターに削除保護が有効化されているかどうかを判断するには、次のコマンドを実行します。

Tip
すべての Amazon DocumentDB クラスターの削除保護状態を確認するには、--dbcluster-identifier パラメータを省略します。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DeletionProtection]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

]

[
]

"sample-cluster",
"true"

削除保護が有効になっている場合、クラスターを変更して削除保護を無効にします。クラスターの削
除保護を無効にするには、次のコマンドを実行します。
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aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--no-deletion-protection \
--apply-immediately

3.

最後に、クラスターを削除します。
削除保護を無効にしたら、クラスターを削除する準備が整います。クラスターを削除するには、以下
のパラメータを指定して delete-db-cluster オペレーションを使用します。
• --db-cluster-identifier — 必須 削除するクラスターの識別子。
• --final-db-snapshot-identifier - オプション。最終スナップショットを作成する場合は、
最終スナップショットの名前を指定して、このパラメータを含める必要があります。--final-dbsnapshot-identifier または --skip-final-snapshot のどちらかを含める必要がありま
す。
命名に関する制約:
• 1 − 63 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• リージョンごと、AWS アカウント アカウントごとに、Amazon RDS、Amazon Neptune、および
Amazon DocumentDB のすべてのクラスターで一意にする必要があります。
• --skip-final-snapshot - オプション。クラスターを削除する前に最終スナップショットを作成
しない場合のみ、このパラメータを使用します。デフォルトでは、最終スナップショットを作成し
ます。--final-db-snapshot-identifier または --skip-final-snapshot のどちらかを含
める必要があります。
次の AWS CLI コードは、最終スナップショットを作成してクラスター sample-cluster を削除し
ます。クラスターに関連付けられるインスタンスがある場合、あるいは削除保護が有効化されている
場合、このオペレーションは失敗します。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb delete-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--final-db-snapshot-identifier sample-cluster-final-snapshot

Windows の場合:
aws docdb delete-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--final-db-snapshot-identifier sample-cluster-final-snapshot

Example
次の AWS CLI コードは、最終スナップショットを作成せずにクラスター sample-cluster を削除
します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb delete-db-cluster \
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--db-cluster-identifier sample-cluster \
--skip-final-snapshot

Windows の場合:
aws docdb delete-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--skip-final-snapshot

delete-db-cluster オペレーションの出力は、削除するクラスターになります。
クラスターが削除されるまでに数分かかります。クラスターのステータスをモニタリングするには、
「クラスターのステータスのモニタリング (p. 414)」を参照してください。

Amazon DocumentDB クラスターのスケーリング
Amazon DocumentDB では、ニーズに応じてクラスターのストレージとコンピューティングをスケールで
きます。このセクションでは、ストレージのスケーリング、インスタンスのスケーリング、および読み取
りのスケーリングを使用して、Amazon DocumentDB クラスターとインスタンスのパフォーマンスとス
ケーリングを管理する方法について説明します。
トピック
• ストレージのスケーリング (p. 308)
• インスタンススケーリング (p. 308)
• 読み取りのスケーリング (p. 308)
• 書き込みスケーリング (p. 309)

ストレージのスケーリング
Amazon DocumentDB ストレージは、クラスターボリューム内のデータに合わせて自動的にスケーリング
します。データが増加すると、クラスターボリュームストレージは、10 GiB 単位で最大 64 TiB まで増加
します。

インスタンススケーリング
DB クラスター内の各 DB インスタンスの DB インスタンスクラスを変更することで、必要に応じて
Amazon DocumentDB クラスターをスケーリングできます。Amazon DocumentDB では、Amazon
DocumentDB 用に最適化されたいくつかのインスタンスクラスをサポートしています。
詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスを変更する (p. 336)」を参照してください。

読み取りのスケーリング
Amazon DocumentDB クラスターの読み取りのスケーリングは、最大 15 個の Amazon DocumentDB レ
プリカをクラスター内に作成することで実現できます。各 Amazon DocumentDB レプリカは、最小限の
レプリカラグでクラスターボリュームから同じデータを返します。通常、このラグはプライマリインスタ
ンスが更新を書き込んだ後、100 ミリ秒を大幅に下回ります。読み取りトラフィックが増えたら、追加の
Amazon DocumentDB レプリカを作成し、それらに直接接続することで DB クラスターの読み取りワーク
ロードを分散できます。Amazon DocumentDB レプリカのインスタンスクラスは、プライマリイスタンス
と同じものである必要はありません。
詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加する (p. 328)」を参照して
ください。
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Amazon DocumentDB でスケールを読み取る場合は、レプリカセットとしてクラスターに接続し、ドライ
バーに組み込まれている読み取り設定機能を使用してレプリカインスタンスに読み取りを分散することを
お勧めします。詳細については、「レプリカセットとしてAmazon DocumentDB に接続する (p. 511)」
を参照してください。

書き込みスケーリング
クラスターのプライマリインスタンスのサイズを増やすことで、Amazon DocumentDB クラスターの書き
込み容量をスケールできます。このセクションでは、ニーズに応じてクラスターのプライマリインスタン
スをスケーリングする 2 つの方法を示します。最初のオプションは、アプリケーションへの影響を最小限
に抑えることを目指しますが、完了するにはより多くのステップが必要です。2 番目のオプションは、ス
テップ数が減るため、最適化で簡素化されますが、アプリケーションへの潜在的な影響が増えるというト
レードオフを伴います。
アプリケーションに応じて、以下の最適なアプローチを選択できます。利用可能なインスタンスのサイズ
とコストの詳細については、「Amazon DocumentDB の料金」を参照してください。
1.

高可用性とパフォーマンスのための最適化 - レプリカセットモード (p. 511) でクラスターに接続し
ている場合 (推奨) は、プライマリインスタンスのスケーリング時に、次のプロセスを使用してアプリ
ケーションへの影響を最小限に抑えることができます。この方法では、クラスターが高可用性以上に
維持され、読み取りスケーリングターゲットが (インプレースで更新されずに) インスタンスとしてク
ラスターに追加されるため、影響が最小限に抑えられます。
a.

より大きなインスタンスタイプの 1 つ以上のレプリカをクラスターに追加します
(「??? (p. 328)」を参照)。すべてのレプリカは、プライマリと同等以上のサイズのインスタン
スタイプにすることをお勧めします。これにより、書き込みパフォーマンスが意図せずに低下し
て、より小さなインスタンスタイプにフェイルオーバーすることを回避できます。ほとんどのお
客様にとって、これは、クラスター内のインスタンス数を一時的に 2 倍にし、スケーリングの完
了後により小さなレプリカを削除することを意味します。

b.

すべての新しいレプリカのフェイルオーバー層を優先度ゼロに設定し、より小さいインスタンス
タイプのレプリカのフェイルオーバー優先度が最も高くなるようにします。詳細については、
「??? (p. 356)」を参照してください。

c.

手動フェイルオーバーを開始し、新しいレプリカの 1 つをプライマリインスタンスに昇格させま
す。詳細については、「??? (p. 357)」を参照してください。

Note
これに伴って、クラスターのダウンタイムが最大 30 秒発生します。このダウンタイムを
見越した計画を立ててください。
d.

新しいプライマリより小さいインスタンスタイプのすべてのレプリカをクラスターから削除しま
す。

e.

すべてのインスタンスのフェイルオーバー層の設定を同じ優先度に戻します (通常、これは設定
を 1 に戻すことを意味します)。

たとえば、クラスターに現在 3 つの r5.large インスタンス (1 つのプライマリと 2 つのレプリカ)
が含まれていて、r5.xlarge インスタンスタイプにスケールするとします。これを行うには、まず
3 つの r5.xlarge レプリカインスタンスをクラスターに追加し、これらの新しい r5.xlarge レプ
リカのフェイルオーバー層をゼロに設定します。次に、手動フェイルオーバーを開始します (アプリ
ケーションのダウンタイムを最大 30秒見込みます)。フェイルオーバーが完了したら、3 つすべての
r5.large インスタンスをクラスターから削除し、クラスターが r5.xlarge インスタンスにスケー
ルされた状態にします。
コストを最適化しやすいように、Amazon DocumentDB インスタンスは秒単位で課金されます。イン
スタンスの作成、変更、削除などの課金対象のステータス変更に続く 10 分間の料金が最小の請求額
となります。詳細については、ベストプラクティスのドキュメントの「コスト最適化 (p. 90)」を参照
してください。
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2.

単純化のために最適化 — このアプローチは、シンプルさを最適化します。クラスターの拡張と縮小は
行われませんが、読み取り容量が一時的に減少する可能性があります。
レプリカのインスタンスクラスを変更すると、そのインスタンスが数秒から 30 秒未満の短い期間、
リクエストを処理しなくなる可能性があります。レプリカセットモード (p. 511)(推奨) でクラスター
に接続している場合、スケーリング操作中に読み取りキャパシティが 1 つのレプリカ (例えば、3 ノー
ドクラスタでは 66% の容量、4 ノードクラスタで 75% の容量など) が減少します。
a.

クラスター内の 1 つのレプリカインスタンスをスケールします。詳細については、「インスタン
スクラスの管理 (p. 322)」を参照してください。

b.

インスタンスが利用可能になるまで待ちます (「Amazon DocumentDB インスタンスのステータ
スのモニタリング (p. 416)」を参照)。

Note
これに伴って、クラスターのダウンタイムが最大 30 秒発生します。このダウンタイムを
見越した計画を立ててください。
c.

すべてのレプリカインスタンスが 1 つずつスケールされるまで、手順 1 と 2 を実行します。

d.

手動フェイルオーバーを開始します。これにより、レプリカがプライマリインスタンスに昇格し
ます。詳細については、「Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)」を参照して
ください。

Note
これにより、クラスターのダウンタイムが最大 30 秒発生しますが、それよりも時間が短
くなります。このダウンタイムを見越した計画を立ててください。
e.

前のプライマリ (現在はレプリカ) インスタンスをスケールします。

Amazon DocumentDB クラスターのボリュームのク
ローン作成
Amazon DocumentDB クローン作成を使用すると、同じ Amazon DocumentDB クラスターボリュームを
使用し、元のクラスターと同じデータを持つ新しいクラスターを作成できます。このプロセスは、高速
で、費用効果が高いように設計されています。関連付けられたデータボリュームを持つ新しいクラスター
は、クローンと呼ばれます。クローンの作成は、スナップショットの復元など、他の手法を使用してデー
タを物理的にコピーするよりも、高速かつスペース効率に優れています。
Amazon DocumentDB は、プロビジョニングされた Amazon DocumentDB クラスターから Amazon
DocumentDB プロビジョニングクローンを作成することをサポートしています。作成元とは異なるデプロ
イ設定を使用してクローンを作成すると、作成元の Amazon DocumentDB エンジンの最新バージョンを使
用してクローンが作成されます。
Amazon DocumentDB クラスターからクローンを作成すると、クローンはAWSアカウント — ソース
Amazon DocumentDB クラスターを所有しているのと同じアカウント。
トピック
• Amazon DocumentDB のクローン作成の概要 (p. 311)
• Amazon DocumentDB のクローン作成の制限 (p. 311)
• Amazon DocumentDB のクローニングの仕組み (p. 311)
• Amazon DocumentDB クローンの作成 (p. 314)
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Amazon DocumentDB のクローン作成の概要
Amazon DocumentDB はcopy-on-write プロトコルクローンを作成します。このメカニズムでは、初期
クローンを作成するために使用する追加領域は最小限です。クローンが初期に作成されると、Amazon
DocumentDB は、ソース DB クラスターと新しい (クローンの) Amazon DocumentDB クラスターで使用さ
れるデータのコピーを 1 つだけ保持します。追加のストレージは、出典 Amazon DocumentDB クラスター
または Amazon DocumentDB クラスターのクローンが (Amazon DocumentDB ストレージボリューム上の)
データに変更を加えた場合にのみ割り当てられます。詳細を確認するトピック copy-on-write プロトコル、
を参照してくださいAmazon DocumentDB のクローニングの仕組み (p. 311)。
Amazon DocumentDB のクローン作成は、データを破損の危険にさらすことなく、本番データを使用して
テスト環境を迅速にセットアップする場合に特に役立ちます。クローンは、次のようなさまざまなタイプ
のアプリケーションに使用できます。
• 潜在的な変更 (スキーマの変更やパラメータグループの変更など) を試して、すべての影響を評価する。
• データのエクスポートや分析クエリの実行など、大量のワークロードを扱うオペレーションをクローン
上で実行する。
• 開発、テスト、またはその他の目的のために、本番 DB クラスターのコピーを作成する。
同じ Amazon DocumentDB クラスターから複数のクローンを作成できます。また、別のクローンから複数
のクローンを作成することもできます。
Amazon DocumentDB クローンを作成したら、Amazon DocumentDB インスタンスをソース Amazon
DocumentDB クラスターとは異なる方法で設定できます。例えば、開発用途のクローンは、出典本
番 Amazon DocumentDB クラスターと同じ高可用性要件を満たす必要がない場合があります。この場
合、Amazon DocumentDB クラスターで使用される複数の DB インスタンスではなく、単一の Amazon
DocumentDB インスタンスを使用するようにクローンを設定できます。
テスト、開発などの用途へのクローンの使用が終了したら、クローンを削除できます。

Amazon DocumentDB のクローン作成の制限
Amazon DocumentDB; のクローン作成には、現在、次の制約事項があります。
• AWS リージョン で許可される DB クラスターの最大数まで、必要な数のクローンを作成できます。
ただし、クローンを 15 個作成すると、次のクローンはフルコピーになります。クローン作成オペレー
ションは、 point-in-timeリカバリ。
• 異なる地域にはクローンを作成できませんAWS出典 Amazon DocumentDB クラスターのリージョン。
• DB インスタンスを持たない Amazon DocumentDB クラスターからクローンを作成することはできませ
ん。少なくとも 1 つの DB インスタンスを持つ Amazon DocumentDB クラスターのクローン作成のみが
可能です。
• クローンは、Amazon DocumentDB クラスターとは異なる仮想プライベートクラウド (VPC) で作成でき
ます。その場合、VPCのサブネットは同じアベイラビリティゾーンにマッピングする必要があります。

Amazon DocumentDB のクローニングの仕組み
Amazon DocumentDB クローンは Amazon DocumentDB クラスターのストレージレイヤーで動作しま
す。それはを使用しますcopy-on-writeAmazon DocumentDB ストレージボリュームをサポートする基
盤となる耐久性の高いメディアという点で、高速かつスペース効率に優れたプロトコルです。Amazon
DocumentDB クラスターボリュームの詳細については、「」を参照してください。Amazon DocumentDB
クラスター の管理 (p. 275)。
トピック
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• の概要 copy-on-write プロトコル (p. 312)
• 出典クラスターボリュームの削除 (p. 314)

の概要 copy-on-write プロトコル
Amazon DocumentDB クラスターでは、基になる Amazon DocumentDB ストレージボリュームのページに
データが格納されます。
例えば、次の図には、4 つのデータページ 1、2、3、4 を持つ Amazon DocumentDB クラスター (A) があ
ります。クローン B が Amazon DocumentDB クラスターから作成されたとします。クローンが作成され
ても、データはコピーされません。クローンは、出典 Amazon DocumentDB クラスターと同じページの
セットを参照しています。

クローンが作成されたとき、通常は追加のストレージは必要ありません。- copy-on-write プロトコルで
は、出典セグメントと同じ物理ストレージメディア上のセグメントを使用します。追加のストレージが必
要になるのは、出典セグメントの容量がクローンセグメント全体に対して十分でない場合のみです。この
場合、出典セグメントは別の物理デバイスにコピーされます。
次の図に、次の例を示します。 copy-on-write 前述と同様にクラスター A とそのクローン B を使用して動
作中のプロトコル。Amazon DocumentDB クラスター (A) に変更を加えて、ページ 1 に保持されている
データが変更されたとします。元のページ 1 に書き込む代わりに、Amazon DocumentDB は新しいページ
1 [A] を作成します。クラスター (A) の Amazon DocumentDB クラスターボリュームは、1 [A]、2、3、4
ページを参照していますが、クローン (B) は引き続き元のページを参照しています。
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クローンでは、ストレージボリュームのページ 4 に変更が加えられています。元のページ 4 に書き込む代
わりに、Amazon DocumentDB は新しいページ 4 [B] を作成します。クローンはページ 1、2、3、および
ページ 4[B] を参照し、クラスター (A) は引き続き 1[A]、2、3、4 を参照しています。
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時間が経過して出典 Amazon DocumentDB クラスターボリュームとクローンの両方で追加の変更がある
と、その変更をキャプチャして保存するためにさらにストレージが必要になります。

出典クラスターボリュームの削除
1 つ以上のクローンが関連付けられている出典クラスターボリュームを削除しても、そのクローンには影
響しません。クローンは、出典クラスターボリュームが前に所有していたページをポイントし続けます。

Amazon DocumentDB クローンの作成
同じ場所にクローンを作成できますAWS出典 Amazon DocumentDB クラスターとしてのアカウント。そ
うするには、AWS Management Console または AWS CLI を使用して、その後の手順を行ってください。
Amazon DocumentDB のクローン作成を使用すると、プロビジョニングされた Amazon DocumentDB クラ
スターからプロビジョニングされた Amazon DocumentDB クラスターのクローンを作成できます。

コンソール
を使用して Amazon DocumentDB クラスターのクローンを作成する手順を以下に示します。AWS
Management Console。
を使用してクローンを作成するにはAWS Management Consoleは、1 つの Amazon DocumentDB インスタ
ンスを持つ Amazon DocumentDB クラスターになります。
これらの手順は、クローンを作成しているのと同じ AWS アカウントが所有する DB クラスターに適用さ
れます。DB クラスターは同じクラスターが所有している必要がありますAWSクロスアカウントとしての
アカウントのクローニングは Amazon DocumentDB ではサポートされていません。
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AWS を使用して、お客様の AWS Management Console アカウントが所有している DB クラス
ターのクローンを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして Amazon DocumentDB コンソール https://
console.aws.amazon.com/docdb を開きます。

2.

ナビゲーションペインで クラスター を選択します。

3.

リストから Amazon DocumentDB クラスターを選択し、アクション、選択してくださいクローンの作
成。

クローンの作成ページが開き、ここでクラスター識別子とインスタンスクラス、および Amazon
DocumentDB クラスタークローンのその他のオプション。
4.

設定 セクションで、以下の手順を実行します。
a.

にとってクラスター識別子で、作成する Amazon DocumentDB クラスターのクローンに付ける名
前を入力します。

b.

にとってインスタンス設定、適切なものを選択してくださいインスタンスクラスクローン作成さ
れた Amazon DocumentDB クラスター用。
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c.

にとってネットワーク設定、お選びくださいサブネットグループユースケースと関連する VPC セ
キュリティグループ用。

d.

にとってEncryption-at-restソースクラスタ (クローニングされるクラスタ) で暗号化が有効に
なっている場合は、クローンクラスタでも暗号化が有効になっている必要があります。この
シナリオが当てはまる場合、Enable encryptionオプションはグレー表示 (無効) ですがEnable
encryption選択されました。逆に、ソースクラスターで暗号化が有効になっていない場合
は、Enable encryptionオプションがあり、暗号化を有効または無効にする選択ができます。
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e.

エクスポートするログの種類を選択し (オプション)、クラスターへの接続に使用する特定のポー
トを入力し、クラスターを誤って削除しないように保護を有効にする (デフォルトで有効) こと
で、新しいクラスタークローンの構成を完了します。
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f.
5.

Amazon DocumentDB クラスターのクローンのすべての設定の入力を完了します。Amazon
DocumentDB クラスターとインスタンスの設定の詳細については、Amazon DocumentDB クラス
ター の管理 (p. 275)。
選択してくださいクローンの作成選択した Amazon DocumentDB クラスターの Amazon DocumentDB
クローンを起動します。

クローンが作成されると、コンソールに他の Amazon DocumentDB クラスターとともに一覧表示されま
すデータベースセクションに移動して、現在の状態を表示します。状態が [使用可能] の場合は、クローン
はすぐに使用できます。

AWS CLI
の使用AWS CLIAmazon DocumentDB クラスターのクローンを作成するには、いくつかのステップが必要
です。
-restore-db-cluster-to-point-in-time AWS CLIコマンドを使用すると、Amazon DocumentDB
インスタンスが 0 の空の Amazon DocumentDB クラスターが生成されます。つまり、このコマンドは
Amazon DocumentDB クラスターのみを復元し、クラスターの DB インスタンスは復元しません。これ
は、クローンが使用可能になった後に別途行います。プロセスは 2 ステップで、次のとおりです。
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1. を使用してクローンを作成しますrestore-db-cluster-to-point-in-timeCLI コマンド。このコマンドで使用
するパラメータで、作成する空の Amazon DocumentDB クラスター (クローン) の容量タイプなどの詳
細が制御されます。
2. を使用して、クローン用の Amazon DocumentDB インスタンスを作成します。create-db-instance復元
された Amazon DocumentDB クラスターで Amazon DocumentDB インスタンスを再作成するための
CLI コマンド。
以下のコマンドでは、デフォルトで AWS CLI は、AWS リージョンにセットアップされていると仮定し
ています。この方法では、--region の名前を各コマンドに入力する手間が省けます。詳細については、
「AWS CLI の設定」を参照してください。また、以下の各 CLI コマンドで --region を指定することも
できます。
トピック
• クローンの作成 (p. 319)
• ステータスの確認とクローンの詳細の取得 (p. 320)
• クローン用の Amazon DocumentDB インスタンスの作成 (p. 320)
• クローン作成に使用するパラメータ (p. 321)

クローンの作成
restore-db-cluster-to-point-in-time CLI コマンドに渡す特定のパラメータは、さまざまです。
渡す内容は、作成するクローンの種類によって異なります。
プロビジョニングされた Amazon DocumentDB クラスターからプロビジョニングされた Amazon
DocumentDB クローンを作成するには、次の手順を使用します。

出典 Amazon DocumentDB クラスターと同じエンジンモードのクローンを作成するには
•

restore-db-cluster-to-point-in-time CLI コマンドを使用して、次のパラメータに値を指定
します。
• --db-cluster-identifier - クローン用の意味のある名前を選択します。を使用するときは、
クローンに名前を付けますrestore-db-cluster-to-point-in-timeCLI コマンド。
• --restore-type - 出典 DB クラスターのクローンの作成に copy-on-write を使用します。こ
のパラメータがないと、restore-db-cluster-to-point-in-timeクローンを作成するのでは
なく、Amazon DocumentDB クラスターを復元します。のデフォルトrestore-typeですfullcopy。
• --source-db-cluster-identifier-クローンを作成する出典 Amazon DocumentDB クラス
ターの名前を使用します。
• --use-latest-restorable-time - この値は、クローンの最新の復元可能なボリュームデータ
を指します。このパラメータは、restore-type copy-on-write、ただし、使用することはでき
ませんrestore-to-time parameterそれと。

次の例では、my-source-cluster という名前のクラスターから my-clone という名前のクローンを作
成します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
--source-db-cluster-identifier my-source-cluster \
--db-cluster-identifier my-clone \
--restore-type copy-on-write \
--use-latest-restorable-time
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Windows の場合:
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time ^
--source-db-cluster-identifier my-source-cluster ^
--db-cluster-identifier my-clone ^
--restore-type copy-on-write ^
--use-latest-restorable-time

このコマンドは、クローンの詳細を含む JSON オブジェクトを返します。クローンの DB インスタンス
を作成する前に、作成した DB クラスターのクローンが使用可能であることを確認します。詳細について
は、「ステータスの確認とクローンの詳細の取得 (p. 320)」を参照してください。

ステータスの確認とクローンの詳細の取得
次のコマンドを使用して、新しく作成した空の DB クラスターのステータスが確認できます。
$ aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone --query '*[].[Status]' -output text

または、次の AWS CLI クエリを使用して、ステータスなどの必要な値を取得して、クローン用の DB イン
スタンスを作成 (p. 320)できます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone \
--query '*[].{Status:Status,Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone ^
--query "*[].{Status:Status,Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}"

このクエリにより、以下のような出力が返されます。
[

]

{

}

"Status": "available",
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "4.0.0",

クローン用の Amazon DocumentDB インスタンスの作成
を使用するcreate-db-instanceクローン用の DB インスタンスを作成する CLI コマンド。
---db-instance-classパラメータは、プロビジョニングされた Amazon DocumentDB クラスターにの
み使用されます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-instance \
--db-instance-identifier my-new-db \
--db-cluster-identifier my-clone \
--db-instance-class db.r5.4xlarge \
--engine docdb

Windows の場合:
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aws docdb create-db-instance ^
--db-instance-identifier my-new-db ^
--db-cluster-identifier my-clone ^
--db-instance-class db.r5.4xlarge ^
--engine docdb

クローン作成に使用するパラメータ
次の表は、で使用されるさまざまなパラメータを要約した表です。restore-db-cluster-to-pointin-timeAmazon DocumentDB クラスターのクローン作成を行います。
パラメータ

説明

--source-db-clusteridentifier

クローンを作成する出典 Amazon DocumentDB クラスターの名前を使用しま
す。

--db-cluster-identifier

クローン用に意味のある名前を選択します。 restore-db-cluster-topoint-in-time コマンドでクローンの名前を付けます。次に、この名前を
create-db-instance コマンドに渡します。

--restore-type

を指定しますcopy-on-writeとして--restore-type出典 Amazon
DocumentDB クラスターを復元するのではなく、ソース DB クラスターのク
ローンを作成します。

--use-latest-restorabletime

この値は、クローンの最新の復元可能なボリュームデータを指します。

Amazon DocumentDB クラスターの耐障害性の理解
Amazon DocumentDB クラスターは、耐障害性を持つように設計されています。各クラスターボリューム
は 1 つの AWS リージョン 内の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがり、各アベイラビリティーゾー
ンにはクラスターのボリュームデータのコピーが含まれます。この機能は、クラスターがデータ喪失なし
でアベイラビリティーゾーンの障害に耐えることができ、発生するのはサービスの短時間の中断のみであ
ることを意味します。
クラスターのプライマリインスタンスが失敗した場合、Amazon DocumentDB は以下のいずれかの方法
で、新しいプライマリインスタンスに自動的にフェイルオーバーします。
• 既存の Amazon DocumentDB レプリカを新しいプライマリインスタンスに昇格し、昇格されたレプリ
カの置き換えを作成する。レプリカインスタンスへのフェイルオーバーは、通常 30 秒未満で完了しま
す。この期間中、読み取りおよび書き込みオペレーションが短時間中断することがあります。DB クラ
スターの可用性を高めるために、複数のアベイラビリティーゾーン内で少なくとも 1 つ以上の Amazon
DocumentDB レプリカを作成することをお勧めします。
• 新しいプライマリインスタンスを作成する。これは、クラスター内にレプリカ・インスタンスがなく、
完了までに数分かかる場合のみ発生します。
クラスターに 1 つ以上の Amazon DocumentDB レプリカがある場合は、障害発生中に 1 つの Amazon
DocumentDB レプリカがプライマリインスタンスに昇格されます。障害イベントによって短い中断が発生
し、その間例外によって読み取りと書き込みオペレーションが失敗します。ただし、一般的なサービスの
復元時間は 120 秒未満であり、多くの場合 60 秒未満で復元されます。DB クラスターの可用性を高めるた
めに、複数のアベイラビリティーゾーン内で少なくとも 1 つ以上の Amazon DocumentDB レプリカを作成
することをお勧めします。
各レプリカに優先度を割り当てることで、Amazon DocumentDB レプリカがプライマリインスタンスに昇
格される順序をカスタマイズできます。優先度の範囲は、最も高い 0 から最も低い 15 までです。プライ
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マリインスタンスが失敗した場合、最も高い優先度の Amazon DocumentDB レプリカが、新しいプライマ
リインスタンスに昇格します。Amazon DocumentDB レプリカの優先度はいつでも変更できます。優先度
を変更しても、フェイルオーバーはトリガーされません。modify-db-instance オペレーションで、-promotion-tier パラメータを使用できます。インスタンスのフェイルオーバー優先度のカスタマイズ
の詳細については、「Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)」を参照してください。
複数の Amazon DocumentDB レプリカで同じ優先度を共有でき、その場合は昇格階層が発生します。複数
の Amazon DocumentDB レプリカで同じ優先度を共有する場合、最大サイズのレプリカがプライマリに昇
格します。複数の Amazon DocumentDB レプリカで同じ優先度とサイズを共有する場合、昇格階層の任意
のレプリカが昇格します。
クラスターに Amazon DocumentDB レプリカが含まれていない場合、障害イベントの発生時にプライマリ
インスタンスが再作成されます。障害イベントによって中断が発生し、その間例外によって読み取りと書
き込みオペレーションが失敗します。新しいプライマリインスタンスが再作成されると、サービスが回復
します。これは、通常は 10 分未満で行われます。Amazon DocumentDB レプリカのプライマリインスタ
ンスへの昇格は、新しいプライマリインスタンスの作成よりもはるかに短時間で実行されます。

Amazon DocumentDB インスタンスを管理する
以下のトピックでは、Amazon DocumentDB インスタンスの管理に役立つ情報を提供します。インスタン
スクラスとステータスの詳細、およびインスタンスを作成、削除、変更する方法が含まれます。
トピック
• インスタンスクラスの管理 (p. 322)
• インスタンスのステータスの判断 (p. 328)
• Amazon DocumentDB インスタンスのライフサイクル (p. 328)

インスタンスクラスの管理
インスタンスクラスは、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) インスタンスの計算とメモリの容量を決
定します。必要なインスタンスクラスは、処理能力とメモリの要件によって異なります。
Amazon DocumentDB は、インスタンスクラスの R4、R5、R6G、T3、および T4G ファミリーをサポー
トしています。これらのクラスは、メモリ消費の高いアプリケーション用に最適化された現行世代のイン
スタンスクラスです。これらのクラスの仕様については、インスタンスクラスの仕様 (p. 326)を参照して
ください。
トピック
• インスタンスのクラスの決定 (p. 322)
• インスタンスのクラスを変更する (p. 325)
• リージョン別のサポートされるインスタンスクラス (p. 325)
• インスタンスクラスの仕様 (p. 326)

インスタンスのクラスの決定
インスタンスのクラスを決定するには、AWS Management Console または describe-db-instances
AWS CLI オペレーションを使用できます。

AWS Management Consoleの使用
クラスターのインスタンスのインスタンスクラスを決定するには、コンソールで次の手順を実行します。
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1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/docdb にあるAmazon
DocumentDB console をクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、対象とするインスタンスを見つけるために、クラスター を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

クラスターナビゲーションボックスに、[Cluster Identifier]の列が表示されます。インスタンスは、以
下のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

インスタンスの一覧で、クラスターを展開して、関心のあるインスタンスを見つけます。目的のイン
スタンスを見つけます。次に、インスタンスの行の Size (サイズ) 列を確認し、インスタンスクラスを
参照します。
次の図では、インスタンス robo3t のインスタンスクラスは db.r5.4xlarge です。

AWS CLIの使用
AWS CLI を使用してインスタンスのクラスを決定するには、次のパラメータを指定して describe-dbinstances オペレーションを使用します。
• --db-instance-identifier - オプション。インスタンスクラスを検索するインスタンスを指定しま
す。このパラメータを省略した場合、describe-db-instances は最大 100 個のインスタンスの説明
を返します。
• --query - オプション。結果に含めるインスタンスのメンバーを指定します。このパラメータを省略す
ると、すべてのインスタンスメンバーが返されます。

Example
次の例では、インスタンス sample-instance-1 のインスタンス名とクラスを検索します。
323

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
インスタンスクラスの管理

Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' \
--db-instance-identifier sample-instance-1

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances ^
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' ^
--db-instance-identifier sample-instance-1

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

[
]

"sample-instance-1",
"db.r5.large"

Example
次の例では、最大 100 個の Amazon DocumentDB インスタンスのインスタンス名とクラスを検索しま
す。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' \
--filter Name=engine,Values=docdb

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances ^
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' ^
--filter Name=engine,Values=docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

[
],
[
],
[
],
[

]

]

"sample-instance-1",
"db.r5.large"
"sample-instance-2",
"db.r5.large"
"sample-instance-3",
"db.r5.4xlarge"
"sample-instance-4",
"db.r5.4xlarge"
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詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスの説明 (p. 332)」を参照してください。

インスタンスのクラスを変更する
AWS Management Console または AWS CLI を使用して、インスタンスのインスタンスクラスを変更でき
ます。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスを変更する (p. 336)」を参照してくださ
い。

リージョン別のサポートされるインスタンスクラス
Amazon DocumentDB は、次の インスタンスクラスをサポートします。
• R6G — ARM ベースの AWS のGraviton2 プロセッサを搭載した最新世代のメモリ最適化インスタンス
は、5% 安いコストで、R5 インスタンスよりも最大 30% 優れたパフォーマンスを提供します。Graviton
インスタンスクラスは 4.0.0 エンジンでのみサポートされています。
• R5 - 同じインスタンスコストでR4インスタンスよりも最大 100％ 優れたパフォーマンスを提供するメモ
リ最適化インスタンス。
• R4 - 前世代のメモリ最適化インスタンス。
• T4G — ARM ベースの AWS の Graviton2 プロセッサを搭載した最新世代の低コストのバースト可能な汎
用インスタンスタイプ。これはベースラインレベルの CPU パフォーマンスを提供し、T3 インスタンス
よりも最大 35% 優れた価格パフォーマンスを提供し、CPU 使用率が中程度のアプリケーションの実行
に最適です。これにより使用量が一時的に急増します。Graviton インスタンスクラスは 4.0.0 エンジン
でのみサポートされています。
• T3 - CPUパフォーマンスのベースラインレベルを提供し、必要な限りいつでもCPU使用率をバーストで
きる、低コストのバースト可能な汎用インスタンスタイプ。
インスタンスクラスの詳細な仕様については、「インスタンスクラスの仕様 (p. 326)」を参照してくださ
い。
特定のインスタンスクラスは、特定のリージョンでサポートされる場合とサポートされない場合がありま
す。次の表に、各リージョンで Amazon DocumentDB によってサポートされるインスタンスクラスを示し
てあります。

リージョン別のサポートされるインスタンスクラス
リージョン

R6G

R5

R4

T4G

T3

米国東部 (オハイ
オ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

米国東部 (バージ
ニア北部)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

米国西部 (オレゴ
ン)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

南米 (サンパウ
ロ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (ムンバ
イ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象
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リージョン

R6G

R5

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (シンガ
ポール)

R4

T4G

T3

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

アジアパシ
フィック (東京)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

カナダ (中部)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (フランクフ
ルト)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (アイルラン
ド)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (ロンドン)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

ヨーロッパ (ミラ
ノ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

欧州 (パリ)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

中国 (北京) リー
ジョン

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

中国 (寧夏)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポー
ト対象

AWS GovCloud
(US)

サポー
ト対象

サポー
ト対象

サポート対象

サポー
ト対象

インスタンスクラスの仕様
次の表に、Amazon DocumentDB インスタンスクラスの詳細を示します。各テーブル列の説明について
は、表の下部を参照してください。

サポートされているAmazon DocumentDB インスタンスクラス
インスタン
スクラス

1

vCPU

メモリ
2
(GiB)

最大スト
レージ温度
3
(GiB)

最大帯域幅
4
(Mbps)

ネットワー
クパフォー
5
マンス

サポートさ
れているエ
6
ンジン

R6G – Current Generation Memory-Optimized Instance Class based on Graviton2
db.r6g.large

2

16

32

最大 4,750

最大 10
Gbps

4.0.0 のみ

db.r6g.xlarge

4

32

63

最大 4,750

最大 10
Gbps

4.0.0 のみ
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1

メモリ
2
(GiB)

最大スト
レージ温度
3
(GiB)

最大帯域幅
4
(Mbps)

ネットワー
クパフォー
5
マンス

サポートさ
れているエ
6
ンジン

db.r6g.2xlarge

8

64

126

最大 4,750

最大 10
Gbps

4.0.0 のみ

db.r6g.4xlarge

16

128

252

4,750

最大 10
Gbps

4.0.0 のみ

db.r6g.8xlarge

32

256

504

9,000

12 Gbps

4.0.0 のみ

db.r6g.12xlarge

48

384

756

13,500

20 Gbps

4.0.0 のみ

db.r6g.16xlarge

64

512

1008

19,000

25 Gbps

4.0.0 のみ

インスタン
スクラス

vCPU

R5 – 前の世代のメモリ最適化インスタンスクラス
db.r5.large

2

16

31

最大 3,500

最大 10
Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.xlarge

4

32

62

最大 3,500

最大 10
Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.2xlarge

8

64

124

最大 3,500

最大 10
Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.4xlarge

16

128

249

3,500

最大 10
Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.8xlarge

32

256

504

6,800

10 Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.12xlarge

48

384

748

7,000

10 Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.16xlarge

64

512

1008

13,600

20 Gbps

3.6.0 と
4.0.0

db.r5.24xlarge

96

768

1500

14,000

25 Gbps

3.6.0 と
4.0.0

R4 – 前の世代のメモリ最適化インスタンスクラス
db.r4.large

2

15.25

30

437

最大 10
Gbps

3.6.0 のみ

db.r4.xlarge

4

30.5

60

875

最大 10
Gbps

3.6.0 のみ

db.r4.2xlarge

8

61

120

875

最大 10
Gbps

3.6.0 のみ

db.r4.4xlarge

16

122

240

875

最大 10
Gbps

3.6.0 のみ

db.r4.8xlarge

32

244

480

875

10 Gbps

3.6.0 のみ

db.r4.16xlarge

64

488

960

14,000

25 Gbps

3.6.0 のみ

T4G – Latest Generation Burstable Performance Instance Classes based on Graviton2
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インスタン
スクラス
db.t4g.medium

1

メモリ
2
(GiB)

最大スト
レージ温度
3
(GiB)

最大帯域幅
4
(Mbps)

ネットワー
クパフォー
5
マンス

サポートさ
れているエ
6
ンジン

2

4

8.13

最大 2,085

最大 5 Gbps

4.0.0 のみ

最大 5 Gbps

3.6.0 と
4.0.0

vCPU

T3 – 最新世代のバースト可能なパフォーマンスインスタンスクラス
db.t3.medium

2

4

7.5

最大 1,536

1. vCPU - 仮想中央演算装置 (CPU) の数。仮想 CPU は、インスタンスクラスの比較に使用できる容量
の単位です。特定のプロセッサを購入またはリースして数か月から数年間使用する代わりに、時間単
位で処理能力をレンタルすることができます。当社の目的は、実際に利用しているハードウェアがど
のようなものであろうと、一定量の CPU 能力を安定したかたちで提供することです。
2. メモリ (GiB) - インスタンスに割り当てられた RAM (ギガバイト単位)。通常、メモリと vCPU の比率
は一定です。
3. 最大ストレージ温度 (GiB)-非永続的な一時ファイルストレージ用にインスタンスに割り当てられた
RAM (ギガバイト単位)。
4. 最大帯域幅 (Mbps) - 最大帯域幅 (メガビット/秒)。8 で割ると、メガバイト/秒でのスループットが得
られます。
5. ネットワークパフォーマンス - 他のインスタンスクラスとの相対的なネットワーク速度。
6. サポートされているエンジン— インスタンスクラスをサポートする Amazon DocumentDB エンジ
ン。

インスタンスのステータスの判断
有効なインスタンスのステータス、その意味、インスタンスのステータスの判断方法については、
「Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニタリング (p. 416)」を参照してください。

Amazon DocumentDB インスタンスのライフサイクル
Amazon DocumentDB インスタンスのライフサイクルには、インスタンスの作成、変更、保守、アップグ
レード、バックアップと復元の実行、再起動、削除が含まれます。このセクションでは、これらのプロセ
スを完了する方法について説明します。
トピック
• Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加する (p. 328)
• Amazon DocumentDB インスタンスの説明 (p. 332)
• Amazon DocumentDB インスタンスを変更する (p. 336)
• Amazon DocumentDB インスタンスを再起動する (p. 339)
• Amazon DocumentDB インスタンスの削除 (p. 341)

Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加する
新しい Amazon DocumentDB インスタンスは、AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。クラスター
にインスタンスを追加するには、クラスターが使用可能な状態になっている必要があります。停止してい
るクラスターにインスタンスを追加することはできません。クラスターが停止している場合は、最初にク
ラスターを起動し、クラスターが使用可能になるまで待ってから、インスタンスを追加します。詳細につ
いては、「Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始 (p. 301)」を参照してください。
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Note
コンソールを使用して Amazon DocumentDB クラスターを作成した場合、同時にインスタンスが
自動的に作成されます。追加のインスタンスを作成する場合は、以下のいずれかの手順を使用し
ます。

AWS Management Console を使用してインスタンスを追加する
次の手順に従い、Amazon DocumentDB コンソールを使用してクラスターのインスタンスを作成します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

インスタンスの追加先のクラスターを選択するには、クラスター名の左にあるボタンを選択します。

4.

[アクション] を選択し、[インスタンスの追加] を選択します。

5.

[Add instance to: (インスタンスの追加先:)<cluster-name>] ページで、クラスターに追加する各インス
タンスに対して以下の手順を繰り返します。最大数は15です。
a.

インスタンス識別子— このインスタンスの一意の識別子を入力するか、Amazon DocumentDB が
クラスター識別子に基づいてインスタンス識別子を提供できるようにします。
インスタンスの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとにAmazon RDS、Neptune、およびのすべてのインスタンスで一意にする必要がありま
す。AWS アカウント、リージョンごとに。

6.

b.

インスタンスクラス— ドロップダウンリストから、このインスタンスに必要なインスタンスタイ
プを選択します。

c.

昇格階層— ドロップダウンリストから、インスタンスのプロモーション枠を選択するか、優先設
定なしAmazon DocumentDB がインスタンスのプロモーション層を設定することを許可します。
数値が小さいほど優先順位が高くなります。詳細については、「フェイルオーバーターゲットの
制御 (p. 356)」を参照してください。

d.

インスタンスをさらに追加するには、[Add additional instances (追加のインスタンスを追加する)]
を選択してステップ a、b、c を繰り返します。

オペレーションを完了します。
• インスタンスをクラスターに追加するには、[作成] を選択します。
• 操作をキャンセルするには、[キャンセル] を選択します。

インスタンスが作成されるまでに数分かかります。インスタンスのステータスを表示するには、コン
ソールまたは AWS CLI を使用します。詳細については、「 インスタンスのステータスのモニタリン
グ (p. 416)」を参照してください。

AWS CLI を使用してインスタンスを追加する
以下のパラメータを指定して create-db-instance AWS CLI オペレーションを使用し、クラスターの
プライマリインスタンスを作成します。
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• --db-instance-class — 必須。インスタンスのコンピューティング性能とメモリ容量 (例:
db.m4.large)。すべてのインスタンスクラスがすべてのインスタンスで使用できるわけではありませ
ん。AWS リージョン。
• --db-instance-identifier — 必須。インスタンスを識別する文字列。
インスタンスの名前付けの制約:
• [1～63] 個の英字、数字、またはハイフンで構成します。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• ごとにAmazon RDS、Neptune、およびのすべてのインスタンスで一意にする必要があります。AWS
アカウント、リージョンごとに。
• --engine — 必須。docdb を指定してください。
• --availability-zone— オプション。このインスタンスが作成されるアベイラビリティーゾーン こ
のパラメータを使用して、さまざまなアベイラビリティーゾーンで耐障害性を強化するインスタンスを
見つけます。詳細については、「Amazon DocumentDB の高可用性とレプリケーション (p. 354)」を
参照してください。
• --promotion-tier— オプション。このインスタンスのフェイルオーバー優先度の階層。0～15 の数
値である必要があります。数値が小さいほど、優先順位が高くなります。詳細については、「フェイル
オーバーターゲットの制御 (p. 356)」を参照してください。
1. 最初に、インスタンスを作成できるアベイラビリティーゾーンを決定します。
インスタンスを作成する前にアベイラビリティーゾーンを指定する場合は、次のコマンドを実行し
て、Amazon DocumentDB クラスターで使用できるアベイラビリティーゾーンを確認します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,AvailabilityZones[*]]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,AvailabilityZones[*]]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

]

[

]

"sample-cluster",
[
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
]

2. 次に、リージョンで作成できるインスタンスクラスを決定します。
リージョンで利用可能なインスタンスクラスを確認するには、次のコマンドを実行します。出力か
ら、Amazon DocumentDB クラスターに追加するインスタンスのインスタンスクラスを選択します。
Linux、macOS、Unix の場合:
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aws docdb describe-orderable-db-instance-options \
--engine docdb \
--query 'OrderableDBInstanceOptions[*].DBInstanceClass'

Windows の場合:
aws docdb describe-orderable-db-instance-options ^
--engine docdb ^
--query 'OrderableDBInstanceOptions[*].DBInstanceClass'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

]

"db.r5.16xlarge",
"db.r5.2xlarge",
"db.r5.4xlarge",
"db.r5.8xlarge",
"db.r5.large",
"db.r5.xlarge"

3. 最後に、Amazon DocumentDB クラスターにインスタンスを追加します。
インスタンスを Amazon DocumentDB クラスターに追加するには、次のコマンドを実行します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-instance \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--db-instance-identifier sample-instance-2 \
--availability-zone us-east-1b \
--promotion-tier 2 \
--db-instance-class db.r5.xlarge \
--engine docdb

Windows の場合:
aws docdb create-db-instance ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--db-instance-identifier sample-instance-2 ^
--availability-zone us-east-1b ^
--promotion-tier 2 ^
--db-instance-class db.r5.xlarge ^
--engine docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBInstance": {
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge",
"Engine": "docdb",
"DBInstanceStatus": "creating",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
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}

}

}

"Status": "active"

],
"AvailabilityZone": "us-east-1b",
"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupName": "default",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"VpcId": "vpc-6242c31a",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"Subnets": [
{
"SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-west-2a"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-wxyz0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-west-2b"
},
"SubnetStatus": "Active"
}
]
},
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:11:35-sun:12:05",
"PendingModifiedValues": {},
"EngineVersion": "3.6.0",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PubliclyAccessible": false,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
"DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
"PromotionTier": 2,
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-instance-2"

インスタンスが作成されるまでに数分かかります。インスタンスのステータスを表示するには、コンソー
ルまたは AWS CLI を使用します。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのステータス
のモニタリング (p. 416)」を参照してください。

Amazon DocumentDB インスタンスの説明
Amazon DocumentDB マネジメントコンソールまたはAWS CLIを使用して、Amazon DocumentDB インス
タンスに関連する接続エンドポイント、セキュリティグループ、VPC、認証機関、パラメータグループな
どの詳細を確認します。

AWS Management Console の使用
AWS Management Console を使用してインスタンスの詳細を確認するには、次の手順に従います。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。
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Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

クラスターナビゲーションボックスに、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンスは、以下
のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

インスタンスの一覧で、詳細を表示するインスタンスの名前を選択します。インスタンスに関する情
報は、次のグループに分けられます。
• 概要— エンジンのバージョン、クラス、ステータス、保留中のメンテナンスなど、インスタンスに
関する一般情報。
• 接続性とセキュリティ—接続セクションには、mongo シェルまたはアプリケーションを使用してこ
のインスタンスに接続するための接続エンドポイントが一覧表示されます。[セキュリティグループ]
セクションには、このインスタンスに関連付けられているセキュリティグループと、その VPC ID
や説明が一覧表示されます。
• 設定—の詳細セクションには、インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN)、エンドポイント、
ロール、クラス、認証機関など、インスタンスの設定とステータスが一覧表示されます。また、イ
ンスタンスのセキュリティとネットワーク設定、バックアップ情報も一覧表示されます。[クラス
ターの詳細] セクションには、このインスタンスが属するクラスターの詳細が表示されます。[クラ
スターのインスタンス] セクションには、クラスターに属するすべてのインスタンスが、各インスタ
ンスのロールとクラスターパラメータグループのステータスとともに一覧表示されます。

Note
インスタンスに関連付けられているクラスターを変更するには、の変更の横にあるク
ラスターの詳細ヘッダー。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターの変
更 (p. 294)」を参照してください。
• Monitoring— CloudWatch は、このインスタンスのメトリクスをログに記録します。詳細について
は、「CloudWatch による Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)」を参照してくださ
い。
• イベントとタグ—最近のイベントセクションには、このインスタンスの最近のイベントの一覧が表
示されます。Amazon DocumentDB は、クラスター、インスタンス、スナップショット、セキュ
リティグループ、およびクラスターパラメータグループに関連するイベントのレコードを保持しま
す。この情報には、各イベントに関連する日付、時刻、およびメッセージが含まれます。<guilablel>Tags</guilablel>
セクションには、このクラスターにアタッチされたタグが一覧表示されます。詳細については、
「Amazon DocumentDB リソースにタグ付けをする (p. 399)」を参照してください。
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AWS CLI の使用
を使用して Amazon DocumentDB インスタンスの詳細を表示するにはAWS CLIで、describe-dbclusters以下の例に示すようにコマンドを実行します。詳細については、「」を参照してくださ
い。DescribeDBInstancesのAmazon DocumentDB リソース管理 API リファレンス。

Note
クラスターやインスタンスのライフサイクル管理などの特定の管理機能におい
て、Amazon DocumentDB は、Amazon RDS と共有される運用テクノロジーを使用しま
す。-filterName=engine,Values=docdbフィルターパラメーターは、Amazon DocumentDB
クラスターのみを返します。
1.

すべての Amazon DocumentDB インスタンスをリストします。
以下のようになりますAWS CLIコードは、リージョン内のすべての Amazon DocumentDB インスタン
スの詳細を一覧表示します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--filter Name=engine,Values=docdb

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--filter Name=engine,Values=docdb

2.

指定した Amazon DocumentDB インスタンスのすべての詳細を一覧表示する
次のコードは sample-cluster-instance の詳細を一覧します。--db-instance-identifier
パラメータにインスタンスの名前を含めると、出力はその特定のインスタンスの情報に制限されま
す。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--db-instance-identifier sample-cluster-instance

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--db-instance-identifier sample-cluster-instance

このオペレーションの出力は、次のようになります。
{

"DBInstances": [
{
"DbiResourceId": "db-BJKKB54PIDV5QFKGVRX5T3S6GM",
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:012345678901:db:sample-clusterinstance-00",
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
"Status": "active"
}
],
"DBInstanceClass": "db.r5.large",
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"DBInstanceStatus": "creating",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:32-fri:10:02",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"StorageEncrypted": true,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"EngineVersion": "3.6.0",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"Engine": "docdb",
"PromotionTier": 2,
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
"PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
"PubliclyAccessible": false,
"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupName": "default",
"Subnets": [
{
"SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1c"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1e"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1d"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1b"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1f"
},
"SubnetStatus": "Active"
}
],
"VpcId": "vpc-91280df6",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"SubnetGroupStatus": "Complete"
},
"PendingModifiedValues": {},
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678901:key/0961325d-a50b-44d4b6a0-a177d5ff730b"
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}

]

}

Amazon DocumentDB インスタンスを変更する
次のいずれかの方法を使用して、Amazon DocumentDB インスタンスを変更できます。AWS Management
ConsoleまたはAWS CLI。インスタンスを変更するには、インスタンスが使用可能な状態である必要があ
ります。停止しているインスタンスを変更することはできません。クラスターが停止している場合は、最
初にクラスターを起動し、インスタンスが使用可能になるまで待ってから、必要な変更を加えます。詳細
については、「Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始 (p. 301)」を参照してください。

AWS Management Console の使用
コンソールを使用して特定の Amazon DocumentDB インスタンスを変更するには、次の手順に従います。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

クラスターナビゲーションボックスに、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンスは、以下
のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

変更するインスタンスの左側にあるチェックボックスをオンにします。

5.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

6.

[インスタンスの変更: <instance-name>] ペインで、必要な変更を行います。以下の変更を行うことが
できます。
• インスタンス仕様— インスタンス識別子とクラス。インスタンス識別子の命名制約:
• インスタンス識別子— が所有するすべてのインスタンスに対して一意な名前を入力します。AWS
アカウント現在のリージョンにあります。インスタンス識別子には、[1—63] の英数字またはハイ
フンを使用し、最初の文字に文字を使用します。最後の文字をハイフンにすることはできず、ハ
イフンを 2 つ続けて使用することもできません。
• インスタンスクラス— ドロップダウンメニューから、Amazon DocumentDB インスタンスのイン
スタンスクラスを選択します。詳細については、「インスタンスクラスの管理 (p. 322)」を参照
してください。
• 認証機関— このインスタンスのサーバー証明書。詳細については、「Amazon DocumentDB TLS 証
明書の更新 (p. 190)」を参照してください。
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7.
8.

• フェイルオーバー— フェイルオーバーにより、昇格階層が最も高いインスタンスがプライマリに昇
格されます。詳細については、「Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)」を参照
してください。
• メンテナンス— 保留中の変更またはパッチをクラスター内のインスタンスに適用するメンテナンス
ウィンドウ。
完了したら、[続行] を選択して変更の概要を表示します。
変更を確認したら、直ちに適用することも、[Scheduling of modifications (変更のスケジュール)] の下
にある次のメンテナンス期間中に適用することもできます。[インスタンスの変更] を選択して、変更
を保存します。または、[キャンセル] を選択して変更を破棄することもできます。

変更が適用されるまでに数分かかります。インスタンスを使用できるのは、そのステータスが [available]
である場合のみです。コンソールまたは AWS CLI を使用して、インスタンスのステータスをモニタ
リングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニタリン
グ (p. 416)」を参照してください。

AWS CLI の使用
を使用して特定の Amazon DocumentDB インスタンスを変更するにはAWS CLIで、modifydb-instance以下のパラメータを使用します。詳細については、「」を参照してくださ
い。ModifyDBInstance。次のコードは、sample-instance インスタンスのインスタンスクラスを
db.r5.large に変更します。

パラメータ
• --db-instance-identifier — 必須。変更するインスタンスの識別子。
• --db-instance-class— オプション。インスタンスの新しいコンピューティング能力とメモリ容量
(例:)db.r5.large。すべてのインスタンスクラスがすべてのインスタンスで使用できるわけではありま
せん。AWS リージョン。インスタンスクラスを変更すると、変更中に機能停止が発生します。変更は次
のメンテナンス期間中に適用されます (ただし、)ApplyImmediatelyは、このリクエストに対して true
として指定されます。
• --apply-immediatelyまたは--no-apply-immediately— オプション。この修正をすぐに適用す
るか、次のメンテナンスウィンドウまで待機するか指定します。このパラメータを省略した場合、次の
メンテナンスウィンドウ中に変更が実行されます。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-instance \
--db-instance-identifier sample-instance \
--db-instance-class db.r5.large \
--apply-immediately

Windows の場合:
aws docdb modify-db-instance ^
--db-instance-identifier sample-instance ^
--db-instance-class db.r5.large ^
--apply-immediately

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBInstances": [
{
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"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
"DBInstanceClass": "db.r5.large",
"Engine": "docdb",
"DBInstanceStatus": "modifying",
"Endpoint": {
"Address": "sample-instance-1.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"Port": 27017,
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM"
},
"InstanceCreateTime": "2020-01-10T22:18:55.921Z",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
"Status": "active"
}
],
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupName": "default",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"VpcId": "vpc-abcd0123",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"Subnets": [
{
"SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1b"
},
"SubnetStatus": "Active"
}
]
},
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:10:57-sun:11:27",
"PendingModifiedValues": {
"DBInstanceClass": "db.r5.large"
},
"EngineVersion": "3.6.0",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PubliclyAccessible": false,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
"PromotionTier": 1,
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:sample-instance-1",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
"profiler"
]
}
]
}

変更が適用されるまでに数分かかります。インスタンスを使用できるのは、そのステータスが [available]
である場合のみです。AWS Management Console または AWS CLI を使用して、インスタンスのステータ
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スをモニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニ
タリング (p. 416)」を参照してください。

Amazon DocumentDB インスタンスを再起動する
ときどき、通常はメンテナンスのために、Amazon DocumentDB インスタンスを再起動する必要があ
ります。クラスターに関連付けられたクラスターパラメータグループを変更するなど、特定の変更を行
う場合は、変更を有効にするためにクラスター内のインスタンスを再起動する必要があります。AWS
Management Console または AWS CLI を使用して、指定したインスタンスを再起動できます。
インスタンスを再起動すると、データベースエンジンサービスが再起動されます。再起動により一時的に
機能停止になります。その間、インスタンスのステータスは [rebooting] に設定されます。再起動が完了
すると、Amazon DocumentDB イベントが作成されます。
インスタンスを再起動しても、フェイルオーバーは発生しません。Amazon DocumentDB クラスターを
フェイルオーバーするには、AWS Management ConsoleまたはAWS CLI操作failover-db-cluster。
詳細については、「Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)」を参照してください。
available (利用可能) 状態でないインスタンスを再起動することはできません。データベースは、以前の要
求による変更、またはメンテナンスウィンドウのアクションなど、いくつかの理由で使用できない場合が
あります。インスタンスステータスの詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのステータ
スのモニタリング (p. 416)」を参照してください。

AWS Management Console を使用してインスタンスを再起動する
次の手順では、コンソールを使用して指定するインスタンスを再起動します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

クラスターナビゲーションボックスに、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンスは、以下
のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

再起動するインスタンスの左側にあるチェックボックスをオンにします。

5.

[Actions (アクション)]、[Reboot (再起動)] の順に選択し、[Reboot (再起動)] を選択して再起動を確認
します。

インスタンスが再起動するまでには数分かかります。インスタンスを使用できるのは、そのステータスが
[available] である場合のみです。コンソールまたは AWS CLI を使用して、インスタンスのステータスをモ
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ニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニタリン
グ (p. 416)」を参照してください。

AWS CLI を使用してインスタンスを再起動する
Amazon DocumentDB インスタンスを再起動するには、reboot-db-instanceとのオペレーション-db-instance-identifierパラメータ。このパラメータは、再起動するインスタンスの識別子を指定し
ます。
次のコードは、インスタンス sample-instance を再起動します。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb reboot-db-instance \
--db-instance-identifier sample-instance

Windows の場合:
aws docdb reboot-db-instance ^
--db-instance-identifier sample-instance

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBInstance": {
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance",
"DBInstanceClass": "db.r5.large",
"Engine": "docdb",
"DBInstanceStatus": "rebooting",
"Endpoint": {
"Address": "sample-instance.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"Port": 27017,
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM"
},
"InstanceCreateTime": "2020-03-27T08:05:56.314Z",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
"Status": "active"
}
],
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupName": "default",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"VpcId": "vpc-abcd0123",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"Subnets": [
{
"SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-wxyz0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1b"
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]

}

}

}

},
"SubnetStatus": "Active"

},
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:06:53-sun:07:23",
"PendingModifiedValues": {},
"EngineVersion": "3.6.0",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PubliclyAccessible": false,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
"DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
"PromotionTier": 1,
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-instance",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
"profiler"
]

インスタンスが再起動するまでには数分かかります。インスタンスを使用できるのは、そのステータスが
[available] である場合のみです。コンソールまたは AWS CLI を使用して、インスタンスのステータスをモ
ニタリングできます。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニタリン
グ (p. 416)」を参照してください。

Amazon DocumentDB インスタンスの削除
Amazon DocumentDB インスタンスは、AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。インスタンスを削除
するには、インスタンスが使用可能な状態である必要があります。停止しているインスタンスを削除する
ことはできません。インスタンスを含む Amazon DocumentDB クラスターが停止している場合は、最初に
クラスターを起動し、インスタンスが使用可能ですをクリックし、インスタンスを削除します。詳細につ
いては、「Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始 (p. 301)」を参照してください。

Note
Amazon DocumentDB は、クラスターボリューム内のすべてのデータを保存します。クラスター
からすべてのインスタンスを削除しても、そのクラスターボリュームのデータは保持されます。
データに再アクセスする必要がある場合は、いつでもクラスターにインスタンスを追加し、中断
した個所から再開できます。

削除保護
Amazon DocumentDB クラスターの最後のインスタンスを削除すると、クラスターと、そのクラスターに
関連付けられた自動スナップショットと継続バックアップも削除されます。Amazon DocumentDB は、
を使用して削除オペレーションを実行するかどうかにかかわらず、クラスターの削除保護を適用しま
す。AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。削除保護が有効になっている場合、クラスターを削除す
ることはできません。
削除に対する保護が有効化されているクラスターを削除するには、まずクラスターを変更して削除保護
を無効化する必要があります。詳細については、「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削
除 (p. 304)」を参照してください。

AWS Management Console を使用してインスタンスを削除する
次の手順では、コンソールを使用して指定した Amazon DocumentDB インスタンスを削除します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。
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2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

クラスターナビゲーションボックスに、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンスは、以下
のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

削除するインスタンスの左側にあるチェックボックスをオンにします。

5.

[Actions (アクション)] を選択して、[Delete (削除)] を選択します。
1. クラスターの最後のインスタンスを削除する場合:
• Create final cluster snapshot? (最終クラスタースナップショットを作成しますか?) — 選択はいク
ラスターを削除する前に最終スナップショットを作成する場合。それ以外の場合は [いいえ] を選
択します。
• 最終スナップショット名— 最終スナップショットを作成する場合は、作成した新しいクラスター
スナップショットのクラスタースナップショットの識別子を入力します。
• Delete <instance-name> instance? (<instance-name> インスタンスを削除しますか?) — フレー
ズを入力します。クラスター全体を削除するをクリックして、削除を確定します。
2. クラスターの最後のインスタンスを削除しない場合:
• Delete <instance-name> instance? (<instance-name> インスタンスを削除しますか?) — フレー
ズを入力します。削除するをクリックして、削除を確定します。

6.

[Delete (削除)] を選択して、インスタンスを削除します。

インスタンスが削除されるまでに数分かかります。インスタンスのステータスをモニタリングするには、
「Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニタリング (p. 416)」を参照してください。

AWS CLI を使用してインスタンスを削除する
次の手順では、を使用して Amazon DocumentDB インスタンスを削除します。AWS CLI。
1. 最初に、Amazon DocumentDB クラスター内のインスタンスの数を決定します。
クラスター内のインスタンスの数を判断するには、以下のように describe-db-clusters コマンド
を実行します。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].
[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].DBInstanceIdentifier]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
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[

]

[

]

"sample-cluster",
[
"sample-instance-1",
"sample-instance-2"
]

2. Amazon DocumentDB クラスターに複数のインスタンスがある場合:
指定した Amazon DocumentDB インスタンスを削除するには、delete-db-instanceコマンドを-db-instance-identifier次に示すようにパラメータ。インスタンスが削除されるまでに数分かかり
ます。インスタンスのステータスをモニタリングするには、「Amazon DocumentDB インスタンスのス
テータスのモニタリング (p. 416)」を参照してください。
aws docdb delete-db-instance \
--db-instance-identifier sample-instance-2

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBInstance": {
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
"DBInstanceClass": "db.r5.large",
"Engine": "docdb",
"DBInstanceStatus": "deleting",
"Endpoint": {
"Address": "sample-instance-2.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"Port": 27017,
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM"
},
"InstanceCreateTime": "2020-03-27T08:05:56.314Z",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
"Status": "active"
}
],
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupName": "default",
"DBSubnetGroupDescription": "default",
"VpcId": "vpc-6242c31a",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"Subnets": [
{
"SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetIdentifier": "subnet-wxyz0123",
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1b"
},
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}

}

}

"SubnetStatus": "Active"

]
},
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:06:53-sun:07:23",
"PendingModifiedValues": {},
"EngineVersion": "3.6.0",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"PubliclyAccessible": false,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
"DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
"PromotionTier": 1,
"DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-instance-2",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
"profiler"
]

3. 削除するインスタンスが Amazon DocumentDB クラスターの最後のインスタンスである場合:
Amazon DocumentDB クラスターの最後のインスタンスを削除すると、そのクラスターと、そのクラス
ターに関連付けられた自動スナップショットと継続バックアップも削除されます。
クラスターの最後のインスタンスを削除するには、クラスターを削除し、オプションで最終スナッ
プショットを作成します。詳細については、Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削
除 (p. 304)を参照してください。

Amazon DocumentDB サブネットグループの管理
Virtual Private Cloud (VPC) は、AWS アカウント。VPC は、AWS クラウドの他の仮想ネットワークか
ら論理的に切り離されています。起動できますAWSAmazon DocumentDB クラスターなどのリソースを
Amazon VPC に提供します。VPC の IP アドレス範囲を指定して、サブネットを追加し、セキュリティグ
ループを関連付けて、ルートテーブルを設定できます。
サブネットは、Amazon VPC の IP アドレスの範囲です。AWS リソースは、指定したサブネット内に起動
できます。インターネットに接続する必要があるリソースには、パブリックサブネットを使用します。イ
ンターネットに接続する必要がないリソースには、プライベートサブネットを使用します。パブリックサ
ブネットとプライベートサブネットの詳細については、「」を参照してください。VPC とサブネットの基
本のAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド。
DB サブネットグループは VPC に作成するサブネットのコレクションで、クラスター用に指定します。
サブネットグループでは、クラスターの作成時に特定の VPC を指定することができます。default サブ
ネットグループを使用すると、VPC 内のすべてのサブネットにまたがります。
各 DB サブネットグループには、特定の リージョン内の少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンにサ
ブネットが必要です。VPC に DB クラスターを作成するときは、DB サブネットグループを選択する必要
があります。Amazon DocumentDB は、その DB サブネットグループと優先アベイラビリティーゾーンを
使用し、サブネットとそのサブネット内の IP アドレスを選択してクラスターに関連付けます。プライマリ
インスタンスが失敗した場合、Amazon DocumentDB は対応するレプリカインスタンスを新しいプライマ
リに昇格できます。その後、前のプライマリが配置されていたサブネットの IP アドレスを使用して、新し
いレプリカインスタンスを作成します。
Amazon DocumentDB は、VPC にインスタンスを作成すると、DB サブネットグループから選択した IP
アドレスを使用して、クラスターにネットワークインターフェイスを割り当てます。基になる IP アドレス
344

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
サブネットグループの作成

はフェイルオーバー中に変わる可能性があるため、DNS名 を使用することを強くお勧めします。詳細につ
いては、「Amazon DocumentDB エンドポイント (p. 9)」を参照してください。
独自の VPC とサブネットの作成については、「」を参照してください。VPC とサブネットの使
用のAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド。
トピック
• Amazon DocumentDB サブネットグループの作成 (p. 345)
• Amazon DocumentDB サブネットグループの説明 (p. 349)
• Amazon DocumentDB サブネットグループの変更 (p. 350)
• Amazon DocumentDB サブネットグループの削除 (p. 353)

Amazon DocumentDB サブネットグループの作成
Amazon DocumentDB クラスターを作成するときは、その Amazon VPC 内の Amazon VPC と対応するサ
ブネットグループを選択して、クラスターを起動する必要があります。サブネットにより、アベイラビリ
ティーゾーンと、アベイラビリティーゾーン内でインスタンスの起動に使用する IP 範囲が決まります。
サブネットグループは、名前付きのサブネットセット (または AZ) で、Amazon DocumentDB インスタン
スの起動に使用するアベイラビリティーゾーンを指定できます。たとえば、3 つのインスタンスを含むク
ラスターでは、各インスタンスを別々の AZ にプロビジョニングすることをお勧めします。これにより、
高可用性が最適化されます。これにより、1 つの AZ に障害が発生した場合、1 つのインスタンスにのみ影
響します。
現在、Amazon DocumentDB インスタンスは最大 3 つの AZ にプロビジョニングできます。サブネッ
トグループに 3 つ以上のサブネットがある場合でも、それらのサブネットのうちの 3 つのみを使用し
て、Amazon DocumentDB クラスターを作成できます。したがって、サブネットグループを作成するとき
は、インスタンスのデプロイ先として 3 つのサブネットのみを選択することをお勧めします。
例: クラスターが作成され、Amazon DocumentDB は AZ として 1A、1B、1C を選択します。この場
合、AZ 1D でインスタンスを作成しようとすると、その API コールは失敗します。ただし、特定の AZ
を指定せずにインスタンスを作成した場合、Amazon DocumentDB がお客様に代わって AZ を選択しま
す。Amazon DocumentDB では、複数の AZ 間でインスタンスの負荷を分散するアルゴリズムを使用し
て、高可用性が実現されます。3 つのインスタンスがプロビジョニングされる場合、デフォルトでは 3 つ
の AZ に別々にプロビジョニングされ、1 つの AZ にまとめてプロビジョニングされません。
ベストプラクティス
• Unless you have a specific reason, always create a subnet group with three subnets. This ensures
that clusters with three or more instances will be able to achieve higher availability as instances will be
provisioned across three AZs.
• Always spread instances across multiple AZs to achieve high availability. Never place all instances for a
cluster in a single AZ.
• Because failover events can happen at any time, you should not assume that a primary instance or
replica instances will always be in a particular AZ.

サブネットグループを作成する方法
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして、Amazon DocumentDB サブネットグループ
を作成します。
トピック
• AWS Management Console の使用 (p. 346)
• AWS CLI の使用 (p. 346)
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AWS Management Console の使用
Amazon DocumentDB サブネットグループを作成するには、次のステップを使用します。

Amazon DocumentDB サブネットグループを作成するには
1.
2.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで、[Subnet groups (サブネットグループ)]、[Create (作成)] の順に選択しま
す。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[Create subnet group (サブネットグループを作成する)] ページで:
a.

b.

[Subnet group details (サブネットグループの詳細)] セクションで:
i.

名前— サブネットグループ用の意味のある名前を入力します。

ii.

説明— サブネットグループの説明を入力します。

[Add subnets (サブネットを追加する)] セクションで:
i.
ii.

VPC— リストで、このサブネットグループの VPC を選択します。
以下の いずれかを 実行します。
•

選択した VPC にすべてのサブネットを含めるには、[Add all the subnets related to this
VPC (この VPC に関連するすべてのサブネットを追加)] を選択します。

•

このサブネットグループのサブネットを指定するには、サブネットを含める各アベイ
ラビリティーゾーンに対して次の手順を実行します。少なくとも 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンを含める必要があります。
A.

アベイラビリティーゾーン— リストからアベイラビリティーゾーンを選択します。

B.

4.

サブネット— リストで、このサブネットグループに選択したアベイラビリティー
ゾーンからサブネットを選択します。
C. [Add subnet (サブネットを追加する)] を選択します。
[Create] (作成) を選択します。サブネットグループが作成されると、他のサブネットグループととも
に表示されます。

AWS CLI の使用
AWS CLI を使用してサブネットグループを作成する前に、まずどのサブネットが使用可能かを判断する必
要があります。次の AWS CLI オペレーションを実行して、アベイラビリティーゾーンとそのサブネット
を一覧表示します。
パラメータ:
• --db-subnet-group— オプション。特定のサブネットグループを指定すると、そのグループのアベ
イラビリティーゾーンとサブネットが一覧表示されます。このパラメータを省略すると、すべてのサブ
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ネットグループのアベイラビリティーゾーンとサブネットが一覧表示されます。default サブネットグ
ループを指定すると、すべての VPC のサブネットが一覧表示されます。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-subnet-groups \
--db-subnet-group-name default \
--query 'DBSubnetGroups[*].[DBSubnetGroupName,Subnets[*].
[SubnetAvailabilityZone.Name,SubnetIdentifier]]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-subnet-groups ^
--db-subnet-group-name default ^
--query 'DBSubnetGroups[*].[DBSubnetGroupName,Subnets[*].
[SubnetAvailabilityZone.Name,SubnetIdentifier]]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

]

[

]

"default",
[
[
"us-east-1a",
"subnet-4e26d263"
],
[
"us-east-1c",
"subnet-afc329f4"
],
[
"us-east-1e",
"subnet-b3806e8f"
],
[
"us-east-1d",
"subnet-53ab3636"
],
[
"us-east-1b",
"subnet-991cb8d0"
],
[
"us-east-1f",
"subnet-29ab1025"
]
]

前のオペレーションからの出力を使用して、新しいサブネットグループを作成できます。新しいサブネッ
トグループは、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンからのサブネットを含める必要があります。

パラメータ:
• --db-subnet-group-name — 必須。このサブネットグループの名前。
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• --db-subnet-group-description — 必須。このサブネットグループの説明。
• --subnet-ids — 必須。このサブネットグループに含めるサブネットのリスト。例:
subnet-53ab3636．
• —タグ— オプション。このサブネットグループにアタッチするタグ (キーと値のペア) のリスト。
次のコードは、subnet-4e26d263、subnet-afc329f4、および subnet-b3806e8f の 3 つのサブ
ネットを持つサブネットグループ sample-subnet-group を作成します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb create-db-subnet-group \
--db-subnet-group-name sample-subnet-group \
--db-subnet-group-description "A sample subnet group" \
--subnet-ids subnet-4e26d263 subnet-afc329f4 subnet-b3806e8f \
--tags Key=tag1,Value=One Key=tag2,Value=2

Windows の場合:
aws docdb create-db-subnet-group ^
--db-subnet-group-name sample-subnet-group ^
--db-subnet-group-description "A sample subnet group" ^
--subnet-ids subnet-4e26d263 subnet-afc329f4 subnet-b3806e8f ^
--tags Key=tag1,Value=One Key=tag2,Value=2

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupDescription": "A sample subnet group",
"DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
"Subnets": [
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1c"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
"SubnetStatus": "Active"
},
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1e"
},
"SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f",
"SubnetStatus": "Active"
}
],
"VpcId": "vpc-91280df6",
"DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:subgrp:sample-subnetgroup",
"SubnetGroupStatus": "Complete"
}
}
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Amazon DocumentDB サブネットグループの説明
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして、Amazon DocumentDB サブネットグループ
の詳細を取得します。

AWS Management Console の使用
次の手順では、Amazon DocumentDB サブネットグループの詳細を取得する方法を示します。

サブネットグループの詳細を確認するには
1.
2.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。
[Navigation] ペインで、[Subnet groups] を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

サブネットグループの詳細を表示するには、そのサブネットグループの名前を選択します。

AWS CLI の使用
Amazon DocumentDB サブネットグループの詳細を確認するには、describe-db-subnet-groups以下
のパラメーターを指定してオペレーションします。

パラメータ
• --db-subnet=group-name— オプション。含まれている場合は、名前付きサブネットグループの詳細
が一覧表示されます。省略すると、最大 100 個のサブネットグループの詳細が一覧表示されます。

Example
次のコードは、Amazon DocumentDB サブネットグループの作成 (p. 345) セクションで作成した
sample-subnet-group サブネットグループの詳細を示しています。
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Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-subnet-groups \
--db-subnet-group-name sample-subnet-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-subnet-groups ^
--db-subnet-group-name sample-subnet-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:subgrp:sample-subnetgroup",
"VpcId": "vpc-91280df6",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
"Subnets": [
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1a"
},
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
},
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1c"
},
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
},
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1e"
},
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f"
}
],
"DBSubnetGroupDescription": "A sample subnet group"
}
}

Amazon DocumentDB サブネットグループの変更
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIサブネットグループの説明を変更したり、Amazon
DocumentDB サブネットグループにサブネットを追加または削除します。ただし、default サブネット
グループは変更できません。
トピック
• AWS Management Console の使用 (p. 351)
• AWS CLI の使用 (p. 351)
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AWS Management Console の使用
AWS Management Console を使用して、サブネットグループの説明を変更したり、サブネットを追加およ
び削除できます。完了したら、サブネットグループに少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンが関連
付けられている必要があります。

サブネットグループを変更するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。

2.

[Navigation] ペインで、[Subnet groups] を選択します。次に、サブネットグループ名の左側にあるボ
タンを選択します。default サブネットグループは変更できないことに注意してください。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

4.

説明— サブネットグループの説明を変更するには、新しい説明を入力します。

5.

サブネットグループに関連付けられているサブネットを変更するには、[Add subnets (サブネットの追
加)] セクションで、次のいずれかを実行します。

6.

•

このサブネットグループからサブネットをすべて削除するには、[Remove all (すべてを削除)] を
選択します。

•

このサブネットグループから特定のサブネットを削除するには、削除するサブネットごとに
[Remove (削除) を選択します。

•

この VPC に関連付けられているすべてのサブネットを追加するには、[Add all the subnets
related to this VPC (このVPCに関連付けられているすべてのサブネットを追加])] を選択します。

•

このサブネットグループに特定のサブネットを追加するには、サブネットを追加する各アベイラ
ビリティーゾーンに対して次の手順を実行します。
a.

アベイラビリティーゾーン— リストから新しいアベイラビリティーゾーンを選択します。

b.

サブネット— リストで、このサブネットグループに選択したアベイラビリティーゾーンから
サブネットを選択します。

c.

[Add subnet (サブネットを追加する)] を選択します。

確認ダイアログボックスでは:
•

サブネットグループにこのような変更を行うには、[Modify (変更)] を選択します。

•

サブネットグループを変更しない場合は、[キャンセル] を選択してください。

AWS CLI の使用
AWS CLI を使用して、サブネットグループの説明を変更したり、サブネットを追加および削除できます。
完了したら、サブネットグループに少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンが関連付けられている必
要があります。default サブネットグループを変更することはできません。

パラメータ:
• --db-subnet-group-name — 必須。変更している Amazon DocumentDB サブネットグループの名
前。
• --subnet-ids — 必須。この変更が完了した後でサブネットグループに必要となるすべてのサブネッ
トの一覧。
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Important
このリストに含まれていない、現在サブネットグループにあるサブネットはすべて、サブネッ
トグループから削除されます。現在サブネットグループにあるサブネットのいずれかを保持し
たい場合は、それらをこのリストに含める必要があります。
• --db-subnet-group-description— オプション。サブネットグループの説明。

Example
次のコードは説明を変更し、既存のサブネットをサブネット subnet-991cb8d0、subnet-53ab3636、
および subnet-29ab1025 に置き換えます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-subnet-group \
--db-subnet-group-name sample-subnet-group \
--subnet-ids subnet-991cb8d0 subnet-53ab3636 subnet-29ab1025 \
--db-subnet-group-description "Modified subnet group"

Windows の場合:
aws docdb modify-db-subnet-group ^
--db-subnet-group-name sample-subnet-group ^
--subnet-ids subnet-991cb8d0 subnet-53ab3636 subnet-29ab1025 ^
--db-subnet-group-description "Modified subnet group"

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。これは、「Amazon DocumentDB
サブネットグループの作成 (p. 345)」セクションで作成したものと同じサブネットグループであることに
注目します。ただし、サブネットグループ内のサブネットは、modify-db-subnet-group オペレーショ
ンで一覧表示されるものに置き換えられます。
{

"DBSubnetGroup": {
"DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:subgrp:sample-subnetgroup",
"DBSubnetGroupDescription": "Modified subnet group",
"SubnetGroupStatus": "Complete",
"Subnets": [
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1d"
},
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
},
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1b"
},
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
},
{
"SubnetAvailabilityZone": {
"Name": "us-east-1f"
},
"SubnetStatus": "Active",
"SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025"
}
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],
"VpcId": "vpc-91280df6",
"DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group"

}

}

Amazon DocumentDB サブネットグループの削除
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして、Amazon DocumentDB サブネットグループ
を削除します。ただし、default サブネットグループは削除できません。
トピック
• AWS Management Console の使用 (p. 353)
• AWS CLI の使用 (p. 353)

AWS Management Console の使用
AWS Management Console を使用してサブネットグループを削除できます。ただし、 default サブネッ
トグループを削除することはできません。

サブネットグループを削除するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。

2.

[Navigation] ペインで、[Subnet groups] を選択します。次に、サブネットグループ名の左側にあるボ
タンを選択します。default サブネットグループは削除できないことに注意してください。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

確認ダイアログボックスでは:
•

サブネットグループを削除するには、[削除] を選択します。

•

サブネットグループを保持するには、[キャンセル] を選択します。

AWS CLI の使用
を使用して、Amazon DocumentDB サブネットグループを削除するにはAWS CLIで、delete-dbsubnet-group以下のパラメーターを指定してオペレーションします。

パラメータ
• --db-subnet-group-name — 必須。削除する Amazon DocumentDB サブネットグループの名
前。default サブネットグループは削除できないことに注意してください。

Example
次のコードは、sample-subnet-group を削除します。
Linux、macOS、Unix の場合:
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aws docdb delete-db-subnet-group \
--db-subnet-group-name sample-subnet-group

Windows の場合:
aws docdb delete-db-subnet-group ^
--db-subnet-group-name sample-subnet-group

このオペレーションでは何も出力されません。

Amazon DocumentDB の高可用性とレプリケー
ション
レプリカインスタンスを使用すると、Amazon DocumentDB での高可用性と読み取りスケーリングを実現
できます (MongoDB との互換性)。1 つの Amazon DocumentDB クラスターは、1 つのプライマリインス
タンスと最大 15 個のレプリカインスタンスをサポートします。これらのインスタンスは、クラスターの
リージョン内のアベイラビリティーゾーンに分散することができます。プライマリインスタンスでは、読
み込みと書き込みトラフィックを受け入れ、レプリカインスタンスは読み込みリクエストのみを受け入れ
ます。
クラスターボリュームはクラスターのデータの複数のコピーで構成されます。ただし、クラスターボ
リュームのデータは、クラスターのプライマリインスタンスおよびAmazon DocumentDB レプリカの 1 つ
の論理ボリュームとして表されます。レプリカインスタンスには、結果整合性があります。これによっ
て、最短のレプリカラグでクエリ結果を返します。通常の場合、プライマリインスタンスが更新を書き込
みしてから 100 ミリ秒未満になります。レプリカラグは、データベースの変更レートによって異なりま
す。つまり、データベースに対して大量の書き込みオペレーションが発生している間、レプリカラグが増
加することがあります。

読み込みのスケーリング
Amazon DocumentDB レプリカは、クラスターボリュームでの読み取りオペレーションに特化している
ため、読み取りのスケーリングに最適です。書き込みオペレーションはプライマリインスタンスによって
管理されます。クラスターボリュームは、クラスター内のすべてのインスタンス間で共有されます。した
がって、各 Amazon DocumentDB レプリカごとにデータのコピーを複製して維持する必要はありません。

高可用性
Amazon DocumentDB クラスターを作成するときは、サブネットグループ内のアベイラビリティーゾーン
の数に応じて (少なくとも 2 つ存在する必要があります)、Amazon DocumentDB は、アベイラビリティ
ゾーン間でインスタンスをプロビジョニングします。クラスターでインスタンスを作成すると、Amazon
DocumentDB はサブネットグループ内のアベイラビリティゾーン間でインスタンスを自動的に分配して、
クラスターのバランスを取ります。また、このアクションは、すべてのインスタンスが同じアベイラビリ
ティーゾーンに配置されることを回避します。
例
この点を説明するために、3 つのアベイラビリティゾーンを持つサブネットグループを持つクラスターを
作成する例を考えます。AZ1,AZ2, およびAZ3。
クラスター内の最初のインスタンスが作成されると、それがプライマリインスタンスとなり、いずれかの
アベイラビリティゾーンに配置されます。この例では、これが AZ1 です。作成される 2 番目のインスタ
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ンスはレプリカインスタンスで、他の 2 つのアベイラビリティゾーン (AZ2 とします) のいずれかにありま
す。作成される 3 番目のインスタンスはレプリカインスタンスで、残りのアベイラビリティゾーン (AZ3)
にあります。さらにインスタンスを作成する場合、クラスター内でバランスが取れるようにアベイラビリ
ティゾーン間で分散します。
プライマリインスタンス (AZ1) で障害が発生すると、フェイルオーバーがトリガーされ、既存のレプリ
カの 1 つがプライマリに昇格します。古いプライマリティが復旧すると、プロビジョニングされてい
たアベイラビリティゾーン (AZ1) と同じ場所でレプリカとなります。3 つのインスタンスクラスターを
プロビジョニングすると、Amazon DocumentDB はその3インスタンスクラスターを引き続き保持しま
す。Amazon DocumentDB は、手動による介入なしに、インスタンス障害の検出、フェイルオーバー、お
よび回復を自動的に処理します。
Amazon DocumentDB がフェイルオーバーを実行してインスタンスを回復すると、復旧したインスタンス
はプロビジョニングされていたアベイラビリティゾーンゾーンに残ります。ただし、インスタンスのロー
ルはプライマリからレプリカに変更される場合があります。これを実行することで、一連のフェイルオー
バーによってすべてのインスタンスが結果として同じアベイラビリティゾーンになるというシナリオを回
避することができます。
Amazon DocumentDB レプリカをフェイルオーバーターゲットとして指定できます。つまり、プライマリ
インスタンスが失敗した場合、指定された Amazon DocumentDB レプリカまたは層からのレプリカがプ
ライマリインスタンスに昇格されます。短い中断があり、その間はプライマリインスタンスに対して行わ
れた読み取りおよび書き込みリクエストは、例外により失敗します。Amazon DocumentDB クラスターに
Amazon DocumentDB レプリカが含まれていない場合は、プライマリインスタンスが失敗すると再作成さ
れます。Amazon DocumentDB レプリカを昇格すると、プライマリインスタンスを再起動するよりも大幅
に短時間で済みます。
高可用性のシナリオでは、1 つ以上の Amazon DocumentDB レプリカを作成することをお勧めします。こ
れらのレプリカは、プライマリインスタンスと同じインスタンスクラスとし、Amazon DocumentDB クラ
スターの異なるアベイラビリティーゾーンに配置します。
詳細については、以下を参照してください:
• Amazon DocumentDB クラスターの耐障害性の理解 (p. 321)
• Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)
• フェイルオーバーターゲットの制御 (p. 356)

グローバルクラスタによるハイアベイラビリティ
複数にわたって高可用性を実現するAWS リージョンとすると、をセットアップできますAmazon
DocumentDB グローバルクラスター。グローバルクラスターはそれぞれ、複数のリージョンにまたがって
いるため、低レイテンシーのグローバル読み取りが実現され、AWS リージョン。Amazon DocumentDB
は、プライマリリージョンからのすべてのデータと更新を、各セカンダリリージョンに自動的にレプリ
ケートします。

レプリカの追加
クラスターに追加される最初のインスタンスは、プライマリインスタンスです。最初のインスタンスの後
に追加されるすべてのインスタンスはレプリカインスタンスです。クラスターは、プライマリに加えて最
大 15 個のレプリカインスタンスを持つことができます。
AWS Management Console を使用してクラスターを作成した場合、同時にプライマリインスタンスが自
動的に作成されます。クラスターとプライマリインスタンスを作成すると同時にレプリカを作成するに
は、[別のゾーンにレプリカを作成します] を選択します。詳細については、「Amazon DocumentDB グ
ローバルクラスターの作成 (p. 280)」のステップ 4.d を参照してください。Amazon DocumentDB クラ
スターにさらにレプリカを追加するには、「」Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加す
る (p. 328)。
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AWS CLI を使用してクラスターを作成する場合は、プライマリインスタンスとレプリカインスタンスを明
示的に作成する必要があります。詳細については、次のトピックで「AWS CLI の使用」セクションを参照
してください。
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成 (p. 280)
• Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加する (p. 328)

Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能
計画された特定のタイプのメンテナンスや、プライマリノードまたはアベイラビリティーゾーンの予期し
ない障害など、特定の場合に、Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) は障害を検出してプライマ
リノードを置き換えます。フェイルオーバー中、書き込みのダウンタイムは最小限になります。これは、
プライマリノードのロールが新しいプライマリノードを作成してプロビジョニングする代わりに、リード
レプリカのいずれかにフェイルオーバーするためです。この障害検出とレプリカの昇格により、昇格が完
了したらすぐに新しいプライマリへの書き込みを再開できます。
フェイルオーバーが機能するためには、クラスターに少なくとも 2 つのインスタンス (プライマリインス
タンスと 1 つ以上のレプリカインスタンス) が必要です。

フェイルオーバーターゲットの制御
Amazon DocumentDB は、フェイルオーバーが発生した場合にプライマリに昇格されるレプリカインスタ
ンスを制御するための手段として、フェイルオーバー階層を提供します。
フェイルオーバー階層
各レプリカインスタンスは、フェイルオーバー階層 (0 ～ 15) と関連付けられます。メンテナンスのため
フェイルオーバーが発生するか、予期しないハードウェア障害が発生した場合、プライマリインスタンス
は優先度の最も高い優先度 (最も低い番号の階層) を持つレプリカにフェイルオーバーします。優先度が同
じ階層を持つ複数のレプリカがある場合、プライマリは、前のプライマリに最も近いサイズのその階層の
レプリカにフェイルオーバーします。
選択したレプリカのグループのフェイルオーバー階層を 0 (最大の優先度) に設定することで、フェイル
オーバーでそのグループ内のいずれかのレプリカを昇格することができます。フェイルオーバーが発生し
た場合に、優先度の低い階層 (高い番号) をこれらのレプリカに割り当てることで、特定のレプリカのプラ
イマリへの昇格を実質的に防ぐことができます。これは、特定のレプリカがアプリケーションによって多
く使用され、それらの 1 つへのフェイルオーバーによって重要なアプリケーションに悪影響を与える可能
性がある状況で役立ちます。
インスタンスのフェイルオーバー階層は、インスタンスの作成時に設定するか、後でインスタンスを変
更して設定できます。インスタンスを変更してインスタンスのフェイルオーバーを設定しても、フェイル
オーバーはトリガーされません。詳細については、以下のトピックを参照してください。
• Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加する (p. 328)
• Amazon DocumentDB インスタンスを変更する (p. 336)
手動でフェイルオーバーを開始するときは、プライマリに昇格するレプリカインスタンスを制御するため
の 2 つの方法として、先ほど説明したフェイルオーバー階層と --target-db-instance-identifier
パラメータがあります。
--target-db-instance-identifier
テストでは、failover-db-cluster オペレーションを使用してフェイルオーバーイベントを強制でき
ます。--target-db-instance-identifier パラメータを使用して、プライマリに昇格させるレプ
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リカを指定します。--target-db-instance-identifier パラメータの使用は、フェイルオーバー優
先度階層よりも優先されます。--target-db-instance-identifier パラメータを指定しなかった場
合、プライマリフェイルオーバーはフェイルオーバー優先度階層に従います。

フェイルオーバー中の処理
フェイルオーバーは Amazon DocumentDB によって自動的に処理されるため、アプリケーションは管理上
の介入なく、可能な限り迅速にデータベースオペレーションを再開することができます。
• フェイルオーバー時に、同じアベイラビリティーゾーンまたは別のアベイラビリティーゾーンに
Amazon DocumentDB レプリカインスタンスがある場合: Amazon DocumentDB は、インスタンスの正
規名レコード (CNAME) を切り替えて正常なレプリカを指定します。これに伴い、この正常なレプリカ
が新しいプライマリに昇格されます。通常、フェイルオーバーは開始から終了まで 30 秒以内に完了し
ます。
• Amazon DocumentDB レプリカインスタンス (単一インスタンスのクラスターなど) がない場
合、Amazon DocumentDB は、元のインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに新しいインスタ
ンスを作成しようとします。このような元のインスタンスの置換処理はベストエフォート方式で行われ
るため、アベイラビリティーゾーンの広範囲に影響する問題がある場合などは失敗する可能性がありま
す。
接続が切断された場合、アプリケーションはデータベースへの接続を再試行する必要があります。

フェイルオーバーテスト
クラスターのフェイルオーバーにより、クラスター内の Amazon DocumentDB レプリカの 1 つ (読み取り
専用インスタンス) が、プライマリインスタンス (クラスターライター) に昇格されます。
プライマリインスタンスが失敗した場合、Amazon DocumentDB は自動的に Amazon DocumentDB レプ
リカにフェイルオーバーします (存在する場合)。テストのため、プライマリインスタンスの失敗をシミュ
レートする場合は、フェイルオーバーを強制できます。クラスター内の各インスタンスには、独自のエン
ドポイントアドレスがあります。したがって、フェイルオーバーの完了時にこれらのエンドポイントアド
レスを使用するすべての既存の接続をクリーンアップして再度確立する必要があります。
フェイルオーバーを強制するには、これらのパラメータを指定して、failover-db-cluster オペレー
ションを使用します。
• --db-cluster-identifier — 必須。フェイルオーバーするクラスターの名前。
• --target-db-instance-identifier—オプション。プライマリインスタンスに昇格するインスタン
スの名前。

Example
以下のオペレーションでは、sample-cluster クラスターのフェイルオーバーを強制します。新しいプ
ライマリインスタンスを作成するインスタンスが指定されないため、Amazon DocumentDB はフェイル
オーバー階層の優先度に従ってインスタンスを選択します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb failover-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster

Windows の場合:
aws docdb failover-db-cluster ^
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--db-cluster-identifier sample-cluster

以下のオペレーションでは、sample-cluster クラスターのフェイルオーバーを強制し、samplecluster-instance がプライマリロールに昇格することを指定します。(出力の "IsClusterWriter":
true に注目してください。)
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb failover-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--target-db-instance-identifier sample-cluster-instance

Windows の場合:
aws docdb failover-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--target-db-instance-identifier sample-cluster-instance

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBCluster": {
"HostedZoneId": "Z2SUY0A1719RZT",
"Port": 27017,
"EngineVersion": "3.6.0",
"PreferredMaintenanceWindow": "thu:04:05-thu:04:35",
"BackupRetentionPeriod": 1,
"ClusterCreateTime": "2018-06-28T18:53:29.455Z",
"AssociatedRoles": [],
"DBSubnetGroup": "default",
"MasterUsername": "master-user",
"Engine": "docdb",
"ReadReplicaIdentifiers": [],
"EarliestRestorableTime": "2018-08-21T00:04:10.546Z",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"DBClusterMembers": [
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1,
"IsClusterWriter": true
},
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-00",
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1,
"IsClusterWriter": false
},
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-01",
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1,
"IsClusterWriter": false
}
],
"AvailabilityZones": [
"us-east-1b",
"us-east-1c",
"us-east-1a"
],
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}

}

"DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
"Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
"AllocatedStorage": 1,
"LatestRestorableTime": "2018-08-22T21:57:33.904Z",
"PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
"StorageEncrypted": false,
"MultiAZ": true,
"Status": "available",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
"VpcSecurityGroups": [
{
"Status": "active",
"VpcSecurityGroupId": "sg-12345678"
}
],
"DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

レプリケーションラグの遅延
レプリケーションラグは通常 50 ミリ秒以下です。レプリカラグが上がる最も一般的な理由は次のとおり
です。
• リードレプリカがプライマリより遅くなる原因となる、プライマリの書き込みレートが高い。
• 長時間実行されるクエリ（大規模なシーケンシャルスキャン、集約クエリなど）と着信書き込みレプリ
ケーションの間のリードレプリカの競合。
• リードレプリカの同時クエリが非常に多い。
レプリケーションの遅延を最小限に抑えるには、次のトラブルシューティング方法を試してください。
• 書き込みレートが高いか CPU 使用率が高い場合は、クラスター内のインスタンスをスケールアップす
ることをお勧めします。
• リードレプリカで長時間実行されるクエリがあり、クエリ対象のドキュメントが非常に頻繁に更新され
る場合は、リードレプリカでの競合を回避するために、長時間実行されるクエリを変更するか、プライ
マリ/書き込みレプリカに対して実行することを検討してください。
• 同時クエリが非常に多い場合や、リードレプリカでのみ高い CPU 使用率がある場合、別のオプション
は、リードレプリカの数をスケールアウトしてワークロードを分散することです。
• レプリケーションラグは、高い書き込みスループットと長時間実行されるクエリの結果であるた
め、dbClusterReplicalagMaximum CW メトリックを低速クエリロガーと組み合わせて、レプリケーショ
ンラグをトラブルシューティングすることをお勧めします。WriteThroughput/WriteIOPSメトリク
ス。
一般に、クラスターのフェイルオーバーによってパフォーマンスが低下しないように、すべてのレプリカ
が同じインスタンスタイプであることを推奨します。
スケールアップとスケールアウト（例：6 つの小さいインスタンスと 3 つの大きなインスタンス）を選択
する場合は、DB インスタンスごとに大きなバッファーキャッシュが得られるため、スケールアウト前に
最初に（より大きなインスタンス）にスケールアップすることをお勧めします。
プロアクティブに、レプリケーション・ラグ・アラームを設定し、そのしきい値を、レプリカ・インスタ
ンスのデータがアプリケーションの機能に影響を及ぼす前に、レプリカ・インスタンス上のデータがどの
程度遅れる（または「古い」）上限であると感じる値に設定する必要があります。一般に、一時的なワー
クロードが原因で、アラームが発生する前に、複数のデータポイントについてレプリケーションラグのし
きい値を超えることをお勧めします。
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Note
さらに、10 秒を超えるレプリケーションラグに対して別のアラームを設定することをお勧めしま
す。複数のデータポイントでこのしきい値を超える場合は、インスタンスをスケールアップする
か、プライマリインスタンスの書き込みスループットを下げることをお勧めします。

Amazon DocumentDB イベントの管理
Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) は、クラスター、インスタンス、スナップショット、セ
キュリティグループ、およびクラスターパラメータグループに関連するイベントの記録を保持します。
この情報には、イベントの日付と時刻、イベントのソース名とソースタイプ、イベントに関連付けられた
メッセージなどがあります。

Important
特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon RDS および Amazon Neptune と共有
の運用テクノロジーを使用します。リージョンレベルで管理されている制限のリージョン制限
は、Amazon DocumentDB、Amazon RDS、Amazon Neptune の間で共有されています。詳細に
ついては、「リージョン別クォータ (p. 552)」を参照してください。
トピック
• Amazon DocumentDB イベントカテゴリの表示 (p. 360)
• Amazon DocumentDB イベントの表示 (p. 362)

Amazon DocumentDB イベントカテゴリの表示
各 Amazon DocumentDB リソースタイプには、関連付けることができる特定のタイプのイベントがありま
す。♪AWS CLI describe-event-categoriesイベントタイプと Amazon DocumentDB リソースタイプ
間のマッピングを表示するオペレーションです。

パラメータ
• --source-type—オプション。特定のソースタイプのイベントカテゴリを表示するには、--sourcetype パラメータを使用します。使用できる値を以下に示します。
• db-cluster
• db-instance
• db-parameter-group
• db-security-group
• db-cluster-snapshot
• --filters—オプション。Amazon DocumentDB のイベントカテゴリを表示するには、フィルターを使
用します。--filter Name=engine,Values=docdb。

Example
次のコードは、クラスターに関連付けられているイベントカテゴリを一覧表示しています。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-event-categories \
--filter Name=engine,Values=docdb \
--source-type db-cluster
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Windows の場合:
aws docdb describe-event-categories ^
--filter Name=engine,Values=docdb ^
--source-type db-cluster

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

"EventCategoriesMapList": [
{
"EventCategories": [
"notification",
"failure",
"maintenance",
"failover"
],
"SourceType": "db-cluster"
}
]

次のコードは、各 Amazon DocumentDB ソースタイプに関連付けられているイベントカテゴリを一覧表示
しています。
aws docdb describe-event-categories

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"EventCategoriesMapList": [
{
"SourceType": "db-instance",
"EventCategories": [
"notification",
"failure",
"creation",
"maintenance",
"deletion",
"recovery",
"restoration",
"configuration change",
"read replica",
"backtrack",
"low storage",
"backup",
"availability",
"failover"
]
},
{
"SourceType": "db-security-group",
"EventCategories": [
"configuration change",
"failure"
]
},
{
"SourceType": "db-parameter-group",
"EventCategories": [
"configuration change"
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},
{

},
{

]

}

}

]
"SourceType": "db-cluster",
"EventCategories": [
"notification",
"failure",
"maintenance",
"failover"
]
"SourceType": "db-cluster-snapshot",
"EventCategories": [
"backup"
]

Amazon DocumentDB イベントの表示
Amazon DocumentDB リソースのイベントを取得するには、過去 24 時間のイベントが表示されます。ま
た、を使用して Amazon DocumentDB リソースのイベントを取得することもできます。describe-events
AWS CLIコマンド、またはDescribeEventsAmazon DocumentDB API オペレーション。♪AWS CLIまたは
Amazon DocumentDB API を使用してイベントを表示するには、最大で過去 14 日間のイベントを取得で
きます。
トピック
• AWS Management Console の使用 (p. 362)
• AWS CLI の使用 (p. 362)

AWS Management Console の使用
過去 24 時間で発生した Amazon DocumentDB インスタンスのすべてのイベントを表示するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックして、Amazon DocumentDB コンソール
を開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインの Events] を選択します。使用できるイベントがリストに表示されます。

3.

タイプ別にイベントをフィルタリングするには、[フィルター] リストを使用します。テキストボッ
クスにキーワードを入力して、結果をさらに絞り込むこともできます。たとえば、次のスクリーン
ショットは、に対するすべての Amazon DocumentDB イベントをフィルタリングしています。スナッ
プショットイベント.

AWS CLI の使用
過去 7 日間で発生した Amazon DocumentDB インスタンスのすべてのイベントを表示するには

362

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
Amazon DocumentDB イベントの表示

を使用して、過去 7 日間で発生した Amazon DocumentDB インスタンスのすべてのイベントを表示する
には、describe-events AWS CLIとのオペレーション--durationに設定されたパラメータ10080（10,080
分）。
aws docdb describe-events --duration 10080

Amazon DocumentDB イベントのフィルタリング
特定の Amazon DocumentDB イベントを表示するには、describe-events以下のパラメーターを指定し
てオペレーションします。

パラメータ
• --filter— Amazon DocumentDB イベントに対する戻り値を制限するために必要です。を使用す
るName=engine,Values=docdbを選択して Amazon DocumentDB のみに関するすべてのイベントを
フィルタリングします。
• --source-identifier—オプション。イベントが返されるイベントソースの識別子。省略した場合、
すべてのソースからのイベントが結果に含まれます。
• --source-type—オプション。ただし、--source-identifierが指定されている場合は、必要で
す。--source-identifier が指定されている場合、--source-type は --source-identifier
の種類と一致する必要があります。使用できる値を以下に示します。
• db-cluster
• db-instance
• db-parameter-group
• db-security-group
• db-cluster-snapshot
次の例では、すべての Amazon DocumentDB イベントを一覧表示します。
aws docdb describe-events --filters Name=engine,Values=docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"Events": [
{
"SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:db:sample-cluster-instance3",
"Message": "instance created",
"SourceType": "db-instance",
"Date": "2018-12-11T21:17:40.023Z",
"SourceIdentifier": "sample-cluster-instance3",
"EventCategories": [
"creation"
]
},
{
"SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:db:docdb-2018-12-11-21-08-23",
"Message": "instance shutdown",
"SourceType": "db-instance",
"Date": "2018-12-11T21:25:01.245Z",
"SourceIdentifier": "docdb-2018-12-11-21-08-23",
"EventCategories": [
"availability"
]
},
{
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}

]

}

"SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:db:docdb-2018-12-11-21-08-23",
"Message": "instance restarted",
"SourceType": "db-instance",
"Date": "2018-12-11T21:25:11.441Z",
"SourceIdentifier": "docdb-2018-12-11-21-08-23",
"EventCategories": [
"availability"
]

詳細については、Amazon DocumentDB イベントの監査 (p. 209)を参照してください。

リージョンとアベイラビリティーゾーンの選択
Amazon クラウドコンピューティングリソースは、世界各地の多くの場所でホストされています。これ
らのロケーションは、AWS リージョン ゾーンととアベイラビリティーゾーンから構成されています。各
AWS リージョン は地理的に離れた領域です。リージョンごとにアベイラビリティーゾーンと呼ばれる複
数の独立した場所があります。Amazon DocumentDB では、インスタンスなどのリソースやデータを複数
のロケーションに配置することができます。特に指定しない限り、リソースは AWS リージョン を越えて
レプリケートされることはありません。
Amazon は、可用性の高い高度なデータセンターを運用しています。しかし、非常にまれですが、同じ場
所にあるインスタンスすべての可用性に影響する障害が発生することもあります。もし、すべてのインス
タンスを 1 か所でホストしている場合、そのような障害が起きたとき、インスタンスがすべて利用できな
くなります。次の図表は、3 つのアベイラビリティーゾーンを持つ AWS リージョン を表しています。

各リージョンは独立していることを覚えておくことが重要です。Amazon DocumentDB のアクティビティ
（インスタンスの作成や利用可能なインスタンスのリストなど）は、現在のデフォルトの AWS リージョ
ン でしか実行されません。EC2_REGION 環境変数を設定して、コンソールのデフォルトリージョンを変
更できます。または、AWS CLI で --region パラメータを使用して上書きすることもできます。詳細に
ついては、AWS Command Line Interface の設定 で、環境変数の設定とコマンドラインオプションのセク
ションを参照してください。
Amazon DocumentDB コンソールを使用してクラスターを作成し、別のアベイラビリティーゾーンにレプ
リカを作成することを選択した場合、Amazon DocumentDB は 2 つのインスタンスを作成します。1 つの
アベイラビリティーゾーンでプライマリインスタンスが作成され、別のアベイラビリティーゾーンでレプ
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リカインスタンスが作成されます。クラスターボリュームは常に 3 つのアベイラビリティーゾーンにレプ
リケートされます。
特定の AWS リージョン で Amazon DocumentDB インスタンスを作成または操作するには、対応するリー
ジョンサービスエンドポイントを使用します。

利用可能なリージョン
Amazon DocumentDB は、以下の AWS リージョンで利用可能です。
Amazon DocumentDB でサポートされているリージョン
リージョン名

リージョン

アベイラビリティーゾーン (コンピューティング)

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

3

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1

6

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

4

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

3

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1

3

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2

4

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1

3

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2

3

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1

3

カナダ (中部)

ca-central-1

3

中国 (北京) リージョン

cn-north-1

3

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

3

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

3

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

3

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

3

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

3

欧州 (パリ)

eu-west-3

3

AWS GovCloud (US)

us-gov-west-1

3

デフォルトでは、Amazon DocumentDB クラスターのタイムゾーンは協定世界時 (UTC) です。
特定のリージョン内のクラスターとインスタンスの接続エンドポイントを見つける方法について
は、Amazon DocumentDB エンドポイントについて (p. 390)を参照してください。
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Amazon DocumentDB クラスターパラメータグ
ループの管理
クラスターパラメータグループのパラメータを使用して、Amazon DocumentDB エンジンの設定を管理で
きます。あるクラスターパラメータグループは、Amazon DocumentDB クラスターのパラメータの管理を
容易にする設定値のコレクションです。クラスターパラメータグループは、クラスター内のすべての DB
インスタンスに適用されるエンジン設定値のコンテナとして機能します。
このセクションでは、クラスターパラメータグループを作成、表示、および変更する方法について説明し
ます。また、任意のクラスターに関連付けられているクラスターパラメータグループを判別する方法も示
します。
トピック
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの説明 (p. 366)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作成 (p. 371)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの変更 (p. 373)
• カスタマイズしたクラスターパラメータグループを使用するための Amazon DocumentDB クラスター
の変更 (p. 376)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループのコピー (p. 377)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループをリセットする (p. 379)
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの削除 (p. 381)
• Amazon DocumentDB クラスターのパラメータリファレンス (p. 383)

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ
の説明
Amazon DocumentDB クラスターを作成すると、default.docdb4.0そのクラスターに対してクラス
ターパラメータグループが自動的に作成されます。このデフォルトのクラスターパラメータグループまた
は所有している追加のクラスターパラメータグループの詳細を表示できます。特定のクラスターに関連付
けられているパラメータグループを決定することもできます。
トピック
• Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの詳細の説明 (p. 366)
• Amazon DocumentDB クラスターのパラメータグループの確認 (p. 369)

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの詳細の説
明
任意のクラスターパラメータグループの詳細を説明するには、AWS Management Console または AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用して次のステップを実行します。

AWS Management Console の使用
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。
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Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[Cluster parameter groups (クラスターパラメータグループ)] ペインで、詳細情報を表示するパラメー
タグループの名前を選択します。

4.

表示されるページには、パラメータグループのパラメータ、最近のアクティビティ、タグが表示され
ます。
• [Cluster parameters (クラスターパラメータ)] には、パラメータの名前、現在の値、許容値、パラ
メータが変更可能かどうか、適用タイプ、データタイプ、説明が表示されます。個々のパラメータ
を修正するには、パラメータを選択し、編集のクラスターパラメータパラメータセクションに追加
します。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータの変更 (p. 385)」を参
照してください。
• [Recent events (最近のイベント)] で、このパラメータグループの最新のイベントを確認できます。
このセクションの検索バーを使用して、これらのイベントをフィルタリングできます。詳細につい
ては、「Amazon DocumentDB イベントの管理 (p. 360)」を参照してください。
• [タグ] で、このクラスターパラメータグループのタグを表示できます。[] を選択すると、タグを
追加または削除できます。編集のタグセクションに追加します。詳細については、「Amazon
DocumentDB リソースにタグ付けをする (p. 399)」を参照してください。

AWS CLI の使用
♪describe-db-cluster-parameter-groups AWS CLIコマンドを使用して、1 つのクラスターパ
ラメータグループまたはのすべてのクラスターパラメータグループの Amazon リソースネーム (ARN)、
ファミAmazon DocumentDB、説明、および名前を表示します。また、describe-db-clusterparameters AWS CLI コマンドを使用して、単一のクラスターパラメータグループ内のパラメータとそ
の詳細を表示することもできます。
• --describe-db-cluster-parameter-groups— クラスターパラメータグループとその詳細の一覧
を表示するには。
• --db-cluster-parameter-group-name— オプション。説明するクラスターパラメータグループ
の名前。このパラメータを省略した場合、すべてのクラスターパラメータグループが説明されます。
• --describe-db-cluster-parameters— パラメータグループ内のすべてのパラメータとその詳細の
一覧を表示するには。
• --db-cluster-parameter-group name — 必須。説明するクラスターパラメータグループの名
前。

Example
次のコードは、最大 100 のクラスターパラメータグループと、その ARN、ファミリー、説明、および名前
を表示します。
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBClusterParameterGroups": [
{
"DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:useast-1:012345678912:cluster-pg:default.docdb4.0",
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},
{

"DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
"Description": "Default cluster parameter group for docdb4.0",
"DBClusterParameterGroupName": "default.docdb4.0"

"DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:useast-1:012345678912:cluster-pg:sample-parameter-group",
"DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
"Description": "Custom docdb4.0 parameter group",
"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
}
]
}

Example
次のコードは、sample-parameter-group の ARN、ファミリー、説明、および名前を示しています。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBClusterParameterGroups": [
{
"DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:useast-1:123456789012:cluster-pg:sample-parameter-group",
"Description": "Custom docdb4.0 parameter group",
"DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
}
]
}

Example
次のコードは、sample-parameter-group のパラメータの値を表示します。
Linux、macOS、Unix の場合:

aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:

aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
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--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"Parameters": [
{
"ParameterName": "audit_logs",
"ParameterValue": "disabled",
"Description": "Enables auditing on cluster.",
"Source": "system",
"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "string",
"AllowedValues": "enabled,disabled",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
},
{
"ParameterName": "change_stream_log_retention_duration",
"ParameterValue": "17777",
"Description": "Duration of time in seconds that the change stream log is
retained and can be consumed.",
"Source": "user",
"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "integer",
"AllowedValues": "3600-86400",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
}
]

}

Amazon DocumentDB クラスターのパラメータグループの確認
特定のクラスターに関連付けられているパラメータグループを判別するには、AWS Management Console
または AWS CLI を使用して次のステップを実行します。

AWS Management Console の使用
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

左のナビゲーションペインで [Clusters (クラスター)] を選択します。

3.

クラスターの一覧で、関心のあるクラスターの名前を選択します。

4.

結果のページには、選択したクラスターの詳細が表示されます。[Cluster details (クラスターの詳細)]
まで下にスクロールします。そのセクションの下部で、[Cluster parameter group (クラスターパラ
メータグループ)] の下にパラメータグループの名前を見つけます。

369

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスターパラメータグループの説明

370

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスターパラメータグループの作成

AWS CLI の使用
次の AWS CLI コードでは、クラスター sample-cluster を管理しているパラメータグループを確認し
ます。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DBClusterParameterGroup]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

]

[
]

"sample-cluster",
"sample-parameter-group"

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ
の作成
Amazon DocumentDB には、3.6 および 4.0 バージョン対応のクラスターパラメータグループが用意さ
れています。に基づいて、デフォルトのクラスターパラメータグループを作成できます。docdb4.0と
いう名前の家族default.docdb4.0。どちらのバージョンでも、default.docdb4.0また
はdefault.docdb3.6クラスターパラメータグループ直接。クラスターパラメータグループ内のパラメー
タをカスタマイズして Amazon DocumentDB クラスターに関連付けるには、まずデフォルト以外の新しい
クラスターパラメータグループを作成する必要があります。次に、新しいカスタムパラメータグループ内
のパラメータを変更し、Amazon DocumentDB クラスターに関連付けることができます。
次の手順では、docdb4.0 ファミリーに基づいてカスタムクラスターパラメータグループを作成する方法
について説明します。その後、そのパラメータグループ内のパラメータを変更できます。

Note
クラスターパラメータグループの作成後、その特定のパラメータグループを使用するまで、5 分
以上お待ちください。これにより、Amazon DocumentDB は、createクラスターパラメータ
グループが新しいクラスターとして使用される前のアクション。AWS Management Console ま
たは describe-db-cluster-parameter-groups AWS CLI オペレーションを使用して、ク
ラスターパラメータグループが作成されたことを確認できます。詳細については、「Amazon
DocumentDB クラスターパラメータグループの説明 (p. 366)」を参照してください。

AWS Management Console の使用
クラスターパラメータグループを作成する方法
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[Cluster parameter groups (クラスターパラメータグループ)] ペインで、[Create (作成)] を選択しま
す。
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4.

[Create cluster parameter group (クラスターパラメータグループの作成)] ペインで、次のように入力
します。
a.

グループ名— クラスターパラメータグループの名前を入力します。例えば、sampleparameter-group。クラスターパラメータグループには、次のような命名に関する制約があり
ます。
• [1～255] バイト長の英数字です。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。

b.

説明— クラスターパラメータグループのわかりやすい説明を入力します。

5.

クラスターパラメータグループを作成するには、[作成] を選択します。操作をキャンセルするには、
[キャンセル] を選択します。

6.

[Create (作成)] を選択すると、ページの上部に次のテキストが表示され、クラスターパラメータグ
ループが正常に作成されたことを確認できます。
Successfully created cluster parameter group 'sample-parameter-group'.

AWS CLI の使用
Amazon DocumentDB 4.0 クラスターの新しいクラスターパラメータグループを作成するには、AWS CLI
create-db-cluster-parameter-group以下のパラメーターを指定してオペレーションを実行しま
す。
• --db-cluster-parameter-group-name— カスタムクラスターパラメータグループの名前。例え
ば、sample-parameter-group。
• --db-cluster-parameter-group-family— カスタムクラスターパラメータグループのテンプレー
トとして使用されるクラスターパラメータグループファミリー。現在のところ、これは docdb4.0 であ
る必要があります。
• --description— このクラスターパラメータグループのユーザーが入力した説明。次の例では、
「Custom docdb4.0 parameter group」を使用しています。
Linux、macOS、Unix の場合:

Example
aws docdb create-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--db-parameter-group-family docdb4.0 \
--description "Custom docdb4.0 parameter group"

Windows の場合:
aws docdb create-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
--db-parameter-group-family docdb4.0 ^
--description "Custom docdb4.0 parameter group"

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBClusterParameterGroup": {
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}

}

"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group",
"DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
"Description": "Custom docdb4.0 parameter group",
"DBClusterParameterGroupArn": "sample-parameter-group-arn"

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ
の変更
このセクションでは、を変更する方法について説明します。カスタムAmazon DocumentDB パラメータ
グループ。Amazon DocumentDB では、に直接変更を加えることはできません。default.docdb4.0ク
ラスターパラメータグループ。Amazon DocumentDB クラスターがデフォルトのクラスターパラメータ
グループを使用していて、その中の値を変更する場合は、まずそのクラスターパラメータグループを使用
する必要があります。新しいパラメータグループを作成するまたは既存のパラメータグループをコピーす
るをクリックし、変更し、変更されたパラメータグループをクラスターに適用します。
デフォルト以外のクラスターパラメータグループを変更するには、以下のステップを実行します。クラス
ターパラメータグループの変更後、そのクラスターパラメータグループを使用するまで、5 分以上お待ち
ください。これにより、Amazon DocumentDB は、modifyクラスターパラメータグループを使用する前
のアクション。AWS Management Console または AWS CLI describe-db-cluster-parameters オペ
レーションを使用して、クラスターパラメータグループが変更されたことを確認できます。詳細について
は、「 クラスターパラメータグループの説明 (p. 366)」を参照してください。

AWS Management Console の使用
カスタム Amazon DocumentDB パラメータグループを変更するには、次のステップに従いま
す。default パラメータグループを変更することはできません。default パラメータグループの値を変
更する場合は、デフォルトのパラメータグループをコピーして、変更し、次に変更したパラメータグルー
プをクラスターに適用します。クラスターへのパラメータグループの適用の詳細については、「Amazon
DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)」を参照してください。

カスタムのクラスターパラメータグループを変更するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[Parameter groups (パラメータグループ)] を選択しま
す。パラメータグループのリストで、変更するパラメータグループの名前を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

変更するパラメータグループの各パラメータに対して、以下の操作を行います。
a.

変更するパラメータを見つけ、次のようにリストされているかどうかを確認して、変更可能であ
ることを確認します。trueの下で変更可能列でロードバランサーの ID をクリックします。

b.

変更可能な場合は、パラメータを選択し、コンソールページの右上にある [Edit (編集)] を選択し
ます。

c.

[<parameter-name> の変更] ダイアログボックスで、必要な変更を行います。次に、[Modify
cluster parameter (クラスターパラメータの変更)] を選択するか、[Cancel (取り消し)] を選択して
変更を破棄します。
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AWS CLI の使用
を変更できます。ParameterValue,Description, またはApplyMethodを使用して、カスタム Amazon
DocumentDB クラスターパラメータグループで変更可能なパラメータのうちAWS CLI。デフォルトのクラ
スターパラメータグループに対して直接変更を加えることはできません。
カスタムクラスターパラメータグループのパラメータを変更するには、以下のパラメータを指定して
modify-db-cluster-parameter-group オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。変更するクラスターパラメータグループの名前。
• --parameters — 必須。変更するパラメータ。Amazon DocumentDB クラスターのすべてのインスタ
ンスに適用されるパラメータのリストについては、Amazon DocumentDB クラスターのパラメータリ
ファレンス (p. 383)。各パラメータの入力には以下を含める必要があります。
• ParameterName— 変更するパラメータの名前。
• ParameterValue— このパラメータの新しい値。
• ApplyMethod— このパラメータの変更を適用する方法。有効な値は、immediate および
pending-reboot です。

Note
ApplyType が static であるパラメータでは、ApplyMethod が pending-reboot である
必要があります。

Example - パラメータの値を変更する
この例では、sample-parameter-group のパラメータ値を一覧表示し、tls のパラメータを変更しま
す。次に、5 分間待機したら、sample-parameter-group のパラメータ値もう一度一覧表示して、変更
されたパラメータ値を確認します。
1.

sample-parameter-group のパラメータとその値を一覧表示します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"Parameters": [
{
"Source": "system",
"ApplyType": "static",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"ParameterValue": "enabled",
"ApplyMethod": "pending-reboot",
"DataType": "string",
"ParameterName": "tls",
"IsModifiable": true,
"Description": "Config to enable/disable TLS"
},
{
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]

}

2.

}

"Source": "user",
"ApplyType": "dynamic",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"ParameterValue": "enabled",
"ApplyMethod": "pending-reboot",
"DataType": "string",
"ParameterName": "ttl_monitor",
"IsModifiable": true,
"Description": "Enables TTL Monitoring"

tls パラメータを変更し、その値が disabled になるようにします。
ApplyType が static あるため、ApplyMethod を変更することはできません。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--parameters
"ParameterName"=tls,"ParameterValue"=disabled,"ApplyMethod"=pending-reboot

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
--parameters
"ParameterName"=tls,"ParameterValue"=disabled,"ApplyMethod"=pending-reboot

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"

3.

少なくとも 5 分お待ち下さい。

4.

tls パラメータが変更されたことを確認するために、sample-parameter-group のパラメータ値を
リストします。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"Parameters": [
{
"ParameterValue": "false",
"ParameterName": "enable_audit_logs",
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},
{

}

]

}

"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "string",
"Description": "Enables auditing on cluster.",
"AllowedValues": "true,false",
"Source": "system",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
"ParameterValue": "disabled",
"ParameterName": "tls",
"ApplyType": "static",
"DataType": "string",
"Description": "Config to enable/disable TLS",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"Source": "system",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"

カスタマイズしたクラスターパラメータグループを使
用するための Amazon DocumentDB クラスターの変
更
Amazon DocumentDB クラスターを作成すると、default.docdb4.0そのクラスターのパラメータグ
ループが自動的に作成されます。default クラスターパラメータグループは変更できません。代わり
に、Amazon DocumentDB クラスターを変更して、カスタマイズした新しいパラメータグループをそのパ
ラメータグループに関連付けることができます。
このセクションでは、を使用してカスタムクラスターパラメータグループを使用するように既存の
Amazon DocumentDB クラスターを変更する方法について説明します。AWS Management Consoleと
AWS Command Line Interface(AWS CLI).

AWS Management Console の使用
新しいデフォルト以外のクラスターパラメータグループを使用するようにAmazon DocumentDB
クラスターを変更するには
1.

開始する前に、Amazon DocumentDB クラスターとクラスターパラメータグループが作成され
ていることを確認します。詳細については、「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作
成 (p. 280)」および「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作成 (p. 371)」を参
照してください。

2.

クラスターパラメータグループを作成したら、次の場所で Amazon DocumentDB コンソールを開きま
す。https://console.aws.amazon.com/docdb。ナビゲーションペインで、[Clusters (クラスター)] を選
択し、新しいパラメータグループをクラスターに追加します。

3.

パラメータグループを関連付けるクラスターを選択します。[Actions (アクション)] を選択し、[Modify
(変更)] を選択してクラスターを変更します。

4.

[Cluster options (クラスターオプション)] で、クラスターを関連付ける新しいパラメータグループを選
択します。

5.

[Continue (続行)] を選択して、変更の概要を表示します。

6.

変更を確認したら、直ちに適用することも、[Scheduling of modifications (変更のスケジュール)] の下
にある次のメンテナンス期間中に適用することもできます。
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7.

[Modify cluster (クラスターの変更)] を選択して、新しいパラメータグループでクラスターを更新しま
す。

AWS CLI の使用
開始する前に、Amazon DocumentDB クラスターとクラスターパラメータグループが作成されていること
を確認します。以下を実行できます。Amazon DocumentDB クラスターを作成するを使用するを使用する
AWS CLI create-db-clusterオペレーション. 以下を実行できます。クラスターパラメータグループの
作成を使用するを使用するAWS CLI create-db-cluster-parameter-groupオペレーション.
新しいクラスターパラメータグループをクラスターに追加するには、以下のパラメータを指定して AWS
CLI modify-db-cluster オペレーションを使用します。
• --db-cluster-identifier— クラスターの名前 (など)sample-cluster).
• —db-cluster-parameter-group-name— クラスターを関連付けるパラメータグループの名前 (な
ど)sample-parameter-group).

Example
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
"DBCluster": {
"AvailabilityZones": [
"us-west-2c",
"us-west-2b",
"us-west-2a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
...
}

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ
のコピー
Amazon DocumentDB を使用して、Amazon DocumentDB のクラスターパラメータグループのコピーを作
成できます。AWS Management ConsoleまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI).

AWS Management Console の使用
以下の手順では、既存のクラスターパラメータグループのコピーを作成して、新しいクラスターパラメー
タグループを作成する手順について説明します。

クラスターパラメータグループをコピーするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。
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3.

[Cluster parameter groups (クラスターパラメータグループ)] ペインで、コピーするクラスターパラ
メータグループの名前を選択します。

4.

[Actions (アクション)] を選択し、[Copy (コピー)] を選択して、そのパラメータグループをコピーしま
す。

5.

[Copy options (コピーのオプション)] で、新しいクラスターパラメータグループの名前と説明を入力し
ます。次に、[Copy (コピー)] を選択して変更を保存します。

AWS CLI の使用
クラスターパラメータグループのコピーを作成するには、以下のパラメータを指定して copy-dbcluster-parameter-group オペレーションを使用します。
• --source-db-cluster-parameter-group-identifier — 必須。コピーを作成するクラスターパ
ラメータグループの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
ソースとターゲットクラスターパラメータグループが同じにある場合AWS リージョンの場合、ID には
名前または ARN を使用できます。
ソースとターゲットクラスターパラメータグループが異なっている場合AWS リージョンの場合、識別子
は ARN である必要があります。
• --target-db-cluster-parameter-group-identifier — 必須。クラスターパラメータグループ
コピーの名前または ARN。
制約:
• null、空、または空白にすることはできません。
• 1 ～ 255 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• --target-db-cluster-parameter-group-description — 必須。クラスターパラメータグルー
プのコピーについてユーザーが入力する説明。

Example
次のコードは、sample-parameter-group のコピーを作成し、コピーに sample-parameter-groupcopy という名前を付けます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb copy-db-cluster-parameter-group \
--source-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group \
--target-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group-copy \
--target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of sample-parameter-group"

Windows の場合:
aws docdb copy-db-cluster-parameter-group ^
--source-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group ^
--target-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group-copy ^
--target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of sample-parameter-group"

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"DBClusterParameterGroup": {
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"DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:clusterpg:sample-parameter-group-copy",
"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group-copy",
"DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
"Description": "Copy of sample-parameter-group"
}
}

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ
をリセットする
を使用して、Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループのパラメータ値の一部またはすべてを
デフォルト値にリセットできます。AWS Management ConsoleまたはAWS Command Line Interface(AWS
CLI) をクリックしてクラスターパラメータグループをリセットします。

AWS Management Console の使用
クラスターパラメータグループのパラメータ値の一部または全部をデフォルト値にリセットするには、次
のステップに従います。

クラスターパラメータグループのパラメータ値をリセットするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[Parameter groups (パラメータグループ)] を選択しま
す。

3.

[Cluster parameter groups (クラスターパラメータグループ)] ペインで、リセットするクラスターパラ
メータグループの名前を選択します。

4.

[Actions (アクション)] を選択し、[Reset (リセット)] を選択して、そのパラメータグループをリセット
します。

5.

結果の [Cluster parameter group reset confirmation (クラスターパラメータグループのリセットの確
認)] ページで、そのパラメータグループのすべてのクラスターパラメータをデフォルトにリセットす
ることを確認します。次に、[Reset (リセット)] を選択してパラメータグループをリセットします。変
更をキャンセルする場合は、[Cancel (キャンセル)] を選択します。

AWS CLI の使用
クラスターパラメータグループのパラメータ値の一部またはすべてをデフォルト値にリセットするには、
次のパラメータを指定して reset-db-cluster-parameter-group オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。リセットするクラスターパラメータグループの名
前。
• --parameters— オプション。デフォルト値にリセットする、クラスターパラメータグループ
の ParameterName と ApplyMethod のリスト。次のインスタンスの再起動または reboot-dbinstance リクエストで有効にするには、静的パラメータを pending-reboot に設定する必要があり
ます。更新された静的パラメータを適用するクラスター内のすべてのインスタンスに対して、rebootdb-instance を呼び出す必要があります。
このパラメータおよび --reset-all-parameters は相互に排他的です。いずれかを使用できます
が、両方を使用することはできません。
• --reset-all-parametersまたは--no-reset-all-parameters— オプション。すべてのパラメー
タ (--reset-all-parameters) または一部のパラメータのみ (--no-reset-all-parameters) を
デフォルト値にリセットするかどうかを指定します。--reset-all-parameters パラメータおよび
--parameters は相互に排他的です。いずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。
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グループ全体をリセットすると、動的パラメータはただちに更新されます。次のインスタンスの再起動
または reboot-db-instance リクエストで有効にするには、静的パラメータを pending-reboot
に設定します。更新された静的パラメータを適用するクラスター内のすべてのインスタンスに対し
て、reboot-db-instance を呼び出す必要があります。

Example
例 1: すべてのパラメータをデフォルト値にリセットする
次のコードでは、クラスターパラメータグループ sample-parameter-group のすべてのパラメータを
デフォルト値にリセットします。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--reset-all-parameters

Windows の場合:
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
--reset-all-parameters

例 2: 指定されたパラメータをデフォルト値にリセットする
次のコードでは、クラスターパラメータグループ sample-parameter-group の tls パラメータをデ
フォルト値にリセットします。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--no-reset-all-parameters \
--parameters ParameterName=tls,ApplyMethod=pending-reboot

Windows の場合:
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
--no-reset-all-parameters ^
--parameters ParameterName=tls,ApplyMethod=pending-reboot

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"

クラスターインスタンスの再起動
静的パラメータの値が変更される前に、クラスターインスタンスを再起動する必要があります。更新され
た静的パラメータを適用するクラスター内の各インスタンスを再起動する必要があります。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb reboot-db-instance \
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--db-instance-identifier sample-cluster-instance

Windows の場合:
aws docdb reboot-db-instance ^
--db-instance-identifier sample-cluster-instance

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ
の削除
を使用して、カスタム Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループを削除できます。AWS
Management ConsoleまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI). default.docdb4.0 クラスターパ
ラメータグループは削除できません。

AWS Management Console の使用
クラスターパラメータグループを削除する方法
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。

Tip

3.
4.
5.

画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
[パラメータグループ] ペインで、削除するクラスターパラメータグループの左にあるラジオボタンを
選択します。
[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。
[Delete (削除)] 確認ペインで、[Delete (削除)] を選択してクラスターパラメータグループを削除しま
す。クラスターパラメータグループを維持するには、[Cancel (キャンセル)] を選択します。

AWS CLI の使用
クラスターパラメータグループを作成するには、以下のパラメータを指定して delete-db-clusterparameter-group オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。削除するクラスターパラメータグループの名前。
これは既存のクラスターパラメータグループである必要があります。default.docdb4.0 クラスター
パラメータグループは削除できません。

Example - クラスターパラメータグループの削除
以下の例では、クラスターパラメータグループを削除するための 3 つのステップについて説明します。
1. 削除するクラスターパラメータグループの名前を見つける。
2. 指定されたクラスターパラメータグループを削除する。
3. クラスターパラメータグループが削除されたことを確認する。
1. 削除するクラスターパラメータグループの名前を見つけます。
次のコードは、すべてのクラスターパラメータグループの名前を表示します。
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Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
--query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
--query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'

前のオペレーションの出力は、次のようなクラスターパラメータグループの名前のリストになります
(JSON 形式)。
[

[
],
[
],
[
]

]

"default.docdb4.0"
"sample-parameter-group"
"sample-parameter-group-copy"

2. クラスターパラメータグループを削除します。
次のサンプルコードは、クラスターパラメータグループ sample-parameter-group-copy を削除しま
す。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb delete-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group-copy

Windows の場合:
aws docdb delete-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group-copy

このオペレーションからの出力はありません。
3. 指定されたクラスターパラメータグループが削除されたことを確認します。
次のコードは、残りのすべてのクラスターパラメータグループの名前を表示します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
--query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
--query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'

前のオペレーションの出力は、次のようなクラスターパラメータグループのリストになります (JSON 形
式)。先ほど削除したクラスターパラメータグループはリストに含まれません。
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このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

[
],
[
]

]

"default.docdb4.0"
"sample-parameter-group"

Amazon DocumentDB クラスターのパラメータリファ
レンス
動的なパラメータを変更し、クラスターパラメータグループを保存すると、[すぐに適用] の設定にかかわ
らず、変更は直ちに適用されます。静的パラメータを変更し、クラスターパラメータグループを保存する
と、変更はインスタンスを手動で再起動した後に有効になります。Amazon DocumentDB コンソールを使
用するか、を明示的に呼び出して、インスタンスを再起動できます。reboot-db-instance。
次の表は、Amazon DocumentDB クラスターのすべてのインスタンスに適用されるパラメータを示してい
ます。

Amazon DocumentDB クラスターレベルのパラメータ
パラメータ

デフォルト
値

audit_logs 無効

有効な値

変更可能

有効、無効

はい

適用タイプ

データ型

説明

動的

文字列

AWS
CloudTrail 監
査ログを有
効にするか
どうかを定
義します。
• enabled—
CloudTrail
監査ログ
が有効
になりま
す。
• disabled—
CloudTrail
監査ログ
が無効
になりま
す。

10800
3600-86400
はい
change_stream_log_retention_duration

profiler

無効

有効、無効

はい
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動的

整数

変更スト
リームログ
が保持さ
れ、消費で
きる期間 (秒
単位) を定義
します。

動的

文字列

低速のオペ
レーション
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パラメータ

デフォルト
値

有効な値

変更可能

適用タイプ

データ型

説明
についてプ
ロファイリ
ングを有効
にします。
• enabled—
オペレー
ション
が、お客
様が定義
したしき
い値 (100
ミリ秒な
ど) より
も長い時
間がか
かる場合
は、Amazon
CloudWatch
Logs に記
録されま
す。
• disabled—
低速の
オペレー
ションは
CloudWatch
Logs に記
録されま
せん。

1.0
0.0-1.0
profiler_sampling_rate

はい

動的

浮動小数点

ログに記録
されるオペ
レーション
のサンプリ
ングレート
を定義しま
す。

100
profiler_threshold_ms

はい

動的

整数

profiler
のしきい値
を定義しま
す。

50-2147483646

• より大き
いすべ
てのオペ
レーショ
ンprofiler_threshold
Logs に記
録されま
す。
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パラメータ

デフォルト
値

有効な値

tls

有効

有効、無効

変更可能
はい

適用タイプ

データ型

説明

静的

文字列

Transport
Layer
Security
(TLS) 接続が
必要かどう
かを定義し
ます。
• enabled—
TLS 接続
が必要で
す。
• disabled—
TLS 接続
で接続す
ることは
できませ
ん。

ttl_monitor 有効

有効、無効

はい

動的

文字列

クラスター
に対して有
効期限 (TTL)
のモニタリ
ングを有効
にするかど
うかを定義
します。
• enabled—
TTL モ
ニタリン
グが有効
になりま
す。
• disabled—
TTL モ
ニタリン
グが無効
になりま
す。

Amazon DocumentDB クラスターパラメータの変更
Amazon DocumentDB ではクラスターパラメータグループで構成されるパラメーターそのインスタンス
は、クラスターで作成するすべてのインスタンスに適用されます。カスタムクラスターパラメータグルー
プでは、パラメータ値をいつでも変更したり、作成したパラメータグループのすべてのパラメータ値をデ
フォルトにリセットできます。このセクションでは、Amazon DocumentDB クラスターパラメータグルー
プを構成するパラメータとその値を表示する方法やこれらの値を変更または更新する方法について説明し
ます。
パラメータは動的でも静的でもかまいません。動的なパラメータを変更し、クラスターパラメータグルー
プを保存すると、Apply Immediately の設定にかかわらず、変更は直ちに適用されます。静的パラメー
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タを変更し、クラスターパラメータグループを保存すると、変更はインスタンスを手動で再起動した後に
のみ有効になります。

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループのパラメータの表示
Amazon DocumentDB クラスターのパラメータとその値は、AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。

AWS Management Console の使用
クラスターパラメータグループの詳細情報を表示するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[パラメータグループ] ペインで、詳細情報を表示するクラスターパラメータグループの名前を選択し
ます。

4.

結果ページには、各パラメータのパラメータ名、現在の値、許可された値、パラメータが変更可能か
どうか、適用タイプ、データ型および説明の値が表示されます。

AWS CLI の使用
クラスターのパラメータグループのパラメータとその値を表示するには、次のパラメータを指定して
describe-db-cluster-parameters オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。詳細なパラメータリストを表示するクラスターパ
ラメータグループの名前。
• --source— オプション。指定した場合、特定のソースのパラメータだけが返されます。パラメータの
ソースは engine-default、system、または user のいずれかとすることができます。

Example
次のコードは、パラメータグループ custom3-6-param-grp のパラメータと値を一覧表示します。パラ
メータグループの詳細については、--query 行を省略してください。すべてのパラメータグループについ
ては、--db-cluster-parameter-group-name の行を省略してください。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
--query 'Parameters[*].[ParameterName,ParameterValue]'

Windows の場合:
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aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
--db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp ^
--query 'Parameters[*].[ParameterName,ParameterValue]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

[
],
[
],
[

]

]

"audit_logs",
"disabled"
"tls",
"enabled"
"ttl_monitor",
"enabled"

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループのパラメータの変更
パラメータグループのパラメータは、AWS Management Console または AWS CLI を使用して変更できま
す。

AWS Management Console の使用
クラスターパラメータグループのパラメータを更新するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[パラメータグループ] ペインで、パラメータを更新するクラスターパラメータグループを選択しま
す。

4.

結果のページには、このクラスターパラメータグループのパラメータと対応する詳細が表示されま
す。更新するパラメータを選択します。

5.

ページの右上にある [編集] を選択して、パラメータの値を変更します。クラスターパラメータのタイ
プの詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターのパラメータリファレンス (p. 383)」を
参照してください。

6.

変更を行い、[Modify cluster parameter (クラスターのパラメータを変更)] を選択して変更を保存しま
す。変更を破棄するには、[Cancel (チャネル)] を選択します。

AWS CLI の使用
クラスターパラメータグループのパラメータを変更するには、以下のパラメータを指定して modify-dbcluster-parameter-group オペレーションを使用します。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。変更するクラスターパラメータグループの名前。
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• --parameters — 必須。変更するパラメータ。各パラメータの入力には以下を含める必要がありま
す。
• ParameterName— 変更するパラメータの名前。
• ParameterValue— このパラメータの新しい値。
• ApplyMethod— このパラメータの変更を適用する方法。有効な値は、immediate および
pending-reboot です。

Note
ApplyType が static であるパラメータでは、ApplyMethod が pending-reboot である
必要があります。

クラスターパラメータグループのパラメータの値を変更するには (AWS CLI)
次の例では、tls パラメータを変更します。
1.

sample-parameter-group のパラメータとその値を一覧表示します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

2.

"Parameters": [
{
"Source": "system",
"ApplyType": "static",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"ParameterValue": "enabled",
"ApplyMethod": "pending-reboot",
"DataType": "string",
"ParameterName": "tls",
"IsModifiable": true,
"Description": "Config to enable/disable TLS"
},
{
"Source": "user",
"ApplyType": "dynamic",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"ParameterValue": "enabled",
"ApplyMethod": "pending-reboot",
"DataType": "string",
"ParameterName": "ttl_monitor",
"IsModifiable": true,
"Description": "Enables TTL Monitoring"
}
]

tls パラメータを変更し、その値が disabled になるようにします。ApplyType が static あるた
め、ApplyMethod を変更することはできません。
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Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--parameters "ParameterName"=tls,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=pendingreboot"

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
--parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=pending-reboot"

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"

3.

少なくとも 5 分お待ち下さい。

4.

sample-parameter-group のパラメータ値を一覧表示します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"Parameters": [
{
"ParameterName": "audit_logs",
"ParameterValue": "disabled",
"Description": "Enables auditing on cluster.",
"Source": "system",
"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "string",
"AllowedValues": "enabled,disabled",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
},
{
"ParameterName": "tls",
"ParameterValue": "disabled",
"Description": "Config to enable/disable TLS",
"Source": "user",
"ApplyType": "static",
"DataType": "string",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
}
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}

]

Amazon DocumentDB エンドポイントについて
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) エンドポイントを使用して、クラスターまたはインスタンスに接
続できます。Amazon DocumentDB には 3 つの異なる種類のエンドポイントがあり、それぞれに独自の用
途があります。
トピック
• クラスターのエンドポイントの検索 (p. 390)
• インスタンスのエンドポイントの検索 (p. 392)
• エンドポイントへの接続 (p. 394)
クラスターエンドポイント
クラスターエンドポイントとは、クラスターの現在のプライマリインスタンスに接続する Amazon
DocumentDB クラスターのエンドポイントです。各 Amazon DocumentDB クラスターには 1 つのク
ラスターエンドポイントと 1 つのプライマリインスタンスがあります。フェイルオーバーが発生する
と、クラスターエンドポイントは新しいプライマリインスタンスに再マッピングされます。
リーダーエンドポイント
読み取りエンドポイントとは、クラスターで利用できるレプリカの 1 つに接続する Amazon
DocumentDB クラスターのエンドポイントです。各 Amazon DocumentDB クラスターに読み込みエ
ンドポイントがあります。複数のレプリカがある場合、読み取りエンドポイントは各接続リクエスト
を Amazon DocumentDB レプリカのいずれかに転送します。
インスタンスエンドポイント
インスタンスエンドポイントは、特定のインスタンスに接続するエンドポイントです。クラスターの
各インスタンスには、プライマリインスタンスかレプリカインスタンスタイプにかかわらず、独自の
インスタンスエンドポイントがあります。アプリケーションでインスタンスエンドポイントを使用し
ないことが推奨されます。これは、フェイルオーバーの場合にインスタンスエンドポイントがロール
を変更することがあり、これによってアプリケーション内のコード変更が必要となるためです。

クラスターのエンドポイントの検索
Amazon DocumentDB コンソールを使用して、クラスターのクラスターエンドポイントと読み取りエンド
ポイントを見つけることができます。AWS CLI。

コンソールを使用する
コンソールを使用してクラスターのエンドポイントを見つけるには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで [クラスター] を選択します。

3.

クラスターの一覧で、関心のあるクラスターの名前を選択します。

4.

[詳細] セクションまで下にスクロールし、クラスターエンドポイントと読み込みエンドポイントを見
つけます。
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5.

このクラスターに接続するには、[接続] セクションまで上にスクロールします。mongo シェルの接続
文字列と、アプリケーションコードで使用してクラスターに接続できる接続文字列を見つけます。

AWS CLI の使用
AWS CLI を使用してクラスターと読み込みエンドポイントを見つけるには、以下のパラメータを指定して
describe-db-clusters コマンドを実行します。

パラメータ
• --db-cluster-identifierオプション。エンドポイントを返すクラスターを指定します。省略した
場合、最大 100 個のクラスターのエンドポイントを返します。
• --queryオプション。表示するフィールドを指定します。エンドポイントを見つけるために表示する必
要があるデータの量を減らすと役立ちます。省略した場合、すべてのクラスターについての情報が返さ
れます。
• --regionオプション。--region パラメータを使用して、コマンドを適用するリージョンを指定しま
す。省略すると、デフォルトのリージョンが使用されます。

Example
次の例では、DBClusterIdentifier、エンドポイント (クラスターエンドポイント)、および samplecluster の ReaderEndpoint を返します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--region us-east-1 \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
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--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Port,Endpoint,ReaderEndpoint]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--region us-east-1 ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Port,Endpoint,ReaderEndpoint]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

]

[

]

"sample-cluster",
27017,
"sample-cluster.cluster-corlsfccjozr.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"sample-cluster.cluster-ro-corlsfccjozr.us-east-1.docdb.amazonaws.com"

これでクラスターエンドポイントが作成したので、mongo または mongodb を使用してクラスターに接続
できます。詳細については、「エンドポイントへの接続 (p. 394)」を参照してください。

インスタンスのエンドポイントの検索
Amazon DocumentDB コンソールまたはを使用してインスタンスのエンドポイントを見つけることができ
ます。AWS CLI。

コンソールを使用する
コンソールを使用してインスタンスのエンドポイントを見つけるには
1.
2.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[クラスタ] ナビゲーションボックスに、Cluster Identifier。インスタンスは、以下のスクリーンショッ
トのように、クラスターの下に表示されます。

4.
5.

目的のインスタンスの左側にあるチェックボックスをオンにします。
[詳細] セクションまで下にスクロールし、インスタンスのエンドポイントを見つけます。
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6.

このインスタンスに接続するには、[接続] セクションまで上にスクロールします。mongo シェルの
接続文字列と、アプリケーションコードで使用してインスタンスに接続できる接続文字列を見つけま
す。

AWS CLI の使用
AWS CLI を使用してインスタンスのエンドポイントを見つけるには、以下の引数を使用して以下のコマン
ドを実行します。

引数
• --db-instance-identifierオプション。エンドポイントを返すインスタンスを指定します。省略し
た場合、最大 100 個のインスタンスのエンドポイントを返します。
• --queryオプション。表示するフィールドを指定します。エンドポイントを見つけるために表示する
必要があるデータの量を減らすと役立ちます。省略した場合、インスタンスのすべての情報が返されま
す。この Endpoint フィールドには 3 つのメンバーがあるため、次の例に示すようにクエリでリストす
ると、3 つすべてのメンバーが返されます。一部の Endpoint メンバーのみに関心がある場合は、2 番
目の例のように、クエリで Endpoint を関心のあるメンバーに置き換えます。
• --regionオプション。--region パラメータを使用して、コマンドを適用するリージョンを指定しま
す。省略すると、デフォルトのリージョンが使用されます。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--region us-east-1 \
--db-instance-identifier sample-cluster-instance \
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint]'

Windows の場合:
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aws docdb describe-db-instances ^
--region us-east-1 ^
--db-instance-identifier sample-cluster-instance ^
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

[

"sample-cluster-instance",
{
"Port": 27017,
"Address": "sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.useast-1.docdb.amazonaws.com",
"HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
}
]
]

出力を減らしてエンドポイントの HostedZoneId を排除すると、Endpoint.Port と
Endpoint.Address を使用してクエリを変更することができます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--region us-east-1 \
--db-instance-identifier sample-cluster-instance \
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Port,Endpoint.Address]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances ^
--region us-east-1 ^
--db-instance-identifier sample-cluster-instance ^
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Port,Endpoint.Address]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

]

[

]

"sample-cluster-instance",
27017,
"sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com"

これでインスタンスエンドポイントを作成したので、mongo または mongodb を使用してインスタンスに
接続できます。詳細については、「エンドポイントへの接続 (p. 394)」を参照してください。

エンドポイントへの接続
エンドポイント (クラスターまたはインスタンス) が作成されたら、mongo シェルまたは接続文字列を使用
して接続できます。

mongo シェルを使用して接続する
以下の構造を使用して、mongo シェルを使ってクラスターまたはインスタンスに接続する必要がある文字
列を作成します。
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mongo \
--ssl \
--host Endpoint:Port \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem \
--username UserName \
--password Password

mongo シェルの例
クラスターへの接続:
mongo \
--ssl \
--host sample-cluster.corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem \
--username UserName \
--password Password

インスタンスへの接続:
mongo \
--ssl \
--host sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem \
--username UserName \
--password Password

接続文字列を使用した接続
以下の構造を使用して、クラスターまたはインスタンスに接続する必要がある接続文字列を作成します。
mongodb://UserName:Password@endpoint:port?replicaSet=rs0&ssl_ca_certs=rds-combined-cabundle.pem

接続文字列の例
クラスターへの接続:
mongodb://UserName:Password@sample-cluster.cluster-corlsfccjozr.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017?replicaSet=rs0&ssl_ca_certs=rds-combined-ca-bundle.pem

インスタンスへの接続:
mongodb://UserName:Password@sample-cluster-instance.cluster-corlsfccjozr.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017?replicaSet=rs0&ssl_ca_certs=rds-combined-ca-bundle.pem

Amazon DocumentDB Amazon リソースネーム
(ARN) の理解
AWS で作成するリソースは、Amazon リソースネーム (ARN) によってそれぞれ一意に識別されま
す。特定の Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) オペレーションでは、ARN を指定して、Amazon
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DocumentDB リソースを一意に識別する必要があります。たとえば、リソースにタグを追加するときは、
リソースの ARN を指定する必要があります。
トピック
• Amazon DocumentDB リソースの ARN の構築 (p. 396)
• Amazon DocumentDB リソース ARN を検索する (p. 397)

Amazon DocumentDB リソースの ARN の構築
次の構文を使用して Amazon DocumentDB リソースの ARN を構築できます。Amazon DocumentDB
は、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ARN の形式を共有します。Amazon
DocumentDB ARN には rds を含み、docdb は含みません。
arn:aws:rds:region:account_number:resource_type:resource_id
リージョン名

リージョン

アベイラビリティーゾーン (コンピューティング)

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

3

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1

6

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

4

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

3

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1

3

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2

4

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1

3

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2

3

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1

3

カナダ (中部)

ca-central-1

3

中国 (北京) リージョン

cn-north-1

3

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

3

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

3

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

3

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

3

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

3

欧州 (パリ)

eu-west-3

3

AWS GovCloud (US)

us-gov-west-1

3
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Note
Amazon DocumentDB アーキテクチャは、ストレージとコンピューティングを分離します。スト
レージレイヤーの場合、Amazon DocumentDB は 3 つの AWS アベイラビリティーゾーン (AZ) に
わたって 6 つのデータのコピーをレプリケートします。上記の表にリストされている AZ は、特
定のリージョンでコンピューティングインスタンスをプロビジョニングするために使用できる AZ
の数です。例えば、ap-northeast-1 で Amazon DocumentDB クラスターを起動している場合、ス
トレージは 3 つの AZ にわたって 6 つの方法でレプリケートされますが、コンピューティングイ
ンスタンスは 2 つの AZ でしか使用できません。
次の表に、特定の Amazon DocumentDB リソースの ARN の構築時に使用する形式を示します。Amazon
DocumentDB は Amazon RDS ARN の形式を共有します。Amazon DocumentDB ARN には rds を含
み、docdb は含みません。
リソースタイプ

ARN 形式/例

インスタンス (db)

arn:aws:rds:region:account_number:db:resource_id
arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:db:sample-db-instance

クラスター (cluster)

arn:aws:rds:region:account_number:cluster:resource_id
arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-db-cluster

クラスターパラメータグループ
(cluster-pg)

arn:aws:rds:region:account_number:clusterpg:resource_id
arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster-pg:sample-dbcluster-parameter-group

セキュリティグループ (secgrp)

arn:aws:rds:region:account_number:secgrp:resource_id
arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:secgrp:sample-publicsecgrp

クラスタースナップショット
(cluster-snapshot)

arn:aws:rds:region:account_number:clustersnapshot:resource_id
arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster-snapshot:sampledb-cluster-snapshot

サブネットグループ (subgrp)

arn:aws:rds:region:account_number:subgrp:resource_id
arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:subgrp:sample-subnet-10

Amazon DocumentDB リソース ARN を検索する
AWS Management Console または AWS CLI を使用して、Amazon DocumentDB リソースの ARN を見つ
けることができます。
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AWS Management Consoleの使用
コンソールを使用して ARN を検索するには、ARN を取得するリソースに移動し、そのリソースの詳細を
表示します。
たとえば、次のスクリーンショットのように、クラスターの [詳細] ペインでクラスターの ARN を取得で
きます。

AWS CLIの使用
特定の Amazon DocumentDB リソースの AWS CLI を使用して ARN を取得するには、そのリソースに
describe オペレーションを使用します。次の表は、各 AWS CLI オペレーション、および ARN を取得す
るオペレーションで使用された ARN のプロパティを示しています。
AWS CLI コマンド

ARN プロパティ

describe-db-instances

DBInstanceArn

describe-db-clusters

DBClusterArn

describe-db-parameter-groups

DBParameterGroupArn

describe-db-cluster-parameter-groups

DBClusterParameterGroupArn

describe-db-security-groups

DBSecurityGroupArn

describe-db-snapshots

DBSnapshotArn

describe-db-cluster-snapshots

DBClusterSnapshotArn

describe-db-subnet-groups

DBSubnetGroupArn

Example - クラスターの ARN の検索
次の AWS CLI オペレーションでは、クラスター sample-cluster の ARN を検索します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].DBClusterArn'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].DBClusterArn'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
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[
]

"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster"

Example - 複数のパラメータグループの ARN の検索
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
--query 'DBClusterParameterGroups[*].DBClusterParameterGroupArn'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
--query 'DBClusterParameterGroups[*].DBClusterParameterGroupArn'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
[

]

"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:custom3-6-param-grp",
"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora5.6",
"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:default.docdb3.6"

Amazon DocumentDB リソースにタグ付けをする
Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) タグを使用して Amazon DocumentDB リソースにメタ
データを追加できます。これらのタグはAWS Identity and Access Management(IAM) ポリシーによって
Amazon DocumentDB リソースへのアクセスを管理したり、リソースに適用できるアクションを制御した
りできます。また、タグを使用して、類似のリソースの費用をグループ化することで、コストを追跡でき
ます。
次の Amazon DocumentDB リソースにタグ付けができます。
• クラスター
• インスタンス
• スナップショット
• クラスタースナップショット
• パラメータグループ
• クラスターパラメータグループ
• セキュリティグループ
• サブネットグループ

Amazon DocumentDB リソースタグの概要
Amazon DocumentDB タグは、Amazon DocumentDB リソースを定義してそのリソースに関連付け
る名前と値のペアです。その名前はキーと呼ばれます。キーの値の指定は省略可能です。タグを使
用して、Amazon DocumentDB リソースに任意の情報を割り当てることができます。例えば、タグ
キーを使用してカテゴリを定義し、タグ値をそのカテゴリのアイテムにすることができます。たとえ
ば、というタグキーを定義することができます。projectとタグ値Salixで、Amazon DocumentDB
リソースが Salix プロジェクトに割り当てられていることを示します。また、次のようなキーを使
用して Amazon DocumentDB リソースがテスト用であるか本稼働用であるかを示すこともできま
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す。environment=testまたはenvironment=production。Amazon DocumentDB リソースに関連付
けられているメタデータの追跡が簡単になるように、一貫した一連のタグキーを使用することをお勧めし
ます。
タグを使用して AWS 請求書を整理し、自分のコスト構造を反映できます。そのためには、サインアップ
して、タグキー値が含まれた AWS アカウント の請求書を取得する必要があります。次に、結合したリ
ソースのコストを見るには、同じタグキー値のリソースに従って請求書情報を整理します。例えば、複数
のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理することで、複数のサービスを利
用しているアプリケーションの合計コストを確認することができます。詳細については、「」を参照して
ください。コスト配分タグの使用のAWSBilling and Cost Management ユーザーガイド。
各 Amazon DocumentDB リソースにはタグセットがあり、それぞれのリソースに割り当てられているすべ
てのタグが含まれています。タグセットには最大 10 個のタグを含めることができ、空にすることもでき
ます。Amazon DocumentDB リソースに追加したタグのキーがそのリソースの既存のタグのキーと同じ場
合、既存の値は新しい値によって上書きされます。
AWS は、タグに意味を適用しません。タグは文字列として厳密に解釈されます。リソース作成時に使用す
る設定によっては、Amazon DocumentDB によってインスタンスまたは他の Amazon DocumentDB リソー
スにタグが設定されることがあります。たとえば、Amazon DocumentDB によってインスタンスが本稼働
用またはテスト用であることを示すタグが追加されることがあります。
スナップショットにタグを追加することはできますが、請求書にはこのグループが反映されません。
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして、Amazon DocumentDB リソースにタグを追
加、一覧表示、または削除します。AWS CLI を使用するときは、操作するリソースの Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定する必要があります。Amazon DocumentDB ARN の詳細については、を参照してく
ださい。Amazon DocumentDB Amazon リソースネーム (ARN) の理解 (p. 395)。

タグの制約
Amazon DocumentDB タグには以下の制約が適用されます。
• リソースあたりのタグの最大数は 10 です
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode)
• [キー] と [値] に使用できる文字 - アルファベットの大文字と小文字 (UTF-8 文字セット)、数字、スペー
ス、次の文字です (_ . : / = + - および @) (Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\
\-]*)$")。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• プレフィックス aws: をタグキーや値に使用することはできません。AWS 用に予約されています。

Amazon DocumentDB リソースでのタグの追加と更新
を使用して、リソースに最大 10 個のタグを追加できます。AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。

AWS Management Console の使用
リソースにタグを追加するプロセスは、タグの追加先となるリソースにかかわらず、似ています。この例
では、クラスターにタグを追加します。

コンソールを使用してクラスターにタグを追加または更新するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amazon DocumentDB コンソールをhttps://
console.aws.amazon.com/docdb。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[クラスター] を選択します。
タグを追加するクラスターの名前を指定します。
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4.

[タグ] セクションまで下にスクロールし、[編集] を選択します。

5.

このリソースに追加するタグごとに、以下が必要になります。
a.

新しいタグを追加するには、[キー] ボックスにタグの名前を入力します。タグの値を変更するに
は、[キー] 列でタグの名前を見つけます。

b.
c.

新規または更新された値にタグに付けるには、[値] ボックスにタグの値を入力します。
さらにタグを追加する場合は、[追加] を選択します。それ以外の場合は、完了したら、[保存] を
選択します。

AWS CLI の使用
リソースにタグを追加するプロセスは、タグの追加先となるリソースにかかわらず、似ています。この例
では、クラスターに 3 つのタグを追加します。2 番目のタグ key2 には値がありません。
これらのパラメータを指定して、AWS CLI オペレーション add-tags-to-resource を使用します。

パラメータ
• --resource-name— タグを追加するAmazon DocumentDB リソースの ARN。
• --tags— 形式でこのリソースに追加するタグ (キーと値のペア) を一覧表示します。Key=keyname,Value=tag-value。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb add-tags-to-resource \
--resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
--tags Key=key1,Value=value1 Key=key2 Key=key3,Value=value3

Windows の場合:
aws docdb add-tags-to-resource ^
--resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
--tags Key=key1,Value=value1 Key=key2 Key=key3,Value=value3

add-tags-to-resource オペレーションでは何も出力されません。オペレーションの結果を表示するに
は、list-tags-for-resource オペレーションを使用します。

Amazon DocumentDB リソースでのタグのリスト表示
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして、Amazon DocumentDB リソースのタグのリ
ストを取得します。

AWS Management Console の使用
リソースのタグをリスト表示するプロセスは、タグの追加先となるリソースにかかわらず、似ています。
この例では、クラスターのタグをリストします。

コンソールを使用してクラスター上のタグをリスト表示するには
1.
2.
3.

で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで、[クラスター] を選択します。
タグをリスト表示するクラスターの名前を指定します。
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4.

このリソースのタグをリスト表示するには、[タグ] セクションまで下にスクロールします。

AWS CLI の使用
リソースのタグをリスト表示するプロセスは、タグをリスト表示するリソースにかかわらず、似ていま
す。この例では、クラスターのタグをリストします。
これらのパラメータを指定して、AWS CLI オペレーション list-tags-for-resource を使用します。

パラメータ
• --resource-name — 必須。タグをリスト表示するAmazon DocumentDB リソースの ARN。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb list-tags-for-resource \
--resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster

Windows の場合:
aws docdb list-tags-for-resource ^
--resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

"TagList": [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "key2",
"Value": ""
},
{
"Key": "key3",
"Value": "value3"
}
]

Amazon DocumentDB リソースからのタグの削除
♪AWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして Amazon DocumentDB リソースからタグを削
除します。

AWS Management Console の使用
リソースからタグを削除するプロセスは、タグの追加先となるリソースにかかわらず、似ています。この
例では、クラスターからタグを削除します。

コンソールを使用してクラスターからタグを削除するには
1.

で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
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2.

ナビゲーションペインで、[クラスター] を選択します。

3.

タグを削除するクラスターの名前を指定します。

4.

[タグ] セクションまで下にスクロールし、[編集] を選択します。

5.

このリソースからすべてのタグを削除するには、[すべて削除] を選択します。それ以外の場合、この
リソースから削除するタグごとに、以下を実行します。
a.

[キー] 列で、タグの名前を見つけます。

b.

タグキーと同じ行で [削除] を選択します。

c.

完了したら、[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI の使用
リソースからタグを削除するプロセスは、タグの削除元となるリソースにかかわらず、似ています。この
例では、クラスターからタグを削除します。
これらのパラメータを指定して、AWS CLI オペレーション remove-tags-from-resource を使用しま
す。
• --resource-name — 必須。タグを削除するAmazon DocumentDB リソースの ARN。
• --tag-keys — 必須。このリソースから削除するタグキーのリスト。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb remove-tags-from-resource \
--resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
--tag-keys key1 key3

Windows の場合:
aws docdb remove-tags-from-resource ^
--resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
--tag-keys key1 key3

removed-tags-from-resource オペレーションでは何も出力されません。オペレーションの結果を表
示するには、list-tags-for-resource オペレーションを使用します。

Amazon DocumentDB のメンテナンス
Amazon DocumentDB では、Amazon DocumentDB リソースのメンテナンスを定期的に実行します。通
常、メンテナンスにはデータベースエンジンの更新 (クラスターのメンテナンス) やインスタンスの基盤と
なるオペレーティングシステム (OS) の更新 (インスタンスのメンテナンス) が伴います。
一部のメンテナンス項目では、Amazon DocumentDB がインスタンスを少しの間オフラインにする必要が
あります。インスタンスのオフラインを必要とするメンテナンス項目には、特定のオペレーティングシス
テムやエンジンのパッチが含まれます。セキュリティやインスタンスの信頼性に関連するパッチのみ、必
須のパッチ適用として自動的にスケジューリングされます。インスタンスがプライマリインスタンスの場
合、クラスターまたはインスタンスでメンテナンスが実行されると、フェイルオーバーが発生することを
想定してください。詳細については、「Amazon DocumentDB フェイルオーバー機能 (p. 356)」を参照
してください。
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クラスターとインスタンスの両方のメンテナンスに、それぞれ独自のメンテナンスウィンドウがありま
す。デフォルトでは、クラスターを作成すると、Amazon DocumentDB がクラスターと各インスタンスの
両方にメンテナンスウィンドウを割り当てます。クラスターまたはインスタンスを作成するときにメンテ
ナンスウィンドウを選択できます。また、ビジネススケジュールや業務に合わせてメンテナンスウィンド
ウをいつでも変更できます。一般的には、メンテナンスによるアプリケーションへの影響を最小限に抑え
るメンテナンスウィンドウ (夜間、週末など) を選択することをお勧めします。このガイダンスは、実際に
使用されるアプリケーションのタイプや使用パターンに基づいて作成されています。
トピック
• 保留中の Amazon DocumentDB メンテナンスアクションの決定 (p. 404)
• Amazon DocumentDB の更新を適用する (p. 405)
• ユーザーが開始する更新 (p. 407)
• Amazon DocumentDB メンテナンスウィンドウの管理 (p. 408)

保留中の Amazon DocumentDB メンテナンスアク
ションの決定
クラスターでメンテナンス更新が利用可能かどうかを確認するには、AWS Management Console、または
AWS CLI を使用します。
更新が利用可能な場合は、以下のいずれかの操作を行います。
• メンテナンスアクションを延期する。
• メンテナンスアクションをすぐに適用する。
• メンテナンスアクションを次のメンテナンスウィンドウ中に開始するようにスケジュールを設定する。
• 何のアクションも実行しません。

Important
OS の特定の更新は必須であり、[Required] とマークされます。必須の更新を延期すると、インス
タンスまたはクラスターに更新を適用する時間を示す通知を Amazon DocumentDB から受け取り
ます。その他の更新は [Available] とマークされます。これらの更新は無期限に延期できます。
メンテナンスウィンドウによって、保留中のオペレーションを開始する時刻が決定されますが、これらの
オペレーションの合計実行時間は制限されません。メンテナンスオペレーションは、メンテナンス時間が
終了するまでに完了するかどうかは保証されておらず、指定終了時間を超える場合もあります。

AWS Management Console の使用
更新が可能な場合は、という単語によって示されます。使用可能または必須のメンテナンス次に示すよう
に、Amazon DocumentDB コンソール上のクラスターの列。
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AWS CLI の使用
次の AWS CLI オペレーションを使用して、保留中のメンテナンスアクションを特定します。以下の出力
は、保留中のメンテナンスアクションを示したものではありません。
aws docdb describe-pending-maintenance-actions

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

"PendingMaintenanceActions": []

Amazon DocumentDB の更新を適用する
Amazon DocumentDB を使用すると、メンテナンスオペレーションを適用するタイミングを選択できま
す。Amazon DocumentDB が更新を適用するタイミングを指定できます。AWS Management Consoleまた
はAWS CLI。
このトピックの手順を使用して、すぐにアップグレードするか、インスタンスのアップグレードをスケ
ジュールします。

AWS Management Console の使用
コンソールを使用して、Amazon DocumentDB インスタンスとクラスターの更新を管理できます。

インスタンスまたはクラスターの更新を管理するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.
3.

ナビゲーションペインで [クラスター] を選択します。
クラスターのリストで、メンテナンスオペレーションを適用するクラスターの名前の横にあるボタン
を選択します。
[アクション] メニューで以下のいずれかを選択します。

4.

• 保留中のメンテナンスタスクをすぐに実行する場合は、[今すぐアップグレード]。
• クラスターの次のメンテナンスウィンドウで保留中のメンテナンスタスクを実行する場合は、[次の
ウィンドウでアップグレード]。

Note
保留中のメンテナンスタスクがない場合、上記の両方のオプションとも非アクティブにな
ります。

AWS CLI の使用
保留中の更新をインスタンスまたはクラスターに適用するには、apply-pending-maintenanceaction AWS CLI オペレーションを使用します。

パラメータ
• --resource-identifier— 保留中のアクションが適用されるリソースの Amazon DocumentDB リ
ソースネーム (ARN)。
• --apply-action— このリソースに適用する保留中のメンテナンスアクション。
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有効な値: system-update および db-upgrade。
• --opt-in-typeオプトインリクエストのタイプを指定するか、オプトインクエストを元に戻す値。タ
イプが immediate のオプトインリクエストは元に戻すことができません。
有効な値:
• immediate— メンテナンスアクションをすぐに適用します。
• next-maintenanceリソースの次のメンテナンスウィンドウ中にメンテナンスアクションを適用しま
す。
• undo-opt-in—既存のものをキャンセルするnext-maintenanceオプトインリクエスト。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:docdb \
--apply-action system-update \
--opt-in-type immediate

Windows の場合:
aws docdb apply-pending-maintenance-action ^
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:docdb ^
--apply-action system-update ^
--opt-in-type immediate

更新が 1 つ以上保留されているリソースのリストを返すには、describe-pending-maintenanceactions AWS CLI オペレーションを使用します。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-pending-maintenance-actions \
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:001234567890:db:docdb

Windows の場合:
aws docdb describe-pending-maintenance-actions ^
--resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:001234567890:db:docdb

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"PendingMaintenanceActions": [
{
"ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:001234567890:cluster:samplecluster",
"PendingMaintenanceActionDetails": [
{
"Action": "system-update",
"CurrentApplyDate": "2019-01-11T03:01:00Z",
"Description": "db-version-upgrade",
"ForcedApplyDate": "2019-01-18T03:01:00Z",
"AutoAppliedAfterDate": "2019-01-11T03:01:00Z"
}
]
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}

]

}

インスタンスまたはクラスターのリソースのリストを取得することもできます。--filtersのパラメー
タdescribe-pending-maintenance-actions AWS CLIオペレーション. --filters オペレーション
の形式は、Name=filter-name,Values=resource-id,... です。
以下は、フィルターの Name パラメータの許容値です。
• db-cluster-idクラスター識別子または ARN のリストが許容されます。返されるリストには、これら
の ID または ARN で識別されたクラスターの保留中のメンテナンスアクションのみが含まれます。
• db-instance-idインスタンス識別子または ARN のリストが許容されます。返されるリストには、こ
れらの ID または ARN で識別されたインスタンスの保留中のメンテナンスアクションのみが含まれま
す。
次の例では、sample-cluster1 クラスターと sample-cluster2 クラスターの保留中のメンテナンス
アクションが返されます。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-pending-maintenance-actions \
--filters Name=db-cluster-id,Values=sample-cluster1,sample-cluster2

Windows の場合:
aws docdb describe-pending-maintenance-actions ^
--filters Name=db-cluster-id,Values=sample-cluster1,sample-cluster2

日付を適用する
各メンテナンスアクションにはそれぞれ、保留中のメンテナンスアクションを記述する際に確認できる適
用日が設定されています。AWS CLI から保留中のメンテナンスアクションの出力を確認すると、以下の 3
つの日付があることがわかります。
• CurrentApplyDate— メンテナンスアクションがすぐに適用されるか、次のメンテナンスウィンドウ
中に適用される日付。メンテナンスがオプションである場合は、この値を null に設定できます。
• ForcedApplyDate— メンテナンスウィンドウに関係なく、メンテナンスが自動的に適用される日付。
• AutoAppliedAfterDate— クラスターのメンテナンスウィンドウ中のメンテナンス適用日。

ユーザーが開始する更新
Amazon DocumentDB ユーザーは、クラスターまたはインスタンスの更新を開始できます。たとえば、イ
ンスタンスのクラスをメモリの増減に合わせて変更したり、クラスターのパラメータグループを変更した
りすることができます。Amazon DocumentDB は、Amazon DocumentDB によって開始された更新とは異
なる方法でこれらの変更を表示します。クラスターまたはインスタンスの変更の詳細については、以下を
参照してください。
• Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)
• Amazon DocumentDB インスタンスを変更する (p. 336)
ユーザーが開始した変更のうち、保留中のものをリストするには、次のコマンドを実行します。
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Example
ユーザーが開始したインスタンスの変更のうち保留中のものを確認するには
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--query 'DBInstances[*].
[DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier,PendingModifiedValues]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances ^
--query 'DBInstances[*].
[DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier,PendingModifiedValues]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
この場合、sample-cluster-instance には db.r5.xlarge インスタンスクラスに対する保留中の変
更があり、sample-cluster-instance-2 には保留中の変更はありません。
[

[

],
[

]

]

"sample-cluster",
"sample-cluster-instance",
{
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"
}
"sample-cluster",
"sample-cluster-instance-2",
{}

Amazon DocumentDB メンテナンスウィンドウの管理
各インスタンスおよびクラスターには週次のメンテナンスウィンドウがあり、その期間内に保留中の変更
が適用されます。メンテナンスウィンドウは、変更やソフトウェアのパッチ適用がリスエストされた場合
や必要となった場合に、いつ実行するかを制御できる機会です。メンテナンスイベントを特定の週に予定
した場合、そのイベントはユーザーが指定した 30 分のメンテナンスウィンドウ中に開始されます。ほと
んどのメンテナンスイベントは 30 分のメンテナンスウィンドウ中に完了しますが、大規模なメンテナン
スイベントは 30 分以上かかる場合があります。
30 分のメンテナンスウィンドウは、リージョンごとに決められた 8 時間の中でランダムに選択され
ます。インスタンスまたはクラスターの作成時にメンテナンスウィンドウを指定しないと、Amazon
DocumentDB でランダムに選択された曜日に 30 分のメンテナンスウィンドウが割り当てられます。
Region

UTC 時間帯

米国東部 (オハイオ)

03:00 ～ 11:00

米国東部 (バージニア北部)

03:00 ～ 11:00

米国西部 (オレゴン)

06:00 ～ 14:00

アジアパシフィック (ムンバイ)

17:30～01:30
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Region

UTC 時間帯

アジアパシフィック (ソウル)

13:00 ～ 21:00

アジアパシフィック (シンガポール)

14:00～22:00

アジアパシフィック (シドニー)

12:00 ～ 20:00

アジアパシフィック (東京)

13:00 ～ 21:00

カナダ (中部)

22:00 ～ 06:00

欧州 (フランクフルト)

23:00 ～ 07:00

欧州 (アイルランド)

22:00 ～ 06:00

欧州 (パリ)

22:00 ～ 06:00

AWS GovCloud (US)

22:00 ～ 06:00

メンテナンスウィンドウの変更
メンテナンスウィンドウは使用率の最も低い時間帯に設定する必要があります。このため、場合によっ
ては変更が必要になります。この間、クラスターまたはインスタンスは、システムの変更 (スケールスト
レージオペレーションやインスタンスクラスの変更など) が適用されていて停止が必要な場合に限り、使
用できません。また、必要な変更を加えるのに必要な最小限の時間のみ使用不可となります。
データベースエンジンへのアップグレードでは、Amazon DocumentDB は個別のインスタンスのメンテナ
ンスウィンドウではなく、クラスターの適切なメンテナンスウィンドウを使用します。

メンテナンスウィンドウを変更するには
• クラスターの場合には、「Amazon DocumentDB クラスターの変更 (p. 294)」を参照してください。
• インスタンスの場合には、「Amazon DocumentDB インスタンスを変更する (p. 336)」を参照してく
ださい。

サービスにリンクされたロールを理解する
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) の使用AWS Identity and Access Management(IAM) サービスにリ
ンクされたロール。あるサービスにリンクされたロールは、Amazon DocumentDB に直接リンクされた一
意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、Amazon DocumentDB によって事前定
義されており、サービスから other を呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が付与されます。AWS
お客様に代わってのサービス。
サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、Amazon DocumentDB の使用が簡単になります。Amazon DocumentDB は、そのサービスリンクロー
ルの許可を定義します。別途定義されている場合を除き、Amazon DocumentDB しかそのロールを引き受
けることができません。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポ
リシーを他の IAM エンティティに添付することはできません。
ロールを削除するには、まず関連リソースを削除します。これにより、リソースへのアクセス許可を誤っ
て削除することが防止され、Amazon DocumentDB リソースは保護されます。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスを確認するには、「IAM と連携する AWS の
サービス」を開き、サービスにリンクされたロール列で「はい」が表示されているサービスを探します。
サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンク付きの [Yes] (は
い) を選択します。
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Amazon DocumentDB サービスにリンクされたロール
のアクセス権限
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、というサービスにリンクされたロールを使用します。AWS
Service ロールの RDSAmazon DocumentDB の呼び出しを許可するにはAWSクラスターに代わってサービ
ス。
サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForRDS では、以下のサービスを信頼してロールを引き
受けます。
• docdb.amazonaws.com
ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを
Amazon DocumentDB に許可します。
• ec2 でのアクション:
• AssignPrivateIpAddresses
• AuthorizeSecurityGroupIngress
• CreateNetworkInterface
• CreateSecurityGroup
• DeleteNetworkInterface
• DeleteSecurityGroup
• DescribeAvailabilityZones
• DescribeInternetGateways
• DescribeSecurityGroups
• DescribeSubnets
• DescribeVpcAttribute
• DescribeVpcs
• ModifyNetworkInterfaceAttribute
• RevokeSecurityGroupIngress
• UnassignPrivateIpAddresses
• sns でのアクション:
• ListTopic
• Publish
• cloudwatch でのアクション:
• PutMetricData
• GetMetricData
• CreateLogStream
• PullLogEvents
• DescribeLogStreams
• CreateLogGroup

Note
サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。次のエラーメッセージが返される場合があ
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リソースを作成できません。サービスにリンクされたロールを作成するために必要なアクセス許
可があることを確認します。それ以外の場合は、時間をおいてからもう一度お試しください。
このエラーが表示された場合は、次のアクセス許可が有効であることを確認します。
{

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName":"rds.amazonaws.com"
}
}
}

詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールのアクセス許可」を参照してく
ださい。

Amazon DocumentDB サービスにリンクされたロール
の作成
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。サービスにリンクされたロールは、クラス
ターの作成時に Amazon DocumentDB により自動的に作成されます。
サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカ
ウントにロールを再作成することができます。サービスにリンクされたロールは、クラスターの作成時に
Amazon DocumentDB で自動的に再作成されます。

Amazon DocumentDB サービスにリンクされたロール
の変更
Amazon DocumentDB では、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForRDS を変更することは
できません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能
性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の変更はで
きます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してく
ださい。

Amazon DocumentDB サービスにリンクされたロール
の削除
サービスリンクロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除する
ことをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエンティ
ティを排除できます。ただし、サービスにリンクされたロールを削除する前に、すべての クラスターを削
除する必要があります。

Amazon DocumentDB サービスにリンクされたロールのクリーン
アップ
IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールにアクティブなセッショ
ンがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。
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サービスにリンクされたロールがアクティブなセッションを持っているかどうかをコンソールを
使用して確認するには
1.
2.
3.
4.

にサインインします。AWS Management Consoleで IAM コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/iam/。
IAM コンソールのナビゲーションペインから、ロールを選択し、(チェックボックスではありません)
の名前を選択します。AWS Service ロールの RDSロール。
選択したロールの [概要] ページで、[アクセスアドバイザー] タブを選択します。
[アクセスアドバイザー] タブで、サービスにリンクされたロールの最新のアクティビティを確認しま
す。

Note
Amazon DocumentDB で AWSServiceRoleForRDS ロールが使用されているかどうか不明な
場合は、ロールの削除を試みることができます。サービスでロールが使用されている場合、
削除は失敗し、ロールが使用されている リージョンが表示されます。ロールが使用されてい
る場合は、ロールを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。サービス
にリンクされたロールのセッションを取り消すことはできません。
AWSServiceRoleForRDS ロールを削除する場合、最初に削除する必要があります。すべてインスタンスと
クラスタ。インスタンスとクラスターを削除する方法については、次のトピックを参照してください。
• Amazon DocumentDB インスタンスの削除 (p. 341)
• Amazon DocumentDB グローバルクラスターの削除 (p. 304)

Amazon DocumentDB サービスにリンクされたロール
がサポートされるリージョン
Amazon DocumentDB は、そのサービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされた
ロールの使用をサポートしています。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/
developerguide/regions-and-azs.html#regions-and-azs-availabilityを参照してください。
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Amazon DocumentDB のモニタリン
グ
AWS サービスをモニタリングすることは、システムを健全に保ち、最適に機能させるための重要な要素
です。AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集し、障害や劣化が発生した場合
に、より簡単にデバッグと修正を行えるようにすることが賢明です。AWS ソリューションのモニタリング
を開始する前に、以下の質問について検討し、回答を作成することをお勧めします。
• どのような目的でモニタリングしますか?
• モニタリングの対象となるリソースは?
• これらのリソースをモニタリングする頻度は?
• 使用するモニタリングツールは?
• モニタリングを実行するための責任者は?
• 問題が発生した場合に、だれにどのような方法で通知しますか?
現在のパフォーマンスパターンを理解するには、パフォーマンスの異常を識別し、問題に対処する方法を
策定します。さまざまな時間帯に、さまざまな負荷条件下でパフォーマンスメトリクスのベースラインを
確立する必要があります。AWS ソリューションをモニタリングするときは、今後の参照用、およびベース
ラインを確立するため、過去のモニタリングデータを保存することをお勧めします。
一般的に、パフォーマンスメトリクスの許容値は、ベースラインがどのようになっているか、アプリケー
ションによって何が実行されているかによって異なります。ベースラインからの一貫した差異またはトレ
ンドになっている差異を調べます。メトリクスのタイプごとのアドバイスは以下のとおりです。
• CPU または RAM の大量使用 - CPU または RAM の値が高くても、アプリケーションの目標 (スルー
プットや同時実行数など) に沿った想定内の値であれば、それは適切であると見なされます。
• ストレージボリュームの消費量 - 使用領域が一貫してストレージボリューム領域全体の 85% 以上である
場合は、ストレージの消費量 (VolumeBytesUsed) を調査します。ストレージボリュームからデータを
削除するか、別のシステムにデータをアーカイブすることで、領域を解放できないかどうかを判断しま
す。詳細については、「Amazon DocumentDB のストレージ (p. 11)」および「Amazon DocumentDB の
クォータと制限 (p. 551)」を参照してください。
• ネットワークトラフィック - ネットワークトラフィックについてシステム管理者に問い合わせて、ドメ
インネットワークとインターネット接続に対する想定スループットを把握します。スループットが一貫
して想定よりも低い場合は、ネットワークトラフィックを調べます。
• データベース接続数 - ユーザー接続数が多いことが、インスタンスのパフォーマンスが下がっているこ
と、応答時間が長くなっていることに関連しているとわかった場合、データベース接続数を制限するこ
とを検討します。インスタンスの最適なユーザー接続数は、インスタンスのクラスと実行中のオペレー
ションの複雑さによって異なります。
• IOPS メトリクス - IOPS メトリクスの想定値はディスクの仕様とサーバーの設定によって異なるため、
ベースラインを使用して一般的な値を把握します。値とベースラインとの差が一貫しているかどうかを
調べます。最適な IOPS パフォーマンスを得るには、読み取りおよび書き込みオペレーションが最小限
になるように、一般的な作業セットがメモリに収まることを確認してください。
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) には、さまざまなAmazon が用意されています。 CloudWatch
Amazon DocumentDB クラスターとインスタンスの状態とパフォーマンスをモニタリングして判断
することができます。Amazon DocumentDB コンソールなど、さまざまなツールを使用して Amazon
DocumentDB メトリクスを表示できます。AWS CLI, CloudWatch API、Performance Insights。

413

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
クラスターのステータスのモニタリング

トピック
• Amazon DocumentDB クラスターのステータスのモニタリング (p. 414)
• Amazon DocumentDB インスタンスのステータスのモニタリング (p. 416)
• Amazon DocumentDB イベントサブスクリプションを使用する (p. 419)
• CloudWatch による Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)
• を使用した Amazon DocumentDB API コールのログ作成AWS CloudTrail (p. 438)
• Amazon DocumentDB オペレーションのプロファイリング (p. 439)
• Performance Insights を使用したモニタリング (p. 447)

Amazon DocumentDB クラスターのステータスの
モニタリング
クラスターのステータスは、クラスターの状態を示します。Amazon DocumentDB コンソール、または
AWS CLI describe-db-clusters コマンドを使用して、クラスターの状態を表示することができま
す。
トピック
• クラスターステータスの値 (p. 414)
• AWS Management Consoleを使用したクラスターのステータスのモニタリング (p. 415)
• AWS CLIを使用したクラスターのステータスのモニタリング (p. 416)

クラスターステータスの値
次の表は、クラスターのステータスの有効な値の一覧です。
クラスターステータス

説明

available

クラスターは正常で、使用可能で
す。

backing-up

クラスターは現在バックアップ中
です。

creating

クラスターを作成しています。作
成中はクラスターにアクセスでき
ません。

deleting

クラスターを削除しています。削
除中はクラスターにアクセスでき
ません。

failing-over

プライマリインスタンスから
Amazon DocumentDB レプリカへ
のフェイルオーバーが実行されて
います。

inaccessible-encryption-credentials

クラスターの暗号化または復号に
使用する AWS KMS キーにアク
セスできませんでした。
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クラスターステータス

説明

maintenance

クラスターにメンテナンス更新を
適用しています。このステータス
は、Amazon DocumentDB が事
前に十分スケジュールしたクラス
ターレベルのメンテナンスに使用
されます。

migrating

クラスタースナップショットは、
クラスターに復元されています。

migration-failed

移行に失敗しました。

modifying

お客様がクラスターの変更をリク
エストしたため、クラスターは変
更中です。

renaming

お客様が名前の変更をリクエスト
したため、クラスターの名前を変
更中です。

resetting-master-credentials

お客様がリセットをリクエストし
たため、クラスターのマスター認
証情報をリセット中です。

upgrading

クラスターエンジンのバージョン
をアップグレード中です。

AWS Management Consoleを使用したクラスターのス
テータスのモニタリング
AWS Management Console を使用してクラスターの状態を確認する場合は、次の手順に従います。
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon DocumentDB コンソール https://
console.aws.amazon.com/docdb を開いてください。

2.

ナビゲーションペインで [クラスター] を選択します。

3.

Clusters ナビゲーションボックスで、[クラスター識別子] という列が表示されます。インスタンス
は、以下のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

[クラスター識別子] 列で、興味のあるインスタンスの名前を探します。次に、インスタンスのステー
タスを見つけるために、次に示すように行全体を参照して [ステータス] 列を見つけます。
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AWS CLIを使用したクラスターのステータスのモニタ
リング
AWS CLI を使用してクラスターの状態を確認するには、describe-db-clusters オペレーションを使
用します。次のコードでは、クラスター sample-cluster のステータスを確認します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-clusters ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

]

[
]

"sample-cluster",
"available"

Amazon DocumentDB インスタンスのステータス
のモニタリング
インスタンスのステータスは、インスタンスの状態を示します。Amazon DocumentDB（MongoDB互
換）のインスタンスのステータスは、AWS Management Console または AWS CLI のオペレーション
describe-db-instances で表示することができます。

Note
Amazon DocumentDB では、メンテナンスのステータスと呼ばれる別のステータスメンテナン
スも使用しており、これは、Amazon DocumentDB コンソールの [メンテナンス] 列に表示され
ます。この値は、インスタンスに適用する必要があるメンテナンスパッチのステータスを示しま
す。メンテナンスのステータスは、Amazon DocumentDB インスタンスのステータスから独立し
ています。メンテナンスのステータスの詳細については、「Amazon DocumentDB の更新を適用
する (p. 405)」を参照してください。
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トピック
• インスタンスのステータス値 (p. 417)
• AWS Management Console を使用したインスタンスのステータスのモニタリング (p. 418)
• AWS CLI を使用したインスタンスのステータスのモニタリング (p. 419)

インスタンスのステータス値
次の表は、インスタンスのステータス値と、ステータス別の請求方法の一覧です。請求対象がインスタン
スとストレージであるか、ストレージのみであるか、または請求なしであるかを示します。インスタンス
のすべてのステータスで、バックアップの使用は常に請求されます。

インスタンスのステータスの有効な値
インスタンスの状態

請求される

説明

available

請求される

インスタンスは正常で、使用可能です。

backing-up

請求される

インスタンスは現在バックアップ中です。

configuring-logexports

請求される

Amazon へのログファイルの公開 CloudWatch
このインスタンスに対してログを有効または無
効にしています。

creating

課金されない

インスタンスは現在作成中です。作成中はイン
スタンスにアクセスできません。

deleting

課金されない

インスタンスを削除中です。

failed

課金されない

インスタンスに障害が発生し、Amazon
DocumentDB は復旧できませんでした。データ
をリカバリするには、 point-in-time インスタン
スの復元可能な最新の時間に復元します。

inaccessibleencryptioncredentials

課金されない

インスタンスの暗号化または復号に使用する
AWS KMS キーにアクセスできませんでした。

incompatiblenetwork

課金されない

Amazon DocumentDB はインスタンスに対して
リカバリーアクションを実行しようとしていま
すが、VPC がアクションの完了を妨げている
状態であるため、実行することができません。
この状態は、たとえば、サブネット内の利用可
能なすべての IP アドレスが使用中で、Amazon
DocumentDB がインスタンスの IP アドレスを
取得できない場合に発生する可能性がありま
す。

maintenance

請求される

Amazon DocumentDB は、インスタンスにメン
テナンス更新を適用しています。このステータ
スは、Amazon DocumentDB が事前に十分なス
ケジュールを組んでいるインスタンスレベルの
メンテナンスに使用されます。このステータス
を通じてお客様に追加のメンテナンスアクショ
ンを提示する方法を評価中です。

modifying

請求される

インスタンスの変更をリクエストしたため、イ
ンスタンスを変更中です。
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インスタンスの状態

請求される

説明

rebooting

請求される

Amazon DocumentDB は、インスタンスの再
起動を必要とするリクエスト、または Amazon
DocumentDB プロセスのために、インスタンス
を再起動しています。

renaming

請求される

名前の変更をリクエストしたため、インスタン
スの名前を変更中です。

resetting-mastercredentials

請求される

リセットをリクエストしたため、インスタンス
のマスター認証情報をリセット中です。

restore-error

請求される

への復元を実行しようとした際に、インスタン
スでエラーが発生しました point-in-time または
スナップショットから。

starting

ストレージが請求対象

インスタンスを起動中です。

stopped

ストレージが請求対象

インスタンスが停止されました。

stopping

ストレージが請求対象

インスタンスを停止中です。

storage-full

請求される

インスタンスが、ストレージ容量の割り当
て分に到達しました。これは非常に重要なス
テータスであり、すぐに修正する必要があり
ます。インスタンスを変更して、ストレージ
をスケールアップしてください。Amazon の設
定 CloudWatch このような状況にならないよう
に、ストレージ容量が減少したときに警告を発
するアラーム。

AWS Management Console を使用したインスタンス
のステータスのモニタリング
AWS CLI を使用してクラスターの状態を確認する場合は、次の手順に従います。
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして、Amazon DocumentDB コンソール https://
console.aws.amazon.com/docdb を開いてください。
ナビゲーションペインで クラスター を選択します。
Clusters ナビゲーションボックスで、[クラスター識別子] 列にはクラスターとインスタンスの両方が
表示されることに注意してください。インスタンスは、以下のスクリーンショットのように、クラス
ターの下に表示されます。

418

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
AWS CLI を使用したインスタン
スのステータスのモニタリング

4.

興味のあるインスタンスの名前を探します。次に、インスタンスのステータスを見つけるには、次に
示すように [ステータス] 列まで行全体を読みます。

AWS CLI を使用したインスタンスのステータスのモ
ニタリング
AWS CLI を使用してクラスターの状態を確認するには、describe-db-instances オペレーションを
使用します。次のコードでは、インスタンス sample-cluster-instance-01 のステータスを確認しま
す。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-instances \
--db-instance-identifier sample-cluster-instance-01 \
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus]'

Windows の場合:
aws docdb describe-db-instances ^
--db-instance-identifier sample-cluster-instance-01 ^
--query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

[

]

]

"sample-cluster-instance-01",
"available"

Amazon DocumentDB イベントサブスクリプショ
ンを使用する
Amazon DocumentDB では、Amazon DocumentDB イベントが発生したときに、Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) を使用して通知を送信します。これらの通知は、Amazon SNS がAWS
リージョン、E メール、テキストメッセージ、HTTP エンドポイントへの呼び出しなど。
Amazon DocumentDB は、サブスクライブ可能なカテゴリにイベントをグループ分けします。これによ
り、そのカテゴリのイベントが発生すると、通知を受け取ることができます。は、インスタンス、クラス
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ター、スナップショット、クラスタースナップショット、またはパラメータグループのイベントカテゴリ
にサブスクライブできます。たとえば、特定のインスタンスのBackup カテゴリにサブスクライブした場
合は、そのインスタンスに影響を与えるバックアップ関連のイベントが発生するたびに通知を受け取りま
す。また、イベントサブスクリプションが変更されても、通知を受け取ります。
イベントは、クラスターレベルとインスタンスレベルの両方で発生するため、クラスターまたはインスタ
ンスをサブスクライブするとイベントを受信できます。
イベントサブスクリプションは、サブスクリプションを作成するときに指定したアドレスに送信されま
す。いくつかの異なるサブスクリプションを作成することもできます。たとえば、すべてのイベント通
知を受け取るサブスクリプションと、本稼働環境インスタンスの重要なイベントのみを含むサブスクリ
プションを作成できます。サブスクリプションを削除せずに通知を簡単にオフにできます。そのために
は、[Enabled (有効)]ラジオボタンをなしAmazon DocumentDB コンソールで。

Important
Amazon DocumentDB では、イベントストリーム内で送信されるイベントの順番を保証しませ
ん。イベントの順番は変わる場合があります。
Amazon DocumentDB では、Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、各サ
ブスクリプションを識別します。Amazon DocumentDB コンソールでは、サブスクリプションの作成時に
ARN が作成されます。
Amazon DocumentDB イベントサブスクリプションの請求は Amazon SNS を通じて行われます。使用
したイベント通知に対して、Amazon SNS 料金が適用されます。詳細については、「Amazon Simple
Notification Service 料金」を参照してください。Amazon SNS の料金以外では、Amazon DocumentDB は
イベントサブスクリプションの請求は行いません。
トピック
• Amazon DocumentDB イベントサブスクリプションのサブスクライブ (p. 420)
• Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションの管理 (p. 422)
• Amazon DocumentDB イベントカテゴリとメッセージ (p. 424)

Amazon DocumentDB イベントサブスクリプションの
サブスクライブ
Amazon DocumentDB コンソールを使用して、次のように、イベントサブスクリプションを購読できま
す。
1.
2.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/docdb) にサインインします。
ナビゲーションペインで、[イベントサブスクリプション] を選択します。

3.

[イベントサブスクリプション] ページで、[イベントサブスクリプションの作成] を選択します。
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4.

[イベントサブスクリプションの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
• [名前] に、イベント通知サブスクリプションの名前を入力します。

• を使用する場合ターゲットで、通知を送信する場所を選択します。既存のものを選択できま
す。ARNまたは新しい電子メールのトピックをクリックして、トピックの名前と受信者のリストを
入力します。

• を使用する場合送信元で、ソースタイプを選択します。選択したソースタイプに応じて、イベント
カテゴリとイベント通知を受け取るソースを選択します。

• [Create] (作成) を選択します。
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Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプショ
ンの管理
を選択するとイベントサブスクリプションAmazon DocumentDB コンソールのナビゲーションペインで
は、サブスクリプションカテゴリと現在のサブスクリプションのリストを表示できます。特定のサブスク
リプションを変更または削除することもできます。

現在の Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプション
を変更するには
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/docdb) にサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、[イベントサブスクリプション] を選択します。[イベントサブスクリプショ
ン] ペインにイベント通知サブスクリプションが一覧表示されます。

3.

[イベントサブスクリプション] ペインで、変更するサブスクリプションを選択し、[編集] をクリック
します。

4.

[Target (ターゲット)] セクションまたは [Source (出典)] セクションのいずれかでサブスクリプション
を変更します。[ソース] セクションで選択または選択解除することで、ソース識別子を追加または削
除できます。
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5.

Modify を選択します。Amazon DocumentDB コンソールでは、サブスクリプションが変更されること
が示されます。

Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションを削除す
る
不要になったサブスクリプションは削除できます。トピックへのすべてのサブスクライバは、サブスクリ
プションにより指定されたイベント通知を受け取らなくなります。
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/docdb) にサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、[イベントサブスクリプション] を選択します。

3.

左イベントサブスクリプションペインで、削除するサブスクリプションを選択します。
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4.

[Delete] (削除) を選択します。

5.

この通知を完全に削除するかどうかを尋ねるポップアップウィンドウが表示されます。[Delete] (削除)
を選択します。

Amazon DocumentDB イベントカテゴリとメッセージ
Amazon DocumentDB では、コンソールを使用してサブスクライブできるカテゴリ内で多数のイベントが
生成されます。各カテゴリは、インスタンス、スナップショット、またはパラメータグループのソースタ
イプに適用されます。

Note
Amazon DocumentDB では、既存の Amazon RDS イベント定義と ID が使用されます。

インスタンスから発生する Amazon DocumentDB イベント
カテゴリ

説明

高可用性

インスタンスが再起動しました。

高可用性

インスタンスがシャットダウンしました。

設定変更

インスタンスクラスに変更を適用しています。

設定変更

インスタンスクラスへの変更の適用が終了しまし
た。

設定変更

マスター資格情報をリセットします。

作成

インスタンスが作成されました。
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カテゴリ

説明

削除

インスタンスが削除されました

failure

インスタンスが互換性のない設定または基本的な
ストレージの問題により失敗しました。インスタ
ンスのポイントインタイムの復元を開始します。

通知

インスタンスが停止されました。

通知

インスタンスが起動しました。

通知

停止中の最大許容時間を超えたため、インスタン
スが起動されています。

復旧

インスタンスの復旧が開始されました。復旧時間
は、復旧するデータの量に応じて変わります。

復旧

インスタンスの復旧が完了しました。

クラスターから発信される Amazon DocumentDB イベント
カテゴリ

説明

作成

クラスターが作成されました

削除

クラスターが削除されました。

フェイルオーバー

前のプライマリを再度プロモートします。

フェイルオーバー

インスタンスへのフェイルオーバーが完了しまし
た。

フェイルオーバー

DB インスタンスへのフェイルオーバーを開始しま
した:%s

フェイルオーバー

DB インスタンスへの同じ AZ フェイルオーバーを
開始しました:%s

フェイルオーバー

DB インスタンスへの AZ 間フェイルオーバーを開
始しました:%s

メンテナンス

クラスタにパッチが適用されました。

メンテナンス

データベースクラスターはアップグレードできな
い状態です:%s

通知

クラスターが停止されました。

通知

クラスターが開始されました。

通知

クラスターの停止に失敗しました。

通知

停止中の最大許容時間を超えたため、クラスター
が開始されています。

通知

クラスタの名前を%s から%s に変更しました。
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クラスタースナップショットから発生する Amazon DocumentDB
イベント
次の表は、Amazon DocumentDB クラスターのスナップショットがソースタイプである場合のイベントカ
テゴリとイベントのリストを示しています。
カテゴリ

説明

backup

手動クラスタースナップショットを作成します。

backup

手動クラスタースナップショットが作成されまし
た。

backup

自動クラスタースナップショットを作成していま
す。

backup

自動クラスタースナップショットが作成されまし
た。

パラメータグループから発生する Amazon DocumentDB イベン
ト
次の表は、パラメータグループがソースタイプである場合のイベントカテゴリとイベントのリストを示し
ます。
カテゴリ

説明

設定変更

適用メソッド%s でパラメータ%s を%s に更新し
ました

CloudWatch による Amazon DocumentDB のモニ
タリング
Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) は Amazon CloudWatch と統合して、クラスターの運
用メトリクスを収集および分析できるようにします。これらのメトリクスは、CloudWatch コンソー
ル、Amazon DocumentDB コンソール、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または CloudWatch
API です。
CloudWatch では、メトリクスが指定したしきい値を超過すると通知を受け取ることができるように、ア
ラームを設定することもできます。超過が発生した場合に修正作業を行うことができるように Amazon
CloudWatch Events を設定することもできます。CloudWatch とアラームの使用方法の詳細について
は、」Amazon CloudWatch ドキュメント。
トピック
• Amazon DocumentDB のメトリクス (p. 427)
• CloudWatch データの表示 (p. 433)
• Amazon DocumentDB ディメンション (p. 438)
• Opcounter のモニタリング (p. 438)
• データベース接続のモニタリング (p. 438)
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Amazon DocumentDB のメトリクス
Amazon DocumentDB クラスターとインスタンスの状態とパフォーマンスをモニタリングするに
は、Amazon DocumentDB コンソールで、次のメトリクスを表示できます。

リソース使用率
メトリクス

説明

Amazon DocumentDB の保
BackupRetentionPeriodStorageUsed
持期間内で特定時点への復
元機能をサポートするために
使用されるバックアップス
トレージの合計容量 (GiB 単
位)。TotalBackupStorageBilled
メトリクスによって報告される
合計に含まれます。各 Amazon
DocumentDB クラスターに対し
て個別に計算されます。
ChangeStreamLogSize

変更ストリームログを保存す
るためにクラスターが使用す
るストレージの容量 (MB)。
この値は、クラスターの合
計ストレージのサブセット
(VolumeBytesUsed) であり、
クラスターのコストに影響しま
す。ストレージ料金の情報につ
いては、」Amazon DocumentDB
の製品ページ。変更ストリーム
のログサイズは、クラスター
で発生している変更の量と、
変更ストリームの長期保存期
間の関数です。変更ストリーム
の詳細については、「Amazon
DocumentDB での変更ストリー
ムの使用 (p. 501)」を参照して
ください。

CPUUtilization

インスタンスによって使用され
る CPU のパーセント。

DatabaseConnections

1 分間隔で発生したインスタンス
でオープンしている接続の数。

DatabaseConnectionsMax

1 分間にインスタンス上でオープ
ンしているデータベース接続の
最大数。

DatabaseCursors

1 分間隔で発生したインスタンス
上で開いているカーソルの数。

DatabaseCursorsMax

1 分間のインスタンスのオープン
カーソルの最大数。

DatabaseCursorsTimedOut

1 分間にタイムアウトしたカーソ
ルの数。
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メトリクス

説明

FreeableMemory

使用可能な RAM の容量 (バイト
単位)。

FreeLocalStorage

このメトリクスでは、各インス
タンスの一時テーブルとログで
使用できるストレージの量が報
告されます。この値は、インス
タンスクラスによって異なりま
す。インスタンスに対してより
大きなインスタンスクラスを選
択することで、インスタンス用
の空きストレージ容量を増やす
ことができます。

LowMemThrottleQueueDepth

1 分間の頻度で消費される使用
可能なメモリが少ないためにス
ロットリングされるリクエスト
のキュー深度。

LowMemThrottleMaxQueueDepth1 分間の使用可能なメモリ不足に
よりスロットリングされるリク
エストの最大キュー深度。
1 分間の使用可能なメモリ不足が
LowMemNumOperationsThrottled
原因でスロットリングされるリ
クエストの数。
SnapshotStorageUsed

バックアップ保持期間外に特
定の Amazon DocumentDB
クラスターのすべてのスナッ
プショットによって使用さ
れているバックアップスト
レージの合計容量 (GiB 単
位)。TotalBackupStorageBilled
メトリクスによって報告される
合計に含まれます。各 Amazon
DocumentDB クラスターに対し
て個別に計算されます。

SwapUsage

インスタンスで使用するスワッ
プ領域の量。

TotalBackupStorageBilled

特定の Amazon DocumentDB
クラスターに対して請求
対象のバックアップスト
レージの合計容量 (GiB 単
位)。BackupRetentionPeriodStorageUsed
メトリクスおよび
SnapshotStorageUsed メト
リクスによって測定されるバッ
クアップストレージが含まれま
す。各 Amazon DocumentDB ク
ラスターに対して個別に計算さ
れます。
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メトリクス

説明

TransactionsOpen

1 分間隔で発生したインスタンス
でオープンされているトランザ
クションの数。

TransactionsOpenMax

1 分間にインスタンスで開かれる
トランザクションの最大数。

VolumeBytesUsed

クラスターで使用されたスト
レージ容量 (バイト単位)。この
値は、クラスターのコストに
影響します。料金情報について
は、」Amazon DocumentDB の
製品ページ。

レイテンシー
メトリクス

説明

DBClusterReplicaLagMaximum クラスター内のプライマリ
インスタンスと各 Amazon
DocumentDB インスタンス間の
最大遅延時間 (ミリ秒単位)。
DBClusterReplicaLagMinimum クラスター内のプライマリイン
スタンスと各レプリカインスタ
ンス間の最小遅延時間 (ミリ秒単
位)。
DBInstanceReplicaLag

プライマリインスタンスからレ
プリカインスタンスにアップ
デートをレプリケートする際の
遅延時間 (ミリ秒単位)。

ReadLatency

1 回のディスク I/O 操作にかかる
平均時間。

WriteLatency

1 回のディスク I/O 操作にかかる
平均時間 (ミリ秒単位)。

操作
メトリクス

説明

DocumentsDeleted

1 分間隔で削除されたドキュメン
トの数。

DocumentsInserted

1 分間に挿入されたドキュメント
の数。

DocumentsReturned

1 分間に返されたドキュメントの
数。

DocumentsUpdated

1 分間に更新されたドキュメント
の数。
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メトリクス

説明

OpcountersCommand

1 分間に発行されたコマンドの
数。

OpcountersDelete

1 分間に発行された削除操作の
数。

OpcountersGetmore

1 分間に発行された getmores の
数。

OpcountersInsert

1 分間に発行された挿入操作の
数。

OpcountersQuery

1 分間に発行されたクエリの数。

OpcountersUpdate

1 分間に発行された更新操作の
数。

TransactionsStarted

1 分間にインスタンスで開始され
たトランザクションの数。

TransactionsCommitted

1 分間にインスタンスでコミット
されたトランザクションの数。

TransactionsAborted

1 分間にインスタンスで中断され
たトランザクションの数。

TTLDeletedDocuments

TTLMonitor によって 1 分間に削
除されたドキュメントの数。

スループット
メトリクス

説明

NetworkReceiveThroughput

クラスター内の各インスタンス
が各クライアントから受信した
ネットワークスループットの量
(バイト/秒単位)。クラスターと
クラスターボリューム内のイン
スタンス間のネットワークトラ
フィックは、このスループット
に含まれません。

NetworkThroughput

Amazon DocumentDB クラス
ター内の各インスタンスが各ク
ライアントで送受信したネット
ワークスループットの量 (バイ
ト/秒単位)。クラスターとクラス
ターボリューム内のインスタン
ス間のネットワークトラフィッ
クは、このスループットに含ま
れません。

NetworkTransmitThroughput クラスター内の各インスタンス
が各クライアントに対して送信
したネットワークスループット
の量 (バイト/秒単位)。クラス
ターとクラスターボリューム内
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メトリクス

説明
のインスタンス間のネットワー
クトラフィックは、このスルー
プットに含まれません。

ReadIOPS

1 秒あたりのディスク読み取り
I/O 操作の平均回数。Amazon
DocumentDB は、1 分間隔で読
み取りおよび書き込み IOPS を個
別に報告します。

ReadThroughput

1 秒あたりのディスクからの平均
読み取りバイト数。

VolumeReadIOPs

課金読み取り I/O オペレーション
の平均回数は 5 分間隔で報告さ
れます。課金読み取りオペレー
ションはクラスターボリューム
レベルで計算され、クラスター
内のすべてのインスタンスから
集計された後、5 分おきに報告さ
れます。この値は読み取りオペ
レーションのメトリクスを 5 分
間受け取ることによって計算さ
れます。課金読み取りオペレー
ションのメトリクスを受け取っ
て 300 秒で割ることで、1 秒
あたりの課金読み取りオペレー
ションの回数を決定できます。
例えば、VolumeReadIOPsは
13,686 を返す場合、1 秒あたり
の課金読み取りオペレーション
は 45 (13,686/300 = 45.62) で
す。
バッファキャッシュに存在しな
いデータベースのページをリク
エストするクエリの課金読み取
りオペレーションが発生するた
め、ストレージからロードする
必要があります。課金読み取り
オペレーションはストレージか
らクエリの結果が読み取られる
のと同様に急増することがあり
ますが、その後バッファキャッ
シュにロードされます。
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メトリクス

説明

VolumeWriteIOPs

課金書き込み I/O オペレーション
の平均回数は 5 分間隔で報告さ
れます。課金書き込みオペレー
ションはクラスターボリューム
レベルで計算され、クラスター
内のすべてのインスタンスから
集計された後、5 分おきに報告さ
れます。この値は、5 分間にわ
たる書き込みオペレーションメ
トリクスの値を受け取ることに
よって計算されます。課金書き
込みオペレーションメトリクス
の値を受け取って 300 秒で割る
ことで、1 秒あたりの課金書き込
みオペレーションの回数を決定
できます。
例えば、VolumeWriteIOPsは
13,686 を返す場合、1 秒あたり
の課金書き込みオペレーション
は 45 (13,686/300 = 45.62) で
す。
ということに注意してくださ
い。VolumeReadIOPsそし
てVolumeWriteIOPs指標は
DocumentDB ストレージレイ
ヤーによって計算され、プラ
イマリインスタンスとレプリ
カインスタンスによって実行さ
れる iOS が含まれます。デー
タは 20 ～ 30 分ごとに集計さ
れ、5 分間隔でレポートされる
ため、期間内のメトリックに対
して同じデータポイントが出力
されます。1 分間隔で挿入操作
と相関するメトリックスを探し
ている場合は、インスタンスレ
ベルの WriteIOPS メトリック
を使用できます。メトリックス
は、Amazon DocumentDB プラ
イマリインスタンスの [モニタリ
ング] タブで使用できます。

WriteIOPS

1 秒あたりのディスク書き
込み I/O 操作の平均回数。
クラスタレベルで使用する
と、WriteIOPsは、クラスター
内のすべてのインスタンスで評
価されます。読み取りおよび書
き込み IOPS は個別に 1 分間隔
で報告されます。

WriteThroughput

1 秒あたりのディスクへの平均書
き込みバイト数。
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システム
メトリクス

説明

BufferCacheHitRatio

バッファキャッシュから提供さ
れたリクエストの割合 (パーセン
ト)。

DiskQueueDepth

分散ストレージボリュームへの
同時書き込み要求の数。

EngineUptime

インスタンスの実行時間 (秒単
位)。

IndexBufferCacheHitRatio

バッファキャッシュから提供さ
れたインデックスリクエストの
割合 (パーセント)。インデック
ス、コレクション、またはデー
タベースを削除した直後に、メ
トリックの 100% よりも大きな
スパイクが表示されることがあ
ります。これは 60 秒後に自動的
に修正されます。この制限は、
今後のパッチアップデートで修
正される予定です。

T3 インスタンスメトリクス
メトリクス

説明

CPUCreditUsage

測定期間に消費された CPU クレ
ジットの数。

CPUCreditBalance

インスタンスが蓄積する CPU
クレジット数。このバランスは
CPU がバーストする際に枯渇
し、CPU クレジットは獲得す
るよりも速い速度で使用されま
す。

CPUSurplusCreditBalance

cpuCreditBalance 値がゼロに
なったときに CPU パフォーマン
スを保持するために使用される
余剰 CPU クレジットの数。

CPUSurplusCreditsCharged

24 時間で獲得できる CPU クレ
ジットの最大数を越えた、追加
料金が発生する分の余剰 CPU
クレジットの数。詳細につい
ては、「」を参照してくださ
い。CPU クレジットの監視。

CloudWatch データの表示
Amazon CloudWatch のデータを表示するには、CloudWatch コンソール、Amazon DocumentDB コンソー
ル、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または CloudWatch API です。
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Amazon DocumentDB マネジメントコンソールを使用して CloudWatch メトリク
スを表示する
Amazon DocumentDB マネジメントコンソールを使用して CloudWatch メトリクスを表示するには、以下
のステップを実行します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで クラスターを選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[クラスター] ナビゲーションボックスに、列が表示されます。Cluster Identifier。インスタンスは、以
下のスクリーンショットのように、クラスターの下に表示されます。

4.

インスタンスの一覧から、メトリクスを表示するインスタンスの名前を選択します。

5.

結果のインスタンス概要ページで、Monitoringタブを使用して、Amazon DocumentDB インスタンス
のメトリックスをグラフィカルに表示します。各メトリクスに対してグラフを生成する必要があるた
め、[CloudWatch] グラフにデータが入力されるまでに数分かかる場合があります。
次の図は、Amazon DocumentDB コンソールでの 2 つの CloudWatch メトリクスのグラフィカルな表
現を示しています。WriteIOPSそしてReadIOPS。
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CloudWatch マネジメントコンソールを使用して CloudWatch メトリクスの表示
CloudWatch マネジメントコンソールを使用して CloudWatch メトリクスを表示するには、以下のステッ
プを実行します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックし、次の場所で Amazon DocumentDB
コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/cloudwatch。

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。次に、サービス名のリストか
ら、DocDB。

3.

メトリクスのディメンション (たとえば、) を選択します。クラスターメトリクス).

4.

-すべてのメトリクスタブには、内のそのディメンションのメトリクスが一覧表示されます。DocDB。
a.

テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。

b.

メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ
てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。

c.

メトリックでフィルタリングするには、メトリック名にカーソルを合わせ、メトリック名の横に
あるドロップダウン矢印を選択します。次に、検索に追加以下の画像に示すように、と指定しま
す。

を使用して CloudWatch メトリクスを表示するAWS CLI
Amazon DocumentDB の CloudWatch データを表示するには、CloudWatch を使用します。get-metricstatistics以下のパラメーターを指定してオペレーションを実行します。

パラメータ
• --namespace — 必須。CloudWatch メトリクスを表示するサービス名前空間。Amazon DocumentDB
の場合、これはAWS/DocDB。
• --metric-name — 必須。データを表示するメトリクスの名前。
• --start-time — 必須。最初に返すデータポイントを決定するタイムスタンプ。
指定された値は含まれます。つまり、結果には指定されたタイムスタンプのデータポイントが含まれま
す。タイムスタンプは ISO 8601 UTC 形式である必要があります (例: 2016-10-03T23:00:00Z)。
• --end-time — 必須。最後に返すデータポイントを決定するタイムスタンプ。
指定された値は含まれます。つまり、結果には指定されたタイムスタンプのデータポイントが含まれま
す。タイムスタンプは ISO 8601 UTC 形式である必要があります (例: 2016-10-03T23:00:00Z)。
• --period — 必須。返されるデータポイントの詳細度 (秒)。通常の解像度のメトリクスについては、期
間は最短 1 分 (60 秒) で、60 の倍数である必要があります。1 分未満の間隔で収集される高解像度メト
リクスについては、期間は 1、5、10、30、60、または 60 の倍数にできます。
• --dimensions— オプション。メトリクスに複数のディメンションが含まれている場合は、各ディメン
ションの値を含める必要があります。CloudWatch は、ディメンションの一意の組み合わせをそれぞれ
別のメトリクスとして扱います。ディメンションの特定の組み合わせが発行されていない場合は、その
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統計を取得することはできません。メトリクス作成時に使用した同じディメンションを指定する必要が
あります。
• --statistics— オプション。パーセンタイル以外のメトリクス統計。パーセンタイル統計
の場合は、ExtendedStatistics を使用します。GetMetricStatistics を呼び出すとき
は、Statistics または ExtendedStatistics のどちらかを指定する必要があります。両方を指定
することはできません。

許可される値:
• SampleCount
• Average
• Sum
• Minimum
• Maximum
• --extended-statistics— オプション。percentile の統計情報。p0.0 と p100 の間の値を指定し
ます。GetMetricStatistics を呼び出すときは、Statistics または ExtendedStatistics のど
ちらかを指定する必要があります。両方を指定することはできません。
• --unit— オプション。特定のメトリクスの単位。メトリクスが複数の単位で報告される場合がありま
す。単位を指定しない結果、すべての単位が返されます。メトリクスが報告しない単位のみを指定した
場合、呼び出しの結果は null になります。

使用できる値:
• Seconds
• Microseconds
• Milliseconds
• Bytes
• Kilobytes
• Megabytes
• Gigabytes
• Terabytes
• Bits
• Kilobytes
• Megabits
• Gigabits
• Terabits
• Percent
• Count
• Bytes/Second
• Kilobytes/Second
• Megabytes/Second
• Gigabytes/Second
• Terabytes/Second
• Bits/Second
• Kilobits/Second
• Megabits/Second
• Gigabits/Second
• Terabits/Second
• Count/Second
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• None

Example
次の例では、60 秒ごとにサンプルを取得し、2 時間の期間の最大 CPUUtilization を見つけます。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws cloudwatch get-metric-statistics \
--namespace AWS/DocDB \
--dimensions \
Name=DBInstanceIdentifier,Value=docdb-2019-01-09-23-55-38 \
--metric-name CPUUtilization \
--start-time 2019-02-11T05:00:00Z \
--end-time 2019-02-11T07:00:00Z \
--period 60 \
--statistics Maximum

Windows の場合:
aws cloudwatch get-metric-statistics ^
--namespace AWS/DocDB ^
--dimensions ^
Name=DBInstanceIdentifier,Value=docdb-2019-01-09-23-55-38 ^
--metric-name CPUUtilization ^
--start-time 2019-02-11T05:00:00Z ^
--end-time 2019-02-11T07:00:00Z ^
--period 60 ^
--statistics Maximum

このオペレーションの出力は、次のようになります。
{

"Label": "CPUUtilization",
"Datapoints": [
{
"Unit": "Percent",
"Maximum": 4.49152542374361,
"Timestamp": "2019-02-11T05:51:00Z"
},
{
"Unit": "Percent",
"Maximum": 4.25000000000485,
"Timestamp": "2019-02-11T06:44:00Z"
},
********* some output omitted for brevity *********
{

}

]

}

"Unit": "Percent",
"Maximum": 4.33333333331878,
"Timestamp": "2019-02-11T06:07:00Z"
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Amazon DocumentDB ディメンション
Amazon DocumentDB のメトリクスは、アカウントまたはオペレーションの値で分類されま
す。CloudWatch コンソールを使用して、以下の表に示すいずれかのディメンションでフィルター処理さ
れた Amazon DocumentDB データを取得できます。
ディメンション

説明

DBClusterIdentifier

特定の Amazon DocumentDB クラスターに対して
リクエストするデータをフィルター処理します。

DBClusterIdentifier, Role

特定の Amazon DocumentDB クラスターに対して
リクエストしたデータをフィルター処理して、イ
ンスタンスロール (WRITER/READER) 別にメトリ
クスを集計します。例えば、クラスターに属する
すべての リーダー インスタンスのメトリクスを集
計できます。

DBInstanceIdentifier

特定のデータベースインスタンスに対してリクエ
ストするデータをフィルター処理します。

Opcounter のモニタリング
Opcounter メトリクスの値は、アイドルクラスターに対してゼロ以外の値 (通常は 50 個まで) です。これ
は、Amazon DocumentDB が定期的にヘルスチェック、内部オペレーション、およびメトリック収集タス
クを実行するためです。

データベース接続のモニタリング
次のようなデータベースエンジンコマンドを使用して接続数を表示する
と、db.runCommand( { serverStatus: 1 })の場合、で表示される数よりも最大 10 個多い接
続数が表示される場合がありますDatabaseConnectionsCloudWatch を通じて。これは、Amazon
DocumentDB がで考慮されない定期的なヘルスチェックとメトリクスコレクションタスクが実行される
ためです。DatabaseConnections。DatabaseConnectionsは、お客様が開始した接続のみを表しま
す。

を使用した Amazon DocumentDB API コールのロ
グ作成AWS CloudTrail
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) はAWS CloudTrail、IAM ユーザー、IAM ロール、または
AWSAmazon DocumentDB でのサービス (MongoDB 互換) CloudTrail がすべてをキャプチャするAWS
CLIAmazon DocumentDB コンソールからの呼び出しと Amazon DocumentDB SDK へのコード呼び出
しを含む、Amazon DocumentDB の API コールをイベントとして呼び出します。証跡を作成する場合
は、Amazon DocumentDB のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な
配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history
(イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、Amazon
DocumentDB に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの
詳細を確認できます。
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Important
特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) と共有の運用テクノロジーを使用します。Amazon DocumentDB コンソール、AWS
CLI、API コールは Amazon RDS API に対する呼び出しとして記録されます。
AWS CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail でのAmazon DocumentDB 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。Amazon DocumentDB でアク
ティビティが発生すると (MongoDB 互換)、そのアクティビティは [CloudTrail] イベントに記録されま
す。AWSでのサービスイベントイベント履歴。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウ
ンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でイベントを表示する」を参照してくだ
さい。
でのイベントの継続的な記録についてはAWS アカウント、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) のイ
ベントなど、証跡を作成します。追跡により、CloudTrailはログファイルを Amazon S3バケットに配信
できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての に適用されますAWS
リージョン 証跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定し
た Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデー
タをより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細につ
いては、AWS CloudTrail ユーザーガイドの次のトピックを参照してください。
• [Overview for Creating a Trail] (追跡を作成するための概要)
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定
• 複数のリージョンからの CloudTrail ログファイルの受信
• 複数のアカウントからの CloudTrail ログファイルの受信
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。このアイデンティ
ティ情報は以下のことを確認するのに役立ちます。
• 要求が、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• 要求が、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらのテンポラリセキュリティ認証情報を使用して
送信されたか.
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。

Amazon DocumentDB オペレーションのプロファ
イリング
Amazon DocumentDB のプロファイラーを使用して (MongoDB との互換性)、クラスターで実行されたオ
ペレーションの実行時間と詳細を記録できます。プロファイラーは、クラスターで最も遅いオペレーショ
ンをモニタリングし、個々のクエリパフォーマンスとクラスター全体のパフォーマンスを向上させるのに
役立ちます。
デフォルトでは、プロファイラー機能は無効になっています。有効にすると、プロファイラーは、お客
様定義のしきい値 (100 ミリ秒など) の値より時間がかかっているオペレーションを Amazon CloudWatch
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Logs に記録します。ログに記録される詳細には、プロファイリングされたコマンド、時間、プラン
の概要、クライアントメタデータが含まれます。オペレーションが CloudWatch Logs に記録される
と、CloudWatch Logs Insights を使用して Amazon DocumentDB プロファイリングデータを分析、モニタ
リング、アーカイブできます。一般的なクエリについては、「一般的なクエリ (p. 446)」セクションを参
照してください 。
有効にすると、プロファイラーはクラスター内の追加のリソースを利用します。高いしきい値 (500 ms な
ど) から開始し、値を徐々に小さくして、低速なオペレーションを識別することをお勧めします。しきい
値 50 ms から開始すると、高スループットのアプリケーションのクラスターでパフォーマンスの問題が発
生する可能性があります。プロファイラーはクラスターレベルで有効になり、クラスター内のすべてのイ
ンスタンスとデータベースで実行されます。Amazon DocumentDB はベストエフォートベースで Amazon
CloudWatch Logs にオペレーションを記録します。
Amazon DocumentDB ではプロファイラーを有効にするための追加料金はかかりませんが、CloudWatch
Logs の使用に対する標準料金が課金されます。CloudWatch Logs の料金の詳細については、「」を参照
してください。Amazon CloudWatch の料金。
トピック
• サポートされているオペレーション (p. 440)
• 制約事項 (p. 440)
• Amazon DocumentDB プロファイラーの有効化 (p. 441)
• Amazon DocumentDB プロファイラーの無効化 (p. 444)
• プロファイラーログのエクスポートの無効化 (p. 444)
• Amazon DocumentDB プロファイラログへのアクセス (p. 446)
• 一般的なクエリ (p. 446)

サポートされているオペレーション
Amazon DocumentDB プロファイラーは以下のオペレーションをサポートします。
• aggregate
• count
• delete
• distinct
• find (OP_QUERY およびコマンド)
• findAndModify
• insert
• update

制約事項
スロークエリプロファイラは、クエリの結果セット全体が 1 つのバッチに収まることができ、結果セット
が 16 MB (最大 BSON サイズ) 未満の場合のみ、プロファイラログを発行できます。16MB を超える結果
セットは、自動的に複数のバッチに分割されます。
ほとんどのドライバまたはシェルは、デフォルトのバッチサイズを小さく設定することがあります。バッ
チサイズは、クエリの一部として指定できます。スロークエリログをキャプチャする目的で、予想される
結果セットのサイズを超えるバッチサイズをお勧めします。結果セットのサイズが不明な場合、または異
なる場合は、バッチサイズを大きな数値 (100k など) に設定することもできます。
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ただし、バッチサイズを大きくすると、クライアントに応答が送信される前にデータベースから取得され
る結果が増えることを意味します。一部のクエリでは、結果を得る前に遅延が長くなる場合があります。
結果セット全体を消費する予定がない場合は、クエリの処理に多くの I/O を費やして結果を破棄する可能
性があります。

Amazon DocumentDB プロファイラーの有効化
クラスターでプロファイラーを有効にするには、3 つのステップを実行します。すべてのステップが完了
していることを確認します。完了しないと、プロファイリングログが CloudWatch Logs に送信されませ
ん。プロファイラーはクラスターレベルで設定され、クラスターのすべてのデータベースとインスタンス
で実行されます。

クラスターでプロファイラーを有効にするには
1.

デフォルトのクラスターパラメータグループを変更できないため、使用できるカスタムクラスターパ
ラメータグループがあることを確認してください。詳細については、「Amazon DocumentDB クラス
ターパラメータグループの作成 (p. 371)」を参照してください。

2.

使用可能なカスタムクラスターパラメータグループを使用し
て、profiler、profiler_threshold_ms および profiler_sampling_rate のパラメー
タを変更します。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの変
更 (p. 373)」を参照してください。

3.

カスタムクラスターパラメータグループを使用するようにクラスターを作成または変更し、エクス
ポートを有効にします。profilerCloudWatch Logs に記録します。

以下のセクションでは、AWS Management Console と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
してこれらのステップを実装する方法を示します。

AWS Management Console の使用
1.

開始する前に、Amazon DocumentDB クラスターとカスタムクラスターパラメータグループがない
場合は作成します。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作
成 (p. 371)」および「Amazon DocumentDB グローバルクラスターの作成 (p. 280)」を参照してくださ
い。

2.

使用可能なカスタムクラスターパラメータグループを使用して、以下のパラメータを変更します。詳
細については、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの変更 (p. 373)」を参照して
ください。
• profiler— クエリプロファイリングを有効または無効にします。有効な値は、enabled およ
び disabled です。デフォルト値は disabled です。プロファイリングを有効にするには、値を
enabled に設定します。
• profiler_threshold_ms— 時点profilerは、 に設定されます。enabledより時間がかかって
いるすべてのコマンド profiler-threshold-msCloudWatch に記録されます。有効な値は [50INT_MAX] です。デフォルト値は 100 です。
• profiler_sampling_rate— プロファイリングまたは記録する必要がある低速オペレーションの
割合。有効な値は [0.0-1.0] です。デフォルト値は 1.0 です。

3.

カスタムクラスターパラメータグループを使用するようにクラスターを変更し、Amazon CloudWatch
に発行するようにプロファイラーログのエクスポートを設定します。
a.

ナビゲーションペインで、[Clusters (クラスター)] を選択し、カスタムパラメータグループをクラ
スターに追加します。

b.

パラメータグループを関連付けるクラスター名の左側にあるボタンを選択します。[Actions (アク
ション)]、[Modify (変更)] の順に選択し、クラスターを変更します。

c.

[Cluster options (クラスターオプション)] で、上記のステップからカスタムパラメータグループを
選択して、クラスターに追加します。
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d.

[]ログのエクスポートで、プロファイラーログをクリックして Amazon CloudWatch に発行しま
す。

e.

[Continue (続行)] を選択して、変更の概要を表示します。

f.

変更を確認したら、直ちに適用することも、[Scheduling of modifications (変更のスケジュール)]
の下にある次のメンテナンス期間中に適用することもできます。

g.

[Modify cluster (クラスターの変更)] を選択して、新しいパラメータグループでクラスターを更新
します。

AWS CLI の使用
次の手順では、クラスター sample-cluster でサポートされているすべてのオペレーションでプロファ
イラーを有効にします。
1.

開始する前に、次のコマンドを実行し、名前に default がなく、パラメータグループファミリーと
して docdb3.6 を持つクラスターパラメータグループの出力を確認して、使用可能なカスタムクラス
ターパラメータグループがあることを確認します。デフォルト以外のクラスターパラメータグループ
がない場合は、「Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの作成 (p. 371)」を参照して
ください。
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
--query 'DBClusterParameterGroups[*].
[DBClusterParameterGroupName,DBParameterGroupFamily]'

次の出力では、sample-parameter-group のみが両方の条件を満たしています。
[

[
],
[
]

]

2.

"default.docdb3.6",
"docdb3.6"
"sample-parameter-group",
"docdb3.6"

カスタムクラスターパラメータグループを使用して、以下のパラメータを変更します。
• profiler— クエリプロファイリングを有効または無効にします。有効な値は、enabled およ
び disabled です。デフォルト値は disabled です。プロファイリングを有効にするには、値を
enabled に設定します。
• profiler_threshold_ms— 時点profilerは、 に設定されます。enabledの場合、より時間が
かかっているすべてのコマンドはprofiler -threshold-msCloudWatch に記録されます。有効
な値は [0-INT_MAX] です。この値を 0 に設定すると、サポートされているすべてのオペレーショ
ンがプロファイルされます。デフォルト値は 100 です。
• profiler_sampling_rate— プロファイリングまたは記録する必要がある低速オペレーションの
割合。有効な値は [0.0-1.0] です。デフォルト値は 1.0 です。

aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--parameters ParameterName=profiler,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=immediate \
ParameterName=profiler_threshold_ms,ParameterValue=100,ApplyMethod=immediate \
ParameterName=profiler_sampling_rate,ParameterValue=0.5,ApplyMethod=immediate
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3.

Amazon DocumentDB クラスターを変更して、sample-parameter-group前のステップのカスタ
ムクラスターパラメータグループを設定し、パラメータを設定します。--enable-cloudwatchlogs-exportsにprofiler。
次のコードでは、クラスターを変更します。sample-cluster使用するにはsample-parametergroup前のステップから、と追加します。profiler有効な CloudWatch Logs のエクスポートにエク
スポートします。
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["profiler"]}'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBCluster": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
"EarliestRestorableTime": "2020-04-07T02:05:12.479Z",
"Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"MultiAZ": false,
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "3.6.0",
"LatestRestorableTime": "2020-04-08T22:08:59.317Z",
"Port": 27017,
"MasterUsername": "test",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
"DBClusterMembers": [
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
"IsClusterWriter": true,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
},
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
"IsClusterWriter": true,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
}
],
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
"Status": "active"
}
],
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
"DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
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}

}

"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-cluster",
"AssociatedRoles": [],
"ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
"profiler"
],
"DeletionProtection": true

Amazon DocumentDB プロファイラーの無効化
プロファイラーを無効にするには、両方を無効にします。profilerパラメータとエクスポー
トprofilerCloudWatch Logs に記録します。

プロファイラーの無効化
次のように、profiler パラメータは、AWS Management Console またはAWS CLI を使用して無効にす
ることができます。

AWS Management Console の使用
次の手順では、AWS Management ConsoleAmazon DocumentDB を無効にするにはprofiler。
1.
2.

にサインインします。AWS Management Consoleの順に開き、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。次に、プロファイラーを無効にするク
ラスターパラメータグループの名前を選択します。

3.

結果の [Cluster parameters (クラスターパラメータ)] ページで、profiler パラメータの左側にある
ボタンを選択し、[Edit (編集)] を選択します。

4.

[Modify profiler (プロファイラーの変更)] ダイアログボックスで、リストから [disabled] を選択しま
す。
[Modify cluster parameter (クラスターパラメータの変更)] を選択します。

5.

AWS CLI の使用
AWS CLI を使用してクラスターで profiler を無効にするには、次のようにクラスターを変更します。
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--parameters ParameterName=profiler,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=immediate

プロファイラーログのエクスポートの無効化
エクスポートを無効にすることができますprofilerのいずれかを使用して CloudWatch Logs に記録しま
す。AWS Management ConsoleまたはAWS CLIのように設定します。

AWS Management Console の使用
次の手順では、AWS Management ConsoleAmazon DocumentDB の CloudWatch へのログエクスポートを
無効にします。
1.
2.

で Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
ナビゲーションペインで クラスターを選択します。ログのエクスポートを無効にするクラスターの名
前の左側にあるボタンを選択します。
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3.

[アクション] メニューから [Modify (変更)] を選択します。

4.

[Log exports (ログのエクスポート)] セクションまでスクロールし、[Profiler logs (プロファイラーロ
グ)] を選択解除します。
[Continue (続行)] を選択します。
変更を確認してから、この変更をクラスターにいつ適用するかを選択します。

5.
6.

7.

•

Apply during the next scheduled maintenance window (次に予定されているメンテナンス期間中に
適用)

•

すぐに適用

[Modify cluster] (クラスターの変更) を選択します。

AWS CLI の使用
次のコードでは、クラスターを変更します。sample-cluster CloudWatch プロファイラログを無効に
します。

Example
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["profiler"]}'

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier sample-cluster ^
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["profiler"]}'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"DBCluster": {
"AvailabilityZones": [
"us-east-1c",
"us-east-1b",
"us-east-1a"
],
"BackupRetentionPeriod": 1,
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
"DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
"DBSubnetGroup": "default",
"Status": "available",
"EarliestRestorableTime": "2020-04-08T02:05:17.266Z",
"Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
"MultiAZ": false,
"Engine": "docdb",
"EngineVersion": "3.6.0",
"LatestRestorableTime": "2020-04-09T05:14:44.356Z",
"Port": 27017,
"MasterUsername": "test",
"PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
"PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
"DBClusterMembers": [
{
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
"IsClusterWriter": true,
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},
{

}

}

"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1
"DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
"IsClusterWriter": true,
"DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
"PromotionTier": 1

}
],
"VpcSecurityGroups": [
{
"VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
"Status": "active"
}
],
"HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
"StorageEncrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
"DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
"DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-cluster",
"AssociatedRoles": [],
"ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
"DeletionProtection": true

Amazon DocumentDB プロファイラログへのアクセス
Amazon CloudWatch のプロファイルログにアクセスするには、次のステップに従います。
1.
2.
3.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
Amazon DocumentDB クラスターと同じリージョンであることを確認します。
ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。

4.

クラスターのプロファイラーログを確認するには、リストで /aws/docdb/yourClusterName/
profiler を選択します。
各インスタンスのプロファイルログは、対応する各インスタンス名の下に表示されます。

一般的なクエリ
以下に、プロファイルされたコマンドの分析に使用できる一般的なクエリをいくつか示しま
す。CloudWatch Logs のインサイトの詳細については、「」を参照してください。CloudWatch Logs
Insights を使用したログデータの分析そしてサンプルクエリ。

指定されたコレクションで最も低速な 10 個のオペレーションを
取得する
filter ns="test.foo" | sort millis desc | limit 10

60 ms 以上かかったコレクションのすべての更新オペレーション
を取得する
filter millis > 60 and op = "update"

446

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
Performance Insights を使用したモニタリング

先月で最も遅いオペレーションを 10 回獲得
sort millis desc | limit 10

COLLSCAN プランの概要ですべてのクエリを取得する
filter planSummary="COLLSCAN"

Performance Insights を使用したモニタリング
Performance Insights は、既存の Amazon DocumentDB モニタリング機能に追加して、クラスターのパ
フォーマンスを明確にし、これに影響を与えるあらゆる問題を分析しやすくします。Performance Insights
ダッシュボードを使用すると、データベースのロードを視覚化したり、ロードを待機、クエリステートメ
ント、ホスト、アプリケーション別にフィルタリングしたりできます。
それはどう役立ちますか？
• データベースパフォーマンスの可視化 — 負荷を可視化し、データベース上の負荷がいつどこにあるかを
判断します。
• データベースの負荷の原因を特定する — インスタンスの負荷に寄与しているクエリ、ホスト、アプリ
ケーションを特定します。
• データベースに負荷が発生するタイミングを判断する — Performance Insights ダッシュボードを拡大し
て特定のイベントに集中したり、ズームアウトしてより長い期間にわたるトレンドを確認します。
• データベースのロードに関するアラート — 新しいデータベースロードメトリクスに自動的にアクセスす
る CloudWatch DB ロードメトリクスを他の DocumentDB メトリックとともに監視し、それらにアラー
トを設定できる場所
Amazon DocumentDB Performance Insights 制限は何ですか?
• の「Performance Insights」AWS GovCloud (米国西部) リージョンはまだ利用できません
• DocumentDB のPerformance Insights は最大 7 日間のパフォーマンスデータを保持します
• 1024KB を超えるクエリは、Performance Insights では集計されません。
トピック
• Performance Insights を使用する (p. 447)
• Performance Insights の有効化と無効化 (p. 450)
• Performance Insights 用のアクセスポリシーの設定 (p. 452)
• Performance Insights ダッシュボードを使用してメトリクスを分析する (p. 456)
• Performance Insights API によるメトリクスの取得 (p. 471)
• アマゾン CloudWatch Performance Insights サイトのメトリクス (p. 481)
• カウンターメトリクスのPerformance Insights を使用する (p. 482)

Performance Insights を使用する
トピック
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• 平均アクティブセッション (p. 448)
• [Dimensions] (ディメンション): (p. 448)
• Max vCPU (p. 450)

平均アクティブセッション
データベース内のデータベースロード (DB ロード)アクティビティのレベルを測定します。毎秒収集される
Performance Insights のキーメトリクスは DB Load です。の単位DBLoadメトリックは、AAS（AS）の平
均アクティブセッションDocumentDB インスタンスの場合。
Anアクティブセッションとは、DocumentDB インスタンスに作業を送信し、レスポンスを待っている接続
です。たとえば、DocumentDB インスタンスにクエリを送信すると、このクエリをインスタンスで処理中
は、データベースセッションがアクティブになります。
平均アクティブセッションを取得するために、Performance Insights は、クエリを同時に実行するセッ
ションの数をサンプリングします。AAS は、セッションの総数をサンプルの総数で割った値です。次の表
は、実行中のクエリの連続する 5 つのサンプルを示しています。
例

クエリを実行している
セッション数

AAS

計算

1

2

2

2 セッション/1 サンプル

2

0

1

2 セッション/2 サンプル

3

4

2

6 セッション/3 サンプル

4

0

1.5

6 セッション/4 サンプル

5

4

2

10 セッション/5 サンプ
ル

前述の例では、1 ～ 5 の時間間隔の DB 負荷は 2 AAS です。DB ロードの増加は、データベースで実行さ
れているセッションが平均して増えることを意味します。

[Dimensions] (ディメンション):
この DB Load メトリクスは、ディメンションと呼ばれるサブコンポーネントに分割できるため、他の時
系列メトリクスとは異なります。ディメンションは、DB Load メトリクスのさまざまな特性のカテゴリと
考えることができます。パフォーマンスの問題を診断する場合、最も有用なディメンションは次のとおり
です。待機状態そして上位のクエリ。
待機状態
ある待機状態クエリステートメントは、特定のイベントが発生するまで待機してから、実行を継続できま
す。たとえば、クエリステートメントは、ロック済みのリソースのロックが解除されるまで待機すること
があります。を組み合わせることでDB Load待機状態では、セッションの状態の全体像を得ることができ
ます。DocumentDB のさまざまな待機状態は次のとおりです。
DocumentDB 待機状態

待機状態の説明

ラッチ

ラッチ待機状態は、セッションがバッファプール
のページングを待っているときに発生します。
バッファプールへの頻繁なページングは、システ
ムによって処理される大きなクエリ、コレクショ
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DocumentDB 待機状態

待機状態の説明
ンのスキャン、またはバッファプールが小さすぎ
てワーキングセットを処理できない場合に、より
頻繁に発生する可能性があります。

CPU

CPU 待機状態は、セッションが CPU で待機して
いるときに発生します。

CollectionLock

- CollectionLock 待機状態は、セッションがコレ
クションのロック取得を待機中の場合に発生しま
す。これらのイベントは、コレクションに DDL 操
作がある場合に発生します。

ドキュメントロック

- DocumentLock 待機状態は、セッションがドキュ
メントのロック取得を待機中の場合に発生しま
す。同じドキュメントへの同時書き込みの数が多
いと、そのドキュメントの DocumentLock の待機
状態が増えます。

SystemLock

- SystemLock 待機状態は、セッションがシステム
で待機しているときに発生します。これは、シス
テム上で長時間実行されるクエリ、長時間実行さ
れるトランザクション、または高い同時実行があ
る場合に発生する可能性があります。

IO

IO 待機状態は、IO でセッションが待機していると
きに発生します。

BufferLock

- BufferLock 待機状態は、セッションがバッファ内
の共有ページのロック取得を待機中の場合に発生
します。BufferLock 待機状態は、要求されたペー
ジで他のプロセスがオープンカーソルを保持して
いる場合に延長される可能性があります。

LowMemThrott

- LowMemThrottle 待機状態は、Amazon
DocumentDB インスタンスのメモリ負荷が大きい
ためにセッションが待機しているときに発生しま
す。この状態が長時間続く場合は、インスタンス
をスケールアップしてメモリを追加することを検
討してください。詳細については、「」を参照し
てください。リソースガバナー。

バックグラウンドアクティビティ

- BackgroundActivity 待機状態は、セッションが内
部システムプロセスで待機しているときに発生し
ます。

その他

その他の待機状態は内部待機状態です。この状態
が長時間続く場合は、このクエリを終了すること
を検討してください。詳細については、「」を参
照してください。長時間実行されているクエリや
ブロックされているクエリを見つけて終了する方
法

上位のクエリ
待機状態はボトルネックを示しますが、上位クエリは、どのクエリが DB ロードの最も大きな原因になっ
ているかを示します。例えば、多くのクエリが現在データベースで実行されている可能性がありますが、1
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つのクエリが DB 負荷の 99% を占めている可能性もあります。この場合、負荷が高いと、クエリに問題が
ある可能性があります。

Max vCPU
ダッシュボードの [データベース負荷] グラフで、セッション情報が収集、集計、表示されます。アクティ
ブなセッションが最大 CPU 容量を超えているかどうかを確認するには、最大 vCPU ラインとの関係を
調べます。-Max vCPU値は、DocumentDB インスタンスの vCPU (仮想 CPU) のコア数によって決まりま
す。
DB 負荷が [Max vCPU (最大 vCPU)] ラインをしばしば超過し、プライマリ待機状態が CPU である場
合、CPU が過負荷になっています。この場合、インスタンスへの接続を抑制したり、CPU 負荷の高いク
エリを調整したり、より大きなインスタンスクラスを検討することができます。待機状態の高い一貫した
インスタンスは、解決するボトルネックまたはリソースの競合問題がある可能性があることを示します。
これは、DB ロードが最大 vCPU ラインを超えていない場合にも該当します。

Performance Insights の有効化と無効化
Performance Insights を使用するには、DB インスタンスで有効にします。必要に応じて、後で無効にす
ることができます。Performance Insights を有効または無効にしても、ダウンタイム、再起動、フェイル
オーバーが発生することはありません。
Performance Insights エージェントは DB ホストの限られた CPU とメモリを消費します。DB の負荷が高
い場合、エージェントはデータ収集の頻度を下げることでパフォーマンスへの影響を抑えます。

クラスター作成時のPerformance Insights 有効化
コンソールでは、新しい DB インスタンスを作成または変更するときに、Performance Insights を有効ま
たは無効にすることができます。

AWS Management Console の使用
コンソールで、DocumentDB クラスターを作成するときに、Performance Insights を有効にできます。
新しい DocumentDB クラスターを作成するときに、[Performance Insights] を選択します。Performance
Insights を有効にするのPerformance Insights「」セクション。

コンソールの手順
1.

クラスターを作成するには、の手順に従います。Amazon DocumentDB クラスターの作成

2.

SelectPerformance Insights を有効にする[Performance Insights] セクションで。
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Note
Performance Insights データ保持期間は 7 日間です。
AWS KMSキー— を指定します。AWSKMS キー。パフォーマンスインサイトは、潜在的に機密性の
高いすべてのデータを AWS KMS キーを使用して暗号化します。データは、転送中と不使用時のい
ずれも暗号化されます。詳細については、の設定を参照してください。AWS AWS KMSPerformance
Insights のポリシー

インスタンスの変更の有効化と無効化
コンソールを使用して、DB インスタンスを変更し、Performance Insights を有効または無効にすることが
できます。AWS CLI。

AWS Management Console の使用
コンソールの手順
1.

AWS Management Console にサインインして Amazon DocumentDB コンソール https://
console.aws.amazon.com/docdb を開きます。

2.

[Clusters] を選択します。

3.

DB インスタンスを選択し、[変更] を選択します。

4.

[Performance Insights] セクションで、いずれかを選択します。Performance Insights を有効にするま
たはPerformance Insights を使用する。

Note
を選択すると、Performance Insights を有効にするを指定すると、AWS AWS KMSkey。パ
フォーマンスインサイトは、潜在的に機密性の高いすべてのデータを AWS KMS キーを使用
して暗号化します。データは、転送中と不使用時のいずれも暗号化されます。詳細について
は、「」を参照してください。保存データ Amazon DocumentDB の暗号化。
5.

[Continue] (続行) をクリックします。

6.

[Scheduling of Modifications] で、[Apply immediately] を選択します。を選択すると、Apply during the
next scheduled maintenance window (次に予定されているメンテナンス期間中に適用)の場合、インス
タンスではこの設定が無視され、Performance Insights が直ちに有効になります。
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7.

[Modify instance (インスタンスの変更)] を選択します。

AWS CLI の使用
を使用すると、create-db-instanceまたはmodify-db-instance AWS AWS CLIコマンドの場合は、
を指定して Performance Insights を有効にできます。--enable-performance-insights、または、を
指定して無効にします。--no-enable-performance-insights。
次の手順で、を使用して DB インスタンスで Performance Insights を有効化または無効化する方法を説明
します。AWS AWS CLI。
AWS AWS CLI指示
を呼び出します。modify-db-instance AWS AWS CLIコマンドを実行し、次の値を指定します。
• --db-instance-identifer— DB インスタンスの名前です。
• 有効にする場合は --enable-performance-insights、無効にする場合は --no-enableperformance-insights

Example
次の例では、のPerformance Insights を有効にします。sample-db-instance:
For Linux, macOS, or Unix:
aws docdb modify-db-instance \
--db-instance-identifier sample-db-instance \
--enable-performance-insights

For Windows:
aws docdb modify-db-instance ^
--db-instance-identifier sample-db-instance ^
--enable-performance-insights

Performance Insights 用のアクセスポリシーの設定
Performance Insights にアクセスするには、AWS Identity and Access Management (IAM) から適切なアク
セス許可を得る必要があります。アクセス権の付与については、次のオプションがあります。
• AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly マネージド型ポリシーを IAM ユーザーまたはロールに
アタッチします。
• カスタム IAM ポリシーを作成し、IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。
また、Performance Insights を有効にしたときにカスタマーマネージドキーを指定した場合は、アカウン
ト内のユーザーが KMS キーに対する kms:Decrypt および kms:GenerateDataKey アクセス許可を
持っていることを確認します。

Note
を使用する場合 encryption-at-rest とAWS KMSキーおよびセキュリティグループの管
理、Amazon DocumentDB は、と共有の運用テクノロジーを活用します。Amazon RDS。
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AmazonRDSPerformance Insights ReadOnly ポリシーの IAM プ
リンシパルへのアタッチ
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnlyはAWSAmazon DocumentDB Performance Insights API
のすべての読み取り専用オペレーションへのアクセスを許可する管理ポリシー。現在、この API のすべて
のオペレーションは読み取り専用です。AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly を IAM ユーザー
またはロールにアタッチすると、受取人はコンソールのその他の機能とともに Performance Insights を使
用できます。

Performance Insights 用のカスタム IAM ポリシーの作成
持っていないユーザー向けAmazonRDSPerformanceInsightsReadOnlyポリシーの場合は、ユーザー管
理の IAM ポリシーを作成または変更して、Performance Insights に対するアクセス権限を付与できます。
ポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチすると、受取人は Performance Insights を使用できま
す。

カスタムポリシーを作成するには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

3.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

4.

[ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブを選択します。

5.

次のテキストをコピーして貼り付け、us-east-1をAWSリージョンに、111122223333を使用する
カスタマーアカウント番号に置き換えます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:DescribeDBInstances",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:DescribeDBClusters",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "pi:DescribeDimensionKeys",
"Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "pi:GetDimensionKeyDetails",
"Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "pi:GetResourceMetadata",
"Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "pi:GetResourceMetrics",
"Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
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},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "pi:ListAvailableResourceDimensions",
"Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
"Effect": "Allow",
"Action": "pi:ListAvailableResourceMetrics",
"Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"

6.

[ポリシーの確認] を選択します。

7.

ポリシーの名前と (必要に応じて) 説明を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

これで、そのポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチできるようになります。次の手順では、こ
の目的で使用できる IAM ユーザーが既に存在することを前提としています。

ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。

3.

リストから存在するユーザーを 1 人選択します。

Important
Performance Insights を使用するには、カスタムポリシーのほかに別のポリシー
で、Amazon DocumentDB へのアクセスを許可されている必要があります。たとえ
ば、AmazonDocDBReadOnlyAccess事前定義ポリシーで、Amazon docDB への読み取り専
用アクセスを許可します。詳細については、「」ポリシーを使用したアクセスの管理。
4.

[Summary] (概要) ページで、[Add permissions] (許可の追加) を選択します。

5.

[Attach existing policies directly] (既存のポリシーを直接アタッチする) を選択します。検索を行う場合
は、次のようにポリシー名の初期の数文字を入力します。

6.

ポリシーを選択し、[]次へ: 確認.

7.

[Add permissions] (許可の追加) を選択します。
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Performance Insights 用の AWS KMS ポリシーの設定
Performance Insights は、AWS KMS key を使用して機密データを暗号化します。API またはコンソールを
通じて Performance Insights を有効にする場合は、次のオプションを使用できます。
• デフォルトを選択します。AWS マネージドキー。
Amazon DocumentDB では、AWS マネージドキー新しい DB インスタンスです。Amazon DocumentDB
では、AWS マネージドキーお客様のAWSアカウント. あなたのAWSアカウントが異なっているAWS マ
ネージドキーAmazon DocumentDB のそれぞれについてAWSリージョン。
• カスタマーマネージドキーを選択します。
カスタマーマネージドキーを指定する場合、Performance Insights API を呼び出すアカウント内のユー
ザーは、KMS キーに対する kms:Decrypt および kms:GenerateDataKey アクセス許可が必要で
す。IAM ポリシーを使用して、これらのアクセス許可を設定できます。ただし、KMS キーポリシーを使
用してこれらのアクセス許可を管理することをお勧めします。詳細については、AWS KMS でのキーポ
リシーの使用を参照してください。

Example
次のサンプルキーポリシーでは、KMS キーポリシーにステートメントを追加する方法が示されていま
す。これらのステートメントは、Performance Insights へのアクセスを許可します。の使用方法に応じ
て、AWS KMSの場合、いくつかの制限を変更することもできます。ポリシーにステートメントを追加す
る前に、すべてのコメントを削除してください。
{

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "your-policy",
"Statement" : [ {
//This represents a statement that currently exists in your policy.
}
....,
//Starting here, add new statement to your policy for Performance Insights.
//We recommend that you add one new statement for every RDS/DocumentDB instance
{
"Sid" : "Allow viewing RDS Performance Insights",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
//One or more principals allowed to access Performance Insights
"arn:aws:iam::444455556666:role/Role1"
]
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "*",
"Condition" :{
"StringEquals" : {
//Restrict access to only RDS APIs (including Performance Insights).
//Replace *region* with your AWS Region.
//For example, specify us-west-2.
"kms:ViaService" : "rds.*region*.amazonaws.com"
},
"ForAnyValue:StringEquals": {
//Restrict access to only data encrypted by Performance Insights.
"kms:EncryptionContext:aws:pi:service": "rds",
"kms:EncryptionContext:service": "pi",
//Restrict access to a specific DocDB instance.
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}

}

}

//The value is a DbiResourceId.
"kms:EncryptionContext:aws:rds:db-id": "db-AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEE"

Performance Insights ダッシュボードを使用してメト
リクスを分析する
Performance Insights ダッシュボードには、パフォーマンスの問題を分析し、解決するのに役立つ、デー
タベースのパフォーマンス情報が含まれます。ダッシュボードのメインページで、データベースロード
(DB ロード) に関する情報を表示できます。待機状態やクエリなどのディメンションによって、DB ロード
を「スライス」することができます。
トピック
• Performance Insights ダッシュボードの概要 (p. 456)
• Performance Insights ダッシュボードを開く (p. 462)
• 待機状態によるデータベース負荷の分析 (p. 464)
• 「上位クエリ」タブの概要 (p. 466)
• データベースのロードチャートをズームインする (p. 470)

Performance Insights ダッシュボードの概要
ダッシュボードは、Performance Insights を操作する最も簡単な方法です。次の例では、Amazon
DocumentDB インスタンスのダッシュボードを示しています。デフォルトでは、Performance Insights
ダッシュボードには過去 60 分間のデータが表示されます。

このダッシュボードは、以下の各パートに分割されています。
1. カウンターメトリクス— 特定のパフォーマンスカウンターメトリクスのデータを示します。
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2. データベース負荷— によって表されるように、DB 負荷と DB インスタンスの容量を比較する方法を示
します。Max vCPU[]。
3. 上位のディメンション— DB 負荷に影響がある上位ディメンションを示します。これらのディメンショ
ンには、が含まれます。waits,queries,hosts,databases, およびapplications。
トピック
• カウンターメトリクスグラフ (p. 457)
• データベースロードのグラフ (p. 458)
• 上位のディメンションテーブル (p. 460)

カウンターメトリクスグラフ
カウンターメトリクスを使用すると、Performance Insights ダッシュボードをカスタマイズして最大 10 個
の追加グラフを含めることができます。これらのグラフは、数十種類のオペレーティングシステムメトリ
クスを示しています。この情報をデータベース負荷と関連付けることで、パフォーマンスの問題を特定し
て分析できます。
カウンターメトリクスグラフはパフォーマンスカウンターのデータを表示します。

パフォーマンスカウンターを変更するには、メトリクスの管理。複数を選択できます。OS メトリクス次
のスクリーンショットに示すように。メトリクスの詳細を表示するには、メトリクス名にカーソルを合わ
せます。
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データベースロードのグラフ
-データベース負荷グラフは、の表に示すように、データベースアクティビティとインスタンスの容量を比
較する方法を示します。Max vCPU[]。デフォルトでは、折れ線グラフは DB ロードを単位時間あたりの平
均アクティブセッションで表します。DB ロードは、待機状態でスライス (グループ化) されます。

ディメンションでスライスされた DB の負荷
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サポートされているディメンション別にグループ化された、アクティブなセッションとして負荷を表示す
るように選択できます。次の図は、Amazon DocumentDB インスタンスのディメンションを示していま
す。

ディメンション項目に関する DB ロードの詳細
ディメンション内の DB 負荷項目の詳細を表示するには、項目名にカーソルを合わせます。次の図は、ク
エリステートメントの詳細を示しています。

凡例で選択した期間に対する項目の詳細を表示するには、その項目にカーソルを合わせます。
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上位のディメンションテーブル
-上位のディメンションテーブルDB 負荷を異なる次元でスライスします。ディメンションとは、DB ロー
ドの異なる特性についてのカテゴリまたは「スライス化」のことです。ディメンションがクエリの場
合、上位のクエリに、DB ロードに最も寄与するクエリステートメントを示します。
以下のディメンションタブのいずれかを選択します。

次の表では、各タブの簡単な説明を示します。
タ
説
ブ
明
上
デー
位
タ
待
ベー
機
ス
バッ
ク
エ
ン
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を使用してクエリを分析する方法を学習するには上位のクエリタブ、を参照してください。「上位クエ
リ」タブの概要 (p. 466)。

Performance Insights ダッシュボードを開く
[Performance Insights] ダッシュボードを表示するにはAWSマネジメントコンソールで、次の手順
を使用します。
1.

Performance Insights コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb/。

2.

DB インスタンスを選択します。その Amazon DocumentDB インスタンスの Performance Insights
ダッシュボードが表示されます。
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Performance Insights を有効にした Amazon DocumentDB インスタンスでは、セッションインスタ
ンスのリスト内のアイテム。[Current activity] の [Sessions] 項目には、直近 5 分間におけるアクティ
ブなセッションの平均データベース負荷が表示されます。負荷はバーでグラフィカルに示されます。
バーが空の場合、インスタンスはアイドル状態です。負荷が増加すると、バーが青色で塗りつぶされ
ます。負荷がインスタンスクラスのおける仮想 CPU (vCPUs) の数を超えると、バーが赤色になり、
ボトルネックとなる可能性があることが示されます。

3.

(オプション) 右上のボタンを選択して、別の時間間隔を選択します。たとえば、間隔を 1 時間に変更
するには、1h。

以下のスクリーンショットでは、DB ロードの間隔は 1 時間です。

4.

データを自動的に更新するには、自動更新。

Performance Insights ダッシュボードが自動的に新しいデータで更新されます。更新の頻度は、表示
されるデータの量によって異なります。
• 「5 分」は 5 秒ごとに更新されます。
• 「1 時間」は 1 分ごとに更新されます。
• 「5 時間」は 1 分ごとに更新されます。
• 「24 時間」は 5 分ごとに更新されます。
• 「1 週間」は 1 時間ごとに更新されます。
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待機状態によるデータベース負荷の分析
そのファイルにデータベースロード (DB ロード)チャートにボトルネックが表示され、負荷の発生源を確認
できます。これを実行するには、データベースロードグラフ下にある[上位ロード項目] テーブルを参照し
てください。クエリやアプリケーションのような特定の項目を選択すると、その項目をドリルダウンして
詳細を表示できます。
通常、待機および上位クエリ別にグループ化された DB 負荷は、パフォーマンス問題に関する最も正し
い情報を提供します。待機でグループ化された DB 負荷は、データベースにリソースまたは同時のボトル
ネックがあるかどうかを示します。この場合は、上位のクエリ上位負荷項目のテーブルの [] タブには、ど
のクエリがその負荷をかけているかが表示されます。
パフォーマンスの問題を診断するための一般的なワークフローは次のとおりです。
1. 「データベースロード」 グラフを確認し、最大 CPU ラインを超えているデータベースロードのインシ
デントがあるかどうかを確認します。
2. ある場合は、「データベースロード」 グラフを確認して、どの待機状態 (複数) が主に原因であるかを
特定します。
3. ロードを引き起こすダイジェストクエリを特定し、どのクエリが上位のクエリ[上位負荷項目] テーブル
の [] タブは、これらの待機状態に最も影響しています。これらは、待機によるロード (AAS)列でロード
バランサーの ID をクリックします。
4. で、次のダイジェストクエリの 1 つを選択します。上位のクエリタブを使用して展開し、構成されてい
る子クエリを確認します。
また、［］を選択して、最も負荷の高いホストまたはアプリケーションを確認することもできます。上位
ホストまたは上位アプリケーション、それぞれ。アプリケーション名は、Amazon DocumentDB インスタ
ンスへの接続文字列で指定されます。Unknownアプリケーションフィールドが指定されていないことを示
します。
たとえば、次のダッシュボードでは、CPUは、DB 負荷のほとんどを占めて待機します。で最上位のクエ
リを選択する上位のクエリは、Select クエリによってもたらされる最大の負荷に焦点を合わせるように、
データベースロードチャートをスコープします。
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「上位クエリ」タブの概要
デフォルトでは、上位のクエリタブには、DB 負荷に最も影響しているクエリが表示されます。クエリテ
キストを分析して、クエリの調整に役立ちます。
トピック
• ダイジェストクエリ (p. 467)
• 待機によるロード (AAS) (p. 467)
• 詳細なクエリ情報の表示 (p. 468)
• ステートメントクエリテキストへのアクセス (p. 469)
• ステートメントクエリテキストの表示とダウンロード (p. 469)
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ダイジェストクエリ
あるクエリダイジェスト構造的には類似しているが、異なるリテラル値を含む可能性の高い、複数の実際
のクエリの複合体です。ダイジェストは、ハードコードされた値を疑問符に置き換えます。たとえば、ク
エリダイジェストは次のようになります。
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"?"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"?"}},"limit":{"$numberInt":"?"}}

このダイジェストには、次の子クエリが含まれます。
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"Karrie"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"1"}},"limit":{"$numberInt":"3"}}
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"Met"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"1"}},"limit":{"$numberInt":"3"}}
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"Rashin"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"1"}},"limit":{"$numberInt":"3"}}

ダイジェスト内でリテラルクエリステートメントを表示するには、クエリを選択してからプラス記号 (+).
以下のスクリーンショットでは、選択されたクエリはダイジェストです。

Note
クエリダイジェストは、同様のクエリステートメントをグループ分けしますが、機密情報は編集
されません。

待機によるロード (AAS)
Eclipse上位のクエリとすると、待機によるロード (AAS)列は、上位の各ロード項目に関連付けられている
データベースロードの割合を示しています。この列には、現在選択されているグループ化に応じて、その
項目に対する負荷が反映されます。DB ロードのグラフ。例えば、DB ロードグラフを待機状態別にグルー
プ化できます。この場合は、[DB Load by Waits] バーは、クエリが貢献している待機状態の量を示すため
に、サイズ、セグメント、および色で分けられています。また、選択したクエリに影響を与えている待機
状態も示されます。
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詳細なクエリ情報の表示
左上位のクエリテーブル、開くことができますダイジェストステートメントをクリックして、その情報を
表示します。下部のペインに情報が表示されます。
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クエリステートメントには、次のタイプの識別子 (ID) が関連付けられます。
1. Support クエリ ID— クエリ ID のハッシュ値。この値は、を操作しているときにクエリ ID を参照する
ためだけのものです。AWSSupport。AWSSupport が実際のクエリ ID やクエリテキストにアクセスする
ことはできません。
2. Support ダイジェスト ID— ダイジェスト ID のハッシュ値。この値は、AWS サポートを利用している
ときにダイジェスト ID を参照するためだけのものです。AWSSupport が実際のダイジェスト ID やクエ
リテキストにアクセスすることはできません。

ステートメントクエリテキストへのアクセス
デフォルトでは、の各行は、上位のクエリテーブルには、各クエリステートメントの 500 バイト
のクエリテキストが表示されます。ダイジェストステートメントのサイズが 500 バイトを超える場
合、Performance Insights ダッシュボードでこのステートメントを開くと、テキストの表示量を増やすこ
とができます。この場合、表示されるクエリの最大長は 1 KB です。クエリステートメント全体を表示す
る場合は、のダウンロード。

ステートメントクエリテキストの表示とダウンロード
Performance Insights ダッシュボードでは、クエリテキストを表示またはダウンロードできます。

Performance Insights ダッシュボードにクエリテキストの表示量を増やすには
1.
2.

Amazon DocumentDB コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/docdb/
ナビゲーションペインで、[Performance Insights] を選択します。

3.

DB インスタンスを選択します。この DB インスタンスに Performance Insights ダッシュボードが表示
されます。
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500 バイトを超えるクエリステートメントは、次のイメージのように表示されます。

4.

クエリ情報セクションを調べて、クエリテキストをさらに表示します。

Performance Insights ダッシュボードは、各クエリステートメントごとに最大 1 KB までを表示できます。

Note
クエリステートメントをコピーまたはダウンロードするには、ポップアップブロッカーを無効に
します。

データベースのロードチャートをズームインする
Performance Insights のユーザーインターフェイスの他の機能を使用して、パフォーマンスデータを分析
できます。
クリックアンドドラッグしてズームイン
Performance Insights のインターフェイスでは、負荷グラフの小さな部分を選択して、詳細をズームイン
することができます。

負荷グラフの一部を拡大するには、スタート時間を選択し、目的の期間の最後までドラッグします。これ
を行うと、選択した領域が強調表示されます。マウスを離すと、負荷グラフが選択した領域にズームイン
され、上へアイテムテーブルが再計算されます。
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Performance Insights API によるメトリクスの取得
Performance Insights が有効になっている場合、API はインスタンスのパフォーマンスを可視化します。ア
マゾン CloudWatch ログは、のベンダーモニタリングメトリクスの信頼できるソースを提供します。AWS
のサービス。
Performance Insightsは、平均アクティブ・セッション(AAS)として測定されるデータベース負荷のドメイ
ン固有のビューを提供します。このメトリクスはAPI利用者には2次元時系列データセットのように見えま
す。データの時間ディメンションは、クエリーされた時間範囲内の各時点のDBロード・データを提供しま
す。各時点で、その時点で計測された Query、Wait-state、Application、Host などのリクエストさ
れたディメンションに関する負荷全体が分解されます。
Amazon DocumentDB Performance Insights、Amazon DocumentDB DB インスタンスをモニタリング
し、データベースパフォーマンスの分析とトラブルシューティングを行うことができます。Performance
Insights は、AWS Management Console で表示することができます。また、Performance Insights では独
自のデータをクエリできるように、パブリック API も提供されています。API を使用して、次を実行でき
ます。
• データベースにデータをオフロードする
• Performance Insights データを既存のモニタリングダッシュボードに追加する
• モニタリングツールを構築する
Performance Insights API を使用するには、いずれかの Amazon DocumentDB インスタンスで
Performance Insights を有効にします。Performance Insights の有効化については、「Performance
Insights の有効化と無効化 (p. 450)」を参照してください。Performance Insights API の詳細について
は、「 Performance Insights API リファレンス」を参照してください。
Performance Insights API は、以下のオペレーションを提供します。
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Performance Insights でのアクショ
ン

AWS CLI コマンド

説明

DescribeDimensionKeys

aws pi describe-dimensionkeys

特定の期間に、メトリクスの上位 N
個のディメンションキーを取得しま
す。

GetDimensionKeyDetails

aws pi get-dimension-keydetails

DB インスタンスまたはデータソー
スの指定されたディメンショング
ループの属性を取得します。たと
えば、クエリ ID を指定し、ディ
メンションの詳細が使用可能な場
合、GetDimensionKeyDetails寸
法のフルテキストを取得しま
す。db.query.statementこ
の ID に関連付けられてい
ます。この操作は便利で
す。GetResourceMetricsそし
てDescribeDimensionKeys大規模
なクエリステートメントテキストの
取得はサポートされていません。

GetResourceMetadata

aws pi get-resourcemetadata

さまざまな機能に関するメタデータ
を取得します。例えば、メタデータ
により、特定の DB インスタンスで
何等かの機能が有効化されているか
無効化されているかを、示すことが
できます。

GetResourceMetrics

aws pi get-resource-metrics

期間中、データソースのセットに
Performance Insights のメトリクス
を取得します。特定のディメンショ
ングループおよびディメンションを
提供し、各グループの集約とフィル
タリング条件を提供することができ
ます。

ListAvailableResourceDimensions
aws pi list-availableresource-dimensions

指定したインスタンスで、指定した
メトリクスタイプごとにクエリでき
るディメンションを取得します。

ListAvailableResourceMetrics aws pi list-availableresource-metrics

DB インスタンスを指定しながら、指
定されたメトリクスタイプでクエリ
が可能なメトリクスをすべて取得し
ます。

トピック
• Performance Insights で AWS CLI を使用する (p. 472)
• 時系列メトリクスの取得 (p. 473)
• Performance Insights での AWS CLI の例 (p. 474)

Performance Insights で AWS CLI を使用する
Performance Insights は、AWS CLI を使用して表示することができます。Performance Insights の AWS
CLI コマンドのヘルプを表示するには、コマンドラインで次のように入力します。
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aws pi help

AWS CLI がインストールされていない場合は、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS Command Line
Interface のインストール」でインストールの方法を確認してください。

時系列メトリクスの取得
GetResourceMetrics オペレーションでは、1 つ以上の時系列メトリクスを Performance Insights デー
タから取得します。GetResourceMetrics には、メトリクスおよび期間が必要であり、データポイント
のリストを含むレスポンスが返ります。
例えば、AWS Management Console は、次のイメージのように、[Counter Metrics] (カウンターメトリク
ス) チャートと [Database Load] (データベースロード) チャートの入力に GetResourceMetrics を使用
します。

GetResourceMetrics によって返るメトリクスはすべて、db.load の例外を除き、スタンダードの時系
列メトリクスです。このメトリクスは、[データベースロード] グラフに表示されます。この db.load メト
リクスは、ディメンションと呼ばれるサブコンポーネントに分割できるため、他の時系列メトリクスとは
異なります。前のイメージでは、db.load は分割され、db.load を構成する待機状態によってグループ
化されています。

Note
GetResourceMetrics は、db.sampleload メトリクスを返すこともできますが、通常
db.load メトリクスが適切です。
GetResourceMetrics により返されるカウンターメトリクスに関する情報は、「カウンターメトリクス
のPerformance Insights を使用する (p. 482)」を参照してください。
以下の計算は、メトリクスにサポートされています。
• 平均 - 期間中のメトリクスの平均値。.avg をメトリクス名に追加します。
• 最小 - 期間中のメトリクスの最小値。.min をメトリクス名に追加します。
• 最大 - 期間中のメトリクスの最大値。.max をメトリクス名に追加します。
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• 合計 - 期間中のメトリクス値の合計。.sum をメトリクス名に追加します。
• サンプル数 - 期間中にメトリクスが収集された回数。.sample_count をメトリクス名に追加します。
例えば、メトリクスが 300 秒 (5 分) 収集され、メトリクスが 1 分に 1 回収集されたものと見なします。毎
分の値は、1、2、3、4、5 です。この場合、以下の計算が返されます。
• 平均 - 3
• 最小 - 1
• 最大 - 5
• 合計 - 15
• サンプル数 - 5
の使用方法の詳細については、get-resource-metrics AWS CLIコマンド、「」を参照してくださ
い。get-resource-metrics。
--metric-queries オプションでは、結果を取得する 1 つ以上のクエリを指定します。各クエリは、
必須の Metric と、オプションの GroupBy および Filter パラメータから構成されます。--metricqueries オプションの指定の例を次に示します。
{

"Metric": "string",
"GroupBy": {
"Group": "string",
"Dimensions": ["string", ...],
"Limit": integer
},
"Filter": {"string": "string"
...}

Performance Insights での AWS CLI の例
次の例は、Performance Insights のための AWS CLI の使用方法を示しています。
トピック
• カウンターメトリクスの取得 (p. 474)
• 上位の待機状態に関する DB 平均負荷の取得 (p. 477)
• 上位クエリに関する DB 平均負荷の取得 (p. 479)
• クエリによってフィルタリングされた平均 DB 平均負荷の取得 (p. 481)

カウンターメトリクスの取得
以下のスクリーンショットは、AWS Management Console における 2 つのカウンターメトリクスグラフ
を示します。
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以下の例では、2 つのカウンターメトリクスグラフを生成するために AWS Management Console で使用
するデータと同じデータを生成する方法を示します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws pi get-resource-metrics \
--service-type DOCDB \
--identifier db-ID \
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z \
--period-in-seconds 60 \
--metric-queries '[{"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg" },
{"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}]'

Windows の場合:
aws pi get-resource-metrics ^
--service-type DOCDB ^
--identifier db-ID ^
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z ^
--period-in-seconds 60 ^
--metric-queries '[{"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg" },
{"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}]'

また、コマンドを作成しやすくするために、--metrics-query オプションにファイルを指定します。以
下の例では、このオプション用に query.json と呼ばれるファイルを使用します。ファイルの内容は次のと
おりです。
[

{
},
{

]

}

"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"

ファイルを使用するには、次のコマンドを実行します。
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Linux、macOS、Unix の場合:
aws pi get-resource-metrics \
--service-type DOCDB \
--identifier db-ID \
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z \
--period-in-seconds 60 \
--metric-queries file://query.json

Windows の場合:
aws pi get-resource-metrics ^
--service-type DOCDB ^
--identifier db-ID ^
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z ^
--period-in-seconds 60 ^
--metric-queries file://query.json

前述の例では、各オプションに次の値を指定します。
• --service-type–DOCDBAmazon DocumentDB の場合
• --identifier - DB インスタンスのリソース ID
• --start-time および --end-time - クエリを実行する期間の ISO 8601 DateTime 値 (サポートされ
ている複数の形式)
クエリは 1 時間の範囲で実行されます。
• --period-in-seconds - 60 (1 分ごとのクエリ)
• --metric-queries - 2 つのクエリの配列。それぞれ 1 つのメトリクスに対して使用されます。
メトリクス名ではドットを使用してメトリクスを有用なカテゴリに分類します。最終の要素は関数にな
ります。この例では、関数は、クエリの avg です。Amazon CloudWatch と同様に、サポートされてい
る関数は、min、max、total、および avg です。
レスポンスは次の例のようになります。
{

"AlignedStartTime": "2022-03-13T08:00:00+00:00",
"AlignedEndTime": "2022-03-13T09:00:00+00:00",
"Identifier": "db-NQF3TTMFQ3GTOKIMJODMC3KQQ4",
"MetricList": [
{
"Key": {
"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
},
"DataPoints": [
{
"Timestamp": "2022-03-13T08:01:00+00:00", //Minute1
"Value": 3.6
},
{
"Timestamp": "2022-03-13T08:02:00+00:00", //Minute2
"Value": 2.6
},
//.... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.user.avg metric
{
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"Key": {
"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
},
"DataPoints": [
{
"Timestamp": "2022-03-13T08:01:00+00:00",
"Value": 92.7
},
{
"Timestamp": "2022-03-13T08:02:00+00:00",
"Value": 93.7
},
//.... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.user.avg metric
]

}
] //end of MetricList
} //end of response

レスポンスには、Identifier、AlignedStartTime、AlignedEndTime があります。--period-inseconds 値が 60 の場合、スタート時間および終了時間は、時間 (分) に調整されます。--period-inseconds が 3600 の場合、スタート時間および終了時間は、時間 (時) に調整されます。
レスポンスの MetricList には、多数のエントリを含み、それぞれに Key および DataPoints エント
リがあります。DataPoint にはそれぞれ、Timestamp および Value を含みます。クエリは 1 分ごと
のデータが 1 時間以上実行されるため、Datapoints の各リストには、60 個のデータポイントがありま
す。これには、Timestamp1/Minute1 や Timestamp2/Minute2 から、Timestamp60/Minute60 ま
で含まれます。
クエリは 2 つの異なるカウンターメトリクスを対象としているため、レスポンス MetricList には 2 つ
の要素があります。

上位の待機状態に関する DB 平均負荷の取得
以下の例は、スタックされたエリアチャートを生成するために AWS Management Console で使用される
のと同じクエリです。この例では、db.load.avg上位 7 つの待機状態に応じて負荷を分割した最後の時
間。コマンドは カウンターメトリクスの取得 (p. 474) と同じコマンドです。ただし、query.json ファイ
ルには、次の内容が含まれます。
[

]

{
}

"Metric": "db.load.avg",
"GroupBy": { "Group": "db.wait_state", "Limit": 7 }

次のコマンドを実行します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws pi get-resource-metrics \
--service-type DOCDB \
--identifier db-ID \
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z \
--period-in-seconds 60 \
--metric-queries file://query.json

Windows の場合:
aws pi get-resource-metrics ^
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--service-type DOCDB ^
--identifier db-ID ^
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z ^
--period-in-seconds 60 ^
--metric-queries file://query.json

この例では、のメトリックを指定します。db.load.avgとGroupBy上位 7 つの待機状態のうち。この例
の有効な値の詳細については、Performance Insights の API リファレンスの「DimensionGroup」を参照し
てください。
レスポンスは次の例のようになります。
{

"AlignedStartTime": "2022-04-04T06:00:00+00:00",
"AlignedEndTime": "2022-04-04T06:15:00+00:00",
"Identifier": "db-NQF3TTMFQ3GTOKIMJODMC3KQQ4",
"MetricList": [
{//A list of key/datapoints
"Key": {
//A Metric with no dimensions. This is the total db.load.avg
"Metric": "db.load.avg"
},
"DataPoints": [
//Each list of datapoints has the same timestamps and same number of items
{
"Timestamp": "2022-04-04T06:01:00+00:00",//Minute1
"Value": 0.0
},
{
"Timestamp": "2022-04-04T06:02:00+00:00",//Minute2
"Value": 0.0
},
//... 60 datapoints for the total db.load.avg key
]
},
{
"Key": {
//Another key. This is db.load.avg broken down by CPU
"Metric": "db.load.avg",
"Dimensions": {
"db.wait_state.name": "CPU"
}
},
"DataPoints": [
{
"Timestamp": "2022-04-04T06:01:00+00:00",//Minute1
"Value": 0.0
},
{
"Timestamp": "2022-04-04T06:02:00+00:00",//Minute2
"Value": 0.0
},
//... 60 datapoints for the CPU key
]
},//... In total we have 3 key/datapoints entries, 1) total, 2-3) Top Wait States
] //end of MetricList
} //end of response

このレスポンスでは、3 つのエントリがあります。MetricList。合計に1つのエントリがありま
す。db.load.avgであり、それぞれ3つのエントリdb.load.avg上位 3 つの待機状態のいずれかに従っ
て分割されます。グループ化ディメンションがあったため (最初の例とは異なり)、メトリクスのグループ
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化ごとに 1 つのキーが必要です。基本的なカウンターメトリクスのユースケースのように、メトリクスご
とに 1 つのキーのみ使用することはできません。

上位クエリに関する DB 平均負荷の取得
次のグループの例db.wait_state上位 10 のクエリステートメントによる。クエリステートメントには 2
つの異なるグループがあります。
• db.query— フルクエリステートメント (例:){"find":"customers","filter":
{"FirstName":"Jesse"},"sort":{"key":{"$numberInt":"1"}}}
• db.query_tokenized— トークン分割されたクエリステートメント
(例:){"find":"customers","filter":{"FirstName":"?"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"?"}},"limit":{"$numberInt":"?"}}
データベースのパフォーマンスを分析するときは、パラメータが異なるクエリステートメントを 1 つの論
理項目として検討すると便利です。そのため、クエリを実行する際、db.query_tokenized を使用する
ことができます。ただし、特に興味があるときはexplain()など、パラメータで完全なクエリステートメ
ントを調べた方が便利な場合があります。トークン化クエリとフル・クエリの間には親子関係があり、複
数のフル・クエリ (子) が同じトークン化されたクエリ (親) の下にグループ化されています。
この例のコマンドは、上位の待機状態に関する DB 平均負荷の取得 (p. 477) のコマンドに似ています。
ただし、query.json ファイルには、次の内容が含まれます。
[

]

{
}

"Metric": "db.load.avg",
"GroupBy": { "Group": "db.query_tokenized", "Limit": 10 }

次の例では db.query_tokenized を使用しています。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws pi get-resource-metrics \
--service-type DOCDB \
--identifier db-ID \
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z \
--period-in-seconds 3600 \
--metric-queries file://query.json

Windows の場合:
aws pi get-resource-metrics ^
--service-type DOCDB ^
--identifier db-ID ^
--start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
--end-time
2022-03-13T9:00:00Z ^
--period-in-seconds 3600 ^
--metric-queries file://query.json

この例では、1 分間の間隔 (秒) で 1 時間以上のクエリを実行します。
この例では、のメトリックを指定します。db.load.avgとGroupBy上位 7 つの待機状態のうち。この例
の有効な値の詳細については、Performance Insights の API リファレンスの「DimensionGroup」を参照し
てください。
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レスポンスは次の例のようになります。
{

"AlignedStartTime": "2022-04-04T06:00:00+00:00",
"AlignedEndTime": "2022-04-04T06:15:00+00:00",
"Identifier": "db-NQF3TTMFQ3GTOKIMJODMC3KQQ4",
"MetricList": [
{//A list of key/datapoints
"Key": {
"Metric": "db.load.avg"
},
"DataPoints": [
//... 60 datapoints for the total db.load.avg key
]
},
{
"Key": {//Next key are the top tokenized queries
"Metric": "db.load.avg",
"Dimensions": {
"db.query_tokenized.db_id": "pi-1064184600",
"db.query_tokenized.id": "77DE8364594EXAMPLE",
"db.query_tokenized.statement": "{\"find\":\"customers\",\"filter\":
{\"FirstName\":\"?\"},\"sort\":{\"key\":{\"$numberInt\":\"?\"}},\"limit\"
:{\"$numberInt\":\"?\"},\"$db\":\"myDB\",\"$readPreference\":{\"mode\":\"primary\"}}"
}
},
"DataPoints": [
//... 60 datapoints
]
},
// In total 11 entries, 10 Keys of top tokenized queries, 1 total key
] //End of MetricList
} //End of response

このレスポンスには 11 のエントリがあります。MetricList(合計が 1 つと、トークン分割された上位 10
項目の 10 項目の 1 つと、1 時間あたり 24 のがあります)DataPoints。
トークン分割されたクエリの場合、各ディメンションリストに 3 つのエントリがあります。
• db.query_tokenized.statement— トークン分割されたクエリステートメント。
• db.query_tokenized.db_id — Performance Insights が生成する合成 ID。この例で
は、pi-1064184600 合成 ID が返ります。
• db.query_tokenized.id - Performance Insights 内のクエリの ID。
AWS Management Console で、この ID はサポート ID と呼ばれます。ID は、データベースに関する
問題のトラブルシューティングに役立つ、AWS サポートが調査できるデータであるため、この名前
が付けられています。AWS は、データのセキュリティとプライバシーを非常に真剣に受け止め、ほ
とんどすべてのデータが AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) で暗号化されて保存されます。
そのため、このデータを AWS 内で見ることはできません。前の例では、tokenized.statement と
tokenized.db_id の両方が暗号化されて保存されます。データベースに問題がある場合は、AWS サ
ポートがサポート ID を参照して問題を解決できるようお手伝いします。
クエリを実行する際、Group で GroupBy を指定した方が便利な場合があります。ただし、返る
データを詳細に制御できるように、ディメンションのリストを指定します。例えば、必要なデータが
db.query_tokenized.statement のみの場合は、Dimensions 属性を query.json ファイルに追加する
ことができます。
[

{

"Metric": "db.load.avg",
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}

]

"GroupBy": {
"Group": "db.query_tokenized",
"Dimensions":["db.query_tokenized.statement"],
"Limit": 10
}

クエリによってフィルタリングされた平均 DB 平均負荷の取得
この例に対応する API クエリは、上位クエリに関する DB 平均負荷の取得 (p. 479) のコマンドに似てい
ます。ただし、query.json ファイルには、次の内容が含まれます。
[

{

]

}

"Metric": "db.load.avg",
"GroupBy": { "Group": "db.wait_state", "Limit": 5 },
"Filter": { "db.query_tokenized.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" }

このレスポンスでは、query.json ファイルで指定されているトークン化されたクエリ
AKAKIAIOSFODNN7EXAMPLE AMPLE の割合に応じて、値がフィルタリングされます。キーは、フィル
タなしのクエリとは異なる順序で表示されることもあります。これは、フィルタ処理されたクエリに影響
を与えるのは上位 5 つの待機状態であるためです。

アマゾン CloudWatch Performance Insights サイトの
メトリクス
Performance Insights はメトリクスを自動的に Amazon CloudWatch に発行します。Performance
Insights 同じデータに対してクエリを実行できますが、メトリクスはに CloudWatch 簡単に追加できます
CloudWatch アラーム また、既存の CloudWatch ダッシュボードにメトリクスを追加しやすくなります。
メトリクス

説明

DBLoad

Amazon DocumentDB のアクティブセッション
数。通常、アクティブセッションの平均数に関す
るデータを使用します。Performance Insights で、
このデータは db.load.avg としてクエリされま
す。

DBLoadCPU

待機状態タイプが CPU であるアクティブセッショ
ンの数。Performance Insights では、このデータは
次のようにクエリされます。db.load.avg、待機
状態タイプでフィルタリングされます。CPU。

DBLoadNonCPU

待機状態タイプが CPU でないアクティブセッショ
ンの数。

Note
これらのメトリクスは、 CloudWatch DB インスタンスに負荷がある場合に限ります。
これらのメトリクスは、 CloudWatch コンソール、AWS CLI、または CloudWatch API。
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例えば、DBLoad メトリクスの統計情報は、get-metric-statistics コマンドを実行して取得できます。
aws cloudwatch get-metric-statistics \
--region ap-south-1 \
--namespace AWS/DocDB \
--metric-name DBLoad \
--period 360 \
--statistics Average \
--start-time 2022-03-14T8:00:00Z \
--end-time 2022-03-14T9:00:00Z \
--dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=documentdbinstance

次のコマンドでは、以下のような出力が生成されます。
{

}

"Datapoints": [
{
"Timestamp": "2022-03-14T08:42:00Z",
"Average": 1.0,
"Unit": "None"
},
{
"Timestamp": "2022-03-14T08:24:00Z",
"Average": 2.0,
"Unit": "None"
},
{
"Timestamp": "2022-03-14T08:54:00Z",
"Average": 6.0,
"Unit": "None"
},
{
"Timestamp": "2022-03-14T08:36:00Z",
"Average": 5.7,
"Unit": "None"
},
{
"Timestamp": "2022-03-14T08:06:00Z",
"Average": 4.0,
"Unit": "None"
},
{
"Timestamp": "2022-03-14T08:00:00Z",
"Average": 5.2,
"Unit": "None"
}
],
"Label": "DBLoad"

CloudWatch の詳細については、「」を参照してください。Amazon CloudWatch とはのアマゾン
CloudWatch ユーザーガイド。

カウンターメトリクスのPerformance Insights を使用
する
カウンターメトリクスは、Performance Insights ダッシュボードのオペレーティングシステムメトリクス
のことです。カウンターメトリクスを DB ロードと関連付けることで、パフォーマンスの問題を特定して
分析できます。
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Performance Insights オペレーティングシステムのカウンター
DocumentDB Performance Insights、以下のオペレーティングシステムカウンターを利用できます。
Counter

タイプ

メトリクス

active

メモリ

os.memory.active

buffers

メモリ

os.memory.buffers

キャッシュ済み

メモリ

os.memory.cached

dirty

メモリ

os.memory.dirty

free

メモリ

os.memory.free

無効

メモリ

os.memory.inactive

mapped

メモリ

os.memory.mapped

pageTables

メモリ

os.memory.pageTables

slab

メモリ

os.memory.slab

total

メモリ

os.memory.total

writeback

メモリ

os.memory.writeback

idle

cpuUtilization

os.cpuUtilization.idle

system

cpuUtilization

os.cpuUtilization.system

total

cpuUtilization

os.cpuUtilization.total

ユーザー

cpuUtilization

os.cpuUtilization.user

によって

cpuUtilization

os.cpuUtilization.wait

one

loadAverageMinute

os.loadAverageMinute.one

fifteen

loadAverageMinute

os.loadAverageMinute.fifteen

5

loadAverageMinute

os.loadAverageMinute.five

キャッシュ済み

スワップ

os.swap.cached

free

スワップ

os.swap.free

が

スワップ

os.swap.in

out

スワップ

os.swap.out

total

スワップ

os.swap.total

rx

ネットワーク

os.network.rx

tx

ネットワーク

os.network.tx

numVCPUs

全般

os.general.numVCPUs
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Amazon DocumentDB を使用した開
発
これらのセクションでは、Amazon DocumentDB を使用した開発 (MongoDB 互換) について説明します。
トピック
• Amazon DocumentDB にプログラムによる接続 (p. 484)
• Amazon DocumentDB での変更ストリームの使用 (p. 501)
• レプリカセットとしてAmazon DocumentDB に接続する (p. 511)
• Amazon VPC の外部から Amazon DocumentDB クラスターへの接続 (p. 514)
• ロボ 3T から Amazon DocumentDB クラスターに接続する (p. 515)
• スタジオ 3T から Amazon DocumentDB クラスターに接続する (p. 518)
• Amazon EC2 を使用したConnect (p. 524)
• Amazon DocumentDB JDBC ドライバーを使用してConnect (p. 539)

Amazon DocumentDB にプログラムによる接続
このセクションでは、複数の言語を使用して Amazon DocumentDB (MongoDB 互換）に接続する方法を
示すコード例を紹介します。コード例は、Transport Layer Security (TLS) が有効または無効になってい
るクラスターに接続しているかどうかに基づいて、2 つのセクションに分かれています。TLS は、新しい
Amazon DocumentDB クラスターに対してデフォルトで有効になっています。ただし、必要に応じて TLS
を無効にすることができます。詳細については、「転送中のデータの暗号化 (p. 149)」を参照してくださ
い。
クラスターが存在する VPC の外部から Amazon DocumentDB に接続しようとしている場合は、
「Amazon VPC の外部から Amazon DocumentDB クラスターへの接続 (p. 514)」を参照してください。
クラスターに接続する前に、TLS がクラスターで有効になっているかどうかを把握しておく必要がありま
す。次のセクションでは、tls または AWS Management Console を使用してクラスターの AWS CLI パ
ラメータの値を確認する方法について説明します。続いて、適切なコード例を見つけて適用する操作につ
いて説明します。
トピック
• tls パラメータの値の確認 (p. 484)
• TLS が有効な場合の接続 (p. 486)
• TLS が無効な場合の接続 (p. 495)

tls パラメータの値の確認
クラスターで TLS が有効になっているかどうかは、AWS Management Console または AWS CLI を使用
して実行できる 2 段階のプロセスで確認します。
1.

クラスターを管理しているパラメータグループを確認します。

AWS Management Consoleの使用
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon DocumentDB コンソールを次の場所で開
きます。https://console.aws.amazon.com/docdb。
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2.

左のナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

クラスターのリストで、クラスターの名前を選択します。

4.

結果のページには、選択したクラスターの詳細が表示されます。[Cluster details (クラスターの詳
細)] まで下にスクロールします。そのセクションの下部で、[Cluster parameter group (クラスター
パラメータグループ)] の下にパラメータグループの名前を見つけます。

AWS CLIの使用
次の AWS CLI コードでは、クラスターを管理しているパラメータを確認します。sample-cluster
は、必ずクラスターの名前に置き換えてください。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DBClusterParameterGroup]'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

]

2.

[

"sample-cluster",
"sample-parameter-group"

]

クラスターの tls パラメータグループで パラメータの値を確認します。

AWS Management Consoleの使用
1.

ナビゲーションペインで、[Parameter groups] (パラメータグループ) を選択します。

2.

[クラスターパラメータグループ] ウィンドウで、クラスターパラメータグループを選択します。

3.

結果ページに、クラスターパラメータグループのパラメータが表示されます。ここで tls パラ
メータの値を確認できます。このパラメータの変更については、「Amazon DocumentDB クラス
ターパラメータグループの変更 (p. 373)」を参照してください。

AWS CLIの使用
describe-db-cluster-parameters AWS CLI コマンドを使用して、クラスターパラメータグ
ループのパラメータの詳細を表示できます。
• --describe-db-cluster-parameters — パラメータグループ内のすべてのパラメータとその
詳細の一覧を表示するには。
• --db-cluster-parameter-group name — 必須。クラスターパラメータグループの名前。

aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"Parameters": [
{
"ParameterName": "profiler_threshold_ms",
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"ParameterValue": "100",
"Description": "Operations longer than profiler_threshold_ms will be

logged",

},
{

}

]

}

"Source": "system",
"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "integer",
"AllowedValues": "50-2147483646",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
"ParameterName": "tls",
"ParameterValue": "disabled",
"Description": "Config to enable/disable TLS",
"Source": "user",
"ApplyType": "static",
"DataType": "string",
"AllowedValues": "disabled,enabled",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"

tls パラメータの値を確認したら、続いて以下のセクションのコード例のうち 1 つを使用してクラスター
に接続します。
• TLS が有効な場合の接続 (p. 486)
• TLS が無効な場合の接続 (p. 495)

TLS が有効な場合の接続
TLS が有効化されている Amazon DocumentDB クラスターにプログラムで接続するためのコード例を表示
するには、使用する言語に該当するタブを選択してください。
転送中のデータを暗号化するには、以下のオペレーションを使用して、rds-combined-ca-bundle.pem
という Amazon DocumentDB のパブリックキーをダウンロードします。
wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem

Python
次のコードは、TLS が有効になっているときに Python を使用して Amazon DocumentDB に接続する
方法を示しています。
import pymongo
import sys
##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set and
specify the read preference as secondary preferred
client = pymongo.MongoClient('mongodb://<sample-user>:<password>@samplecluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?tls=true&tlsCAFile=rds-combined-cabundle.pem&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false')
##Specify the database to be used
db = client.sample_database
##Specify the collection to be used
col = db.sample_collection
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##Insert a single document
col.insert_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})
##Find the document that was previously written
x = col.find_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})
##Print the result to the screen
print(x)
##Close the connection
client.close()

Node.js
次のコードは、TLS が有効になっているときに Python を使用して Amazon DocumentDB に接続する
方法を示しています。
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient
//Create a MongoDB client, open a connection to DocDB; as a replica set,
// and specify the read preference as secondary preferred
var client = MongoClient.connect(
'mongodb://<sample-user>:<password>@sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/sample-database?
tls=true&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false',
{
tlsCAFile: `rds-combined-ca-bundle.pem` //Specify the DocDB; cert
},
function(err, client) {
if(err)
throw err;
//Specify the database to be used
db = client.db('sample-database');
//Specify the collection to be used
col = db.collection('sample-collection');
//Insert a single document
col.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
//Find the document that was previously written
col.findOne({'hello':'DocDB;'}, function(err, result){
//Print the result to the screen
console.log(result);
//Close the connection
client.close()
});
});
});

PHP
次のコードは、TLS が有効になっているときに Python を使用して Amazon DocumentDB に接続する
方法を示しています。
<?php
//Include Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';
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$TLS_DIR = "/home/ubuntu/rds-combined-ca-bundle.pem";
//Create a MongoDB client and open connection to Amazon DocumentDB
$client = new MongoDB\Client("mongodb://<sample-user>:<password>@samplecluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?retryWrites=false", ["tls" => "true",
"tlsCAFile" => $TLS_DIR ]);
//Specify the database and collection to be used
$col = $client->sampledatabase->samplecollection;
//Insert a single document
$result = $col->insertOne( [ 'hello' => 'Amazon DocumentDB'] );
//Find the document that was previously written
$result = $col->findOne(array('hello' => 'Amazon DocumentDB'));
//Print the result to the screen
print_r($result);
?>

Go
次のコードは、TLS が有効になっているときに Go を使用して Amazon DocumentDB に接続する方法
を示しています。

Note
バージョン 1.2.1 現在、MongoDB Go ドライバーは sslcertificateauthorityfile に
ある最初の CA サーバー証明書のみを使用します。次のコード例では、この制限に対処する
ために、sslcertificateauthorityfile にあるすべてのサーバー証明書を、クライアン
トの作成時に使用されるカスタム TLS 設定に手動で追加しています。
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"time"
"go.mongodb.org/mongo-driver/bson"
"go.mongodb.org/mongo-driver/mongo"
"go.mongodb.org/mongo-driver/mongo/options"
"io/ioutil"
"crypto/tls"
"crypto/x509"
"errors"

)

const (
// Path to the AWS CA file
caFilePath = "rds-combined-ca-bundle.pem"
// Timeout operations after N seconds
connectTimeout = 5
queryTimeout
= 30
username
= "<sample-user>"
password
= "<password>"
clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017"
// Which instances to read from
readPreference = "secondaryPreferred"
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connectionStringTemplate = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
tls=true&replicaSet=rs0&readpreference=%s"
)
func main() {
connectionURI := fmt.Sprintf(connectionStringTemplate, username, password,
clusterEndpoint, readPreference)
tlsConfig, err := getCustomTLSConfig(caFilePath)
if err != nil {
log.Fatalf("Failed getting TLS configuration: %v", err)
}
client, err :=
mongo.NewClient(options.Client().ApplyURI(connectionURI).SetTLSConfig(tlsConfig))
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to create client: %v", err)
}
ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), connectTimeout*time.Second)
defer cancel()
err = client.Connect(ctx)
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to connect to cluster: %v", err)
}
// Force a connection to verify our connection string
err = client.Ping(ctx, nil)
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to ping cluster: %v", err)
}
fmt.Println("Connected to DocumentDB!")
collection := client.Database("sample-database").Collection("sample-collection")
ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()
res, err := collection.InsertOne(ctx, bson.M{"name": "pi", "value": 3.14159})
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to insert document: %v", err)
}
id := res.InsertedID
log.Printf("Inserted document ID: %s", id)
ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()
cur, err := collection.Find(ctx, bson.D{})
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to run find query: %v", err)
}
defer cur.Close(ctx)
for cur.Next(ctx) {
var result bson.M
err := cur.Decode(&result)
log.Printf("Returned: %v", result)
if err != nil {
log.Fatal(err)
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}
}
if err := cur.Err(); err != nil {
log.Fatal(err)
}
}
func getCustomTLSConfig(caFile string) (*tls.Config, error) {
tlsConfig := new(tls.Config)
certs, err := ioutil.ReadFile(caFile)
if err != nil {
return tlsConfig, err
}
tlsConfig.RootCAs = x509.NewCertPool()
ok := tlsConfig.RootCAs.AppendCertsFromPEM(certs)
if !ok {
return tlsConfig, errors.New("Failed parsing pem file")
}
return tlsConfig, nil

}

Java
Java アプリケーションから TLS が有効な Amazon DocumentDB クラスターに接続する場合、プログ
ラムは AWS 提供の認証機関 (CA) ファイルを使用して接続を検証する必要があります。Amazon RDS
CA 証明書を使用するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.

Amazon RDS CA ファイルを https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-cabundle.pem ダウンロード。
次のコマンドを実行し、ファイルに含まれている CA 認定を使用して信頼ストアを作成しま
す。<truststorePassword> は必ず変更してください。古い CA 認定 (rds-ca-2015root.pem) と新しい CA 認定 (rds-ca-2019-root.pem) の両方を含む信頼ストアにアクセスす
る場合は、認定バンドルを信頼ストアにインポートできます。
Linux オペレーティングシステムで、証明書バンドルを信頼ストアにインポートするサンプル
シェルスクリプトを次に示します。
mydir=/tmp/certs
truststore=${mydir}/rds-truststore.jks
storepassword=<truststorePassword>
curl -sS "https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem" >
${mydir}/rds-combined-ca-bundle.pem
awk 'split_after == 1 {n++;split_after=0} /-----END CERTIFICATE-----/
{split_after=1}{print > "rds-ca-" n ".pem"}' < ${mydir}/rds-combined-ca-bundle.pem
for CERT in rds-ca-*; do
alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne 'next unless /Subject:/;
s/.*(CN=|CN = )//; print')
echo "Importing $alias"
keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} keystore ${truststore} -noprompt
rm $CERT
done
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rm ${mydir}/rds-combined-ca-bundle.pem
echo "Trust store content is: "
keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep Alias |
cut -d " " -f3- | while read alias
do
expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print "$1\n"; }'`
echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done

macOS で証明書バンドルを信頼ストアにインポートするサンプルシェルスクリプトを次に示しま
す。
mydir=/tmp/certs
truststore=${mydir}/rds-truststore.jks
storepassword=<truststorePassword>
curl -sS "https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem" >
${mydir}/rds-combined-ca-bundle.pem
split -p "-----BEGIN CERTIFICATE-----" ${mydir}/rds-combined-ca-bundle.pem rds-cafor CERT in rds-ca-*; do
alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne 'next unless /Subject:/;
s/.*(CN=|CN = )//; print')
echo "Importing $alias"
keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} keystore ${truststore} -noprompt
rm $CERT
done
rm ${mydir}/rds-combined-ca-bundle.pem
echo "Trust store content is: "
keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep Alias |
cut -d " " -f3- | while read alias
do
expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print "$1\n"; }'`
echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done

3.

Amazon DocumentDB クラスターに接続する前に、プログラムで keystore を使用するために、
アプリケーションで次のシステムプロパティを設定します。
javax.net.ssl.trustStore: <truststore>
javax.net.ssl.trustStorePassword: <truststorePassword>

4.

次のコードは、TLS が有効になっているときに Java を使用して Amazon DocumentDB に接続す
る方法を示しています。

package com.example.documentdb;
import com.mongodb.client.*;
import org.bson.Document;
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public final class Test {
private Test() {
}
public static void main(String[] args) {
String template = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
ssl=true&replicaSet=rs0&readpreference=%s";
String username = "<sample-user>";
String password = "<password>";
String clusterEndpoint = "sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017";
String readPreference = "secondaryPreferred";
String connectionString = String.format(template, username, password,
clusterEndpoint, readPreference);
String truststore = "<truststore>";
String truststorePassword = "<truststorePassword>";
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", truststore);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", truststorePassword);
MongoClient mongoClient = MongoClients.create(connectionString);
MongoDatabase testDB = mongoClient.getDatabase("sample-database");
MongoCollection<Document> numbersCollection = testDB.getCollection("samplecollection");
Document doc = new Document("name", "pi").append("value", 3.14159);
numbersCollection.insertOne(doc);
MongoCursor<Document> cursor = numbersCollection.find().iterator();
try {
while (cursor.hasNext()) {
System.out.println(cursor.next().toJson());
}
} finally {
cursor.close();
}
}

}

C# / .NET
次のコードは、TLS が有効になっているときに C# / .NET を使用して Amazon DocumentDB に接続す
る方法を示しています。

using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Text;
System.Linq;
System.Collections.Generic;
System.Security.Cryptography;
System.Security.Cryptography.X509Certificates;
System.Net.Security;
MongoDB.Driver;
MongoDB.Bson;

namespace DocDB
{
class Program
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{

static void Main(string[] args)
{
string template = "mongodb://{0}:{1}@{2}/sampledatabase?
tls=true&replicaSet=rs0&readpreference={3}";
string username = "<sample-user>";
string password = "<password>";
string readPreference = "secondaryPreferred";
string clusterEndpoint="sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017";
string connectionString = String.Format(template, username, password,
clusterEndpoint, readPreference);
string pathToCAFile = "<PATH/rds-combined-ca-bundle.p7b_file>";
// ADD CA certificate to local trust store
// DO this once - Maybe when your service starts
X509Store localTrustStore = new X509Store(StoreName.Root);
X509Certificate2Collection certificateCollection = new
X509Certificate2Collection();
certificateCollection.Import(pathToCAFile);
try
{
localTrustStore.Open(OpenFlags.ReadWrite);
localTrustStore.AddRange(certificateCollection);
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Root certificate import failed: " + ex.Message);
throw;
}
finally
{
localTrustStore.Close();
}
var settings = MongoClientSettings.FromUrl(new MongoUrl(connectionString));
var client = new MongoClient(settings);

}

}

}

var database = client.GetDatabase("sampledatabase");
var collection = database.GetCollection<BsonDocument>("samplecollection");
var docToInsert = new BsonDocument { { "pi", 3.14159 } };
collection.InsertOne(docToInsert);

mongo shell
次のコードは、TLS が有効化されている場合に mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB に接
続してクエリする方法を示しています。
1.

mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB に接続。4.2 より前のバージョンの Mongo シェ
ルを使用している場合は、次のコードを使用して接続します。
mongo --ssl --host sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 -sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem --username <sample-user> --password <password>

4.2 かまた以降のバージョンを使用している場合は、次のコードを使用して接続します。再試
行可能な書き込みは AWS DocumentDB ではサポートされていません。Exception: mongo shell
を使用している場合は、retryWrites=falseどのコード文字列にもコマンドを含めないで
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ください。デフォルトでは、再試行可能な書き込みは無効になっています。インクルードする
と、retryWrites=false通常の読み取りコマンドが失敗する可能性があります。
mongo --tls --host sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 -tlsCAFile rds-combined-ca-bundle.pem --username <sample-user> --password <password>

2.

単一のドキュメントを挿入します。
db.myTestCollection.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'})

3.

以前に挿入されたドキュメントを検索します。
db.myTestCollection.find({'hello':'Amazon DocumentDB'})

R
次のコードは、TLS が有効になっているときに mongolite (https://jeroen.github.io/mongolite/) を使用
して Amazon DocumentDB に接続する方法を示しています。
#Include the mongolite library.
library(mongolite)
mongourl <- paste("mongodb://<sample-user>:<password>@sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/test2?ssl=true&",
"readPreference=secondaryPreferred&replicaSet=rs0", sep="")
#Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica
#
set and specify the read preference as secondary preferred
client <- mongo(url = mongourl, options = ssl_options(weak_cert_validation = F, ca
="<PATH/rds-combined-ca-bundle.pem>"))
#Insert a single document
str <- c('{"hello" : "Amazon DocumentDB"}')
client$insert(str)
#Find the document that was previously written
client$find()

Ruby
次のコードは、TLS が有効になっているときに Ruby を使用して Amazon DocumentDB に接続する方
法を示しています。
require 'mongo'
require 'neatjson'
require 'json'
client_host = 'mongodb://sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017'
client_options = {
database: 'test',
replica_set: 'rs0',
read: {:secondary_preferred => 1},
user: '<sample-user>',
password: '<password>',
ssl: true,
ssl_verify: true,
ssl_ca_cert: <'PATH/rds-combined-ca-bundle.pem'>,
retry_writes: false
}
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begin
##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
##
replica set and specify the read preference as secondary preferred
client = Mongo::Client.new(client_host, client_options)
##Insert a single document
x = client[:test].insert_one({"hello":"Amazon DocumentDB"})
##Find the document that was previously written
result = client[:test].find()
#Print the document
result.each do |document|
puts JSON.neat_generate(document)
end
end
#Close the connection
client.close

TLS が無効な場合の接続
TLS が無効化されている Amazon DocumentDB クラスターにプログラムで接続するためのコード例を表示
するには、使用する言語のタブを選択してください。
Python
次のコードは、TLS が無効になっているときに Python を使用して Amazon DocumentDB に接続する
方法を示しています。
## Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set and
specify the read preference as secondary preferred
import pymongo
import sys
client = pymongo.MongoClient('mongodb://<sample-user>:<password>@samplecluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false')
##Specify the database to be used
db = client.sample_database
##Specify the collection to be used
col = db.sample_collection
##Insert a single document
col.insert_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})
##Find the document that was previously written
x = col.find_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})
##Print the result to the screen
print(x)
##Close the connection
client.close()
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Node.js
次のコードは、TLS が無効になっているときに Node.js を使用して Amazon DocumentDB に接続する
方法を示しています。
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
//Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set,
// and specify the read preference as secondary preferred
var client = MongoClient.connect(
'mongodb://<sample-user>:<password>@sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/sample-database?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false',
{
useNewUrlParser: true
},
function(err, client) {
if(err)
throw err;
//Specify the database to be used
db = client.db('sample-database');
//Specify the collection to be used
col = db.collection('sample-collection');
//Insert a single document
col.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
//Find the document that was previously written
col.findOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
//Print the result to the screen
console.log(result);
//Close the connection
client.close()
});
});
});

PHP
次のコードは、TLS が無効になっているときに PHP を使用して Amazon DocumentDB に接続する方
法を示しています。
<?php
//Include Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';
//Create a MongoDB client and open connection to Amazon DocumentDB
$client = new MongoDB\Client("mongodb://<sample-user>:<password>@samplecluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?retryWrites=false");
//Specify the database and collection to be used
$col = $client->sampledatabase->samplecollection;
//Insert a single document
$result = $col->insertOne( [ 'hello' => 'Amazon DocumentDB'] );
//Find the document that was previously written
$result = $col->findOne(array('hello' => 'Amazon DocumentDB'));
//Print the result to the screen
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print_r($result);
?>

Go
次のコードは、TLS が無効になっているときに Go を使用して Amazon DocumentDB に接続する方法
を示しています。
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"time"
"go.mongodb.org/mongo-driver/bson"
"go.mongodb.org/mongo-driver/mongo"
"go.mongodb.org/mongo-driver/mongo/options"

)

const (
// Timeout operations after N seconds
connectTimeout = 5
queryTimeout
= 30
username
= "<sample-user>"
password
= "<password>"
clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017"
// Which instances to read from
readPreference
= "secondaryPreferred"
connectionStringTemplate = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
replicaSet=rs0&readpreference=%s"
)
func main() {
connectionURI := fmt.Sprintf(connectionStringTemplate, username, password,
clusterEndpoint, readPreference)
client, err := mongo.NewClient(options.Client().ApplyURI(connectionURI))
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to create client: %v", err)
}
ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), connectTimeout*time.Second)
defer cancel()
err = client.Connect(ctx)
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to connect to cluster: %v", err)
}
// Force a connection to verify our connection string
err = client.Ping(ctx, nil)
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to ping cluster: %v", err)
}
fmt.Println("Connected to DocumentDB!")
collection := client.Database("sample-database").Collection("sample-collection")
ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
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defer cancel()
res, err := collection.InsertOne(ctx, bson.M{"name": "pi", "value": 3.14159})
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to insert document: %v", err)
}
id := res.InsertedID
log.Printf("Inserted document ID: %s", id)
ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()
cur, err := collection.Find(ctx, bson.D{})
if err != nil {
log.Fatalf("Failed to run find query: %v", err)
}
defer cur.Close(ctx)
for cur.Next(ctx) {
var result bson.M
err := cur.Decode(&result)
log.Printf("Returned: %v", result)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
}
if err := cur.Err(); err != nil {
log.Fatal(err)
}
}

Java
次のコードは、TLS が無効になっているときに Java を使用して Amazon DocumentDB に接続する方
法を示しています。
package com.example.documentdb;
import
import
import
import
import
import
import
import

com.mongodb.MongoClient;
com.mongodb.MongoClientURI;
com.mongodb.ServerAddress;
com.mongodb.MongoException;
com.mongodb.client.MongoCursor;
com.mongodb.client.MongoDatabase;
com.mongodb.client.MongoCollection;
org.bson.Document;

public final class Main {
private Main() {
}
public static void main(String[] args) {
String template = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
replicaSet=rs0&readpreference=%s";
String username = "<sample-user>";
String password = "<password>";
String clusterEndpoint = "sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017";
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String readPreference = "secondaryPreferred";
String connectionString = String.format(template, username, password,
clusterEndpoint, readPreference);
MongoClientURI clientURI = new MongoClientURI(connectionString);
MongoClient mongoClient = new MongoClient(clientURI);
MongoDatabase testDB = mongoClient.getDatabase("sample-database");
MongoCollection<Document> numbersCollection = testDB.getCollection("samplecollection");
Document doc = new Document("name", "pi").append("value", 3.14159);
numbersCollection.insertOne(doc);
MongoCursor<Document> cursor = numbersCollection.find().iterator();
try {
while (cursor.hasNext()) {
System.out.println(cursor.next().toJson());
}
} finally {
cursor.close();
}
}

}

C# / .NET
次のコードは、TLS が無効になっているときに C# / .NET を使用して Amazon DocumentDB に接続す
る方法を示しています。
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Text;
System.Linq;
System.Collections.Generic;
System.Security.Cryptography;
System.Security.Cryptography.X509Certificates;
System.Net.Security;
MongoDB.Driver;
MongoDB.Bson;

namespace CSharpSample
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string template = "mongodb://{0}:{1}@{2}/sampledatabase?
replicaSet=rs0&readpreference={3}";
string username = "<sample-user>";
string password = "<password>";
string clusterEndpoint = "sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017";
string readPreference = "secondaryPreferred";
string connectionString = String.Format(template, username, password,
clusterEndpoint, readPreference);
var settings = MongoClientSettings.FromUrl(new MongoUrl(connectionString));
var client = new MongoClient(settings);
var database = client.GetDatabase("sampledatabase");
var collection = database.GetCollection<BsonDocument>("samplecollection");
var docToInsert = new BsonDocument { { "pi", 3.14159 } };
collection.InsertOne(docToInsert);
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}

}

}

mongo shell
次のコードは、TLS が無効化されている場合に mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB に接
続してクエリする方法を示しています。
1.

mongo シェルを使用して Amazon DocumentDB に接続。
mongo --host mycluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 --username <sampleuser> --password <password>

2.

単一のドキュメントを挿入します。
db.myTestCollection.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'})

3.

以前に挿入されたドキュメントを検索します。
db.myTestCollection.find({'hello':'Amazon DocumentDB'})

R
次のコードは、TLS が無効になっているときに mongolite (https://jeroen.github.io/mongolite/) を使用
して Amazon DocumentDB に接続する方法を示しています。
#Include the mongolite library.
library(mongolite)
#Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica
#
set and specify the read preference as secondary preferred
client <- mongo(url = "mongodb://<sample-user>:<password>@samplecluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/sample-database?
readPreference=secondaryPreferred&replicaSet=rs0")
##Insert a single document
str <- c('{"hello" : "Amazon DocumentDB"}')
client$insert(str)
##Find the document that was previously written
client$find()

Ruby
次のコードは、TLS が無効になっているときに Ruby を使用して Amazon DocumentDB に接続する方
法を示しています。
require 'mongo'
require 'neatjson'
require 'json'
client_host = 'mongodb://sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017'
client_options = {
database: 'test',
replica_set: 'rs0',
read: {:secondary_preferred => 1},
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}

user: '<sample-user>',
password: '<password>',
retry_writes: false

begin
##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
##
replica set and specify the read preference as secondary preferred
client = Mongo::Client.new(client_host, client_options)
##Insert a single document
x = client[:test].insert_one({"hello":"Amazon DocumentDB"})
##Find the document that was previously written
result = client[:test].find()
#Print the document
result.each do |document|
puts JSON.neat_generate(document)
end
end
#Close the connection
client.close

Amazon DocumentDB での変更ストリームの使用
Amazon DocumentDB の変更ストリーム機能 (MongoDB の互換性あり) は、クラスターのコレクション内
で発生する変更イベントの時系列シーケンスを提供します。変更ストリームからイベントを読み取って、
次のようなさまざまなユースケースを実装できます。
• 変更通知
• Amazon でのフルテキスト検索OpenSearchサービスサービス (OpenSearchサービス)
• Amazon Redshift を使用したアナリティクス
アプリケーションは変更ストリームを使用して、個々のコレクションでデータ変更をサブ
スクライブすることができます。変更ストリームイベントは、クラスターで発生する際に
順序付けされ、イベントが記録されてから 3 時間 (デフォルト) 保存されます。保存期間
は、change_stream_log_retention_durationパラメータ。変更ストリームの保持期間を変更するに
は、次を参照してください。変更ストリームログの保持期間の変更。
トピック
• サポートされているオペレーション (p. 502)
• 請求 (p. 502)
• 制約事項 (p. 502)
• 変更ストリームの有効化 (p. 502)
• 例: Python での変更ストリームの使用 (p. 504)
• 完全ドキュメント参照 (p. 506)
• 変更ストリームの再開 (p. 506)
• での変更ストリームの再開startAtOperationTime (p. 507)
• 変更ストリーム内のトランザクション (p. 508)
• 変更ストリームログの保持期間の変更 (p. 509)
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サポートされているオペレーション
Amazon DocumentDB では、変更ストリームに対して次の操作がサポートされています。
• すべての変更イベントは、MongoDB でサポートされていま
すdb.collection.watch(),db.watch()そしてclient.watch()アピ。
• 更新のための完全ドキュメント参照。
• 集約ステージ:$match,$project,$redact, および$addFieldsそして$replaceRoot。
• 再開トークンからの変更ストリームの再開
• を使用して、タイムスタンプから変更ストリームを再開します。startAtOperation(Amazon
DocumentDB v4.0+ に適用)

請求
Amazon DocumentDB の変更ストリーム機能はデフォルトで無効になっており、この機能が有効化される
まで追加料金は発生しません。クラスターで変更ストリームを使用すると、iOS およびストレージの追加
料金が発生します。♪modifyChangeStreamsクラスターでこの機能を有効にする API オペレーション。
料金の詳細については、「」Amazon DocumentDB の料金。

制約事項
Amazon DocumentDB の変更ストリームには、Amazon DocumentDB で以下の制限があります。
• 変更ストリームは、Amazon DocumentDB クラスターのプライマリインスタンスへの接続からのみ開く
ことができます。レプリカインスタンス上の変更ストリームからの読み取りは、現在サポートされてい
ません。watch() API オペレーションを呼び出すときは、すべての読み取りがプライマリインスタン
スに送信されるようにする primary の読み取り設定を指定する必要があります (「例 (p. 504)」セク
ションを参照)。
• コレクションの変更ストリームに書き込まれるイベントは、最大 7 日間使用できます (デフォルトは 3
時間) 使用できます。変更ストリームのデータは、新しい変更が行われていない場合でも、ログの保持
期間が終了すると削除されます。
• updateMany や deleteMany のようなコレクションで長時間実行されている書き込みオペレーション
は、長時間実行されている書き込みオペレーションが完了するまで、変更ストリームイベントの書き込
みを一時的に停止する可能性があります。
• Amazon DocumentDB は MongoDB オペレーションログ (oplog).
• Amazon DocumentDB では、特定のコレクションで変更ストリームを明示的に有効にする必要がありま
す。
• 変更ストリームイベントの合計サイズ (要求された場合、変更データとドキュメント全体を含む) が 16
MB より大きい場合、変更ストリームでの読み取りエラーがクライアントで発生します。
• Ruby ドライバは、現在、使用時にはサポートされていませんdb.watch()そし
てclient.watch()Amazon DocumentDB v3.6とのこと。

変更ストリームの有効化
Amazon DocumentDB の変更ストリームは、特定のデータベース内のすべてのコレクションに対して有効
にすることも、選択したコレクションに対してのみ有効にすることもできます。以下は、mongo シェルを
使用してさまざまなユースケースの変更ストリームを有効にする方法の例です。データベース名とコレク
ション名を指定する場合、空の文字列はワイルドカードとして扱われます。
//Enable change streams for the collection "foo" in database "bar"
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
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database: "bar",
collection: "foo",
enable: true});

//Disable change streams on collection "foo" in database "bar"
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
database: "bar",
collection: "foo",
enable: false});

//Enable change streams for all collections in database "bar"
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
database: "bar",
collection: "",
enable: true});

//Enable change streams for all collections in all databases in a cluster
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
database: "",
collection: "",
enable: true});

次のいずれかに該当する場合、変更ストリームはコレクションに対して有効になります。
• データベースとコレクションの両方が明示的に有効になっている。
• コレクションを含むデータベースが有効になっている。
• すべてのデータベースが有効になっている。
親データベースでも変更ストリームが有効になっている場合、またはクラスター内のすべてのデータベー
スが有効になっている場合は、データベースからコレクションを削除しても、そのコレクションの変更ス
トリームは無効になりません。削除されたコレクションと同じ名前で新しいコレクションが作成された場
合、そのコレクションに対して変更ストリームが有効になります。
$listChangeStreams 集約パイプラインステージを使用すると、クラスターで有効なすべての変更スト
リームを一覧表示できます。Amazon DocumentDB でサポートされているすべての集約ステージは、パイ
プラインで追加の処理に使用できます。以前に有効にしたコレクションが無効になっている場合、そのコ
レクションは $listChangeStreams 出力に表示されません。
//List all databases and collections with change streams enabled
cursor = new DBCommandCursor(db,
db.runCommand(
{aggregate: 1,
pipeline: [{$listChangeStreams: 1}],
cursor:{}}));

//List of all databases and collections with change streams enabled
{ "database" : "test", "collection" : "foo" }
{ "database" : "bar", "collection" : "" }
{ "database" : "", "collection" : "" }

//Determine if the database “bar” or collection “bar.foo” have change streams enabled
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cursor = new DBCommandCursor(db,
db.runCommand(
{aggregate: 1,
pipeline: [{$listChangeStreams: 1},
{$match: {$or: [{database: "bar", collection: "foo"},
{database: "bar", collection: ""},
{database: "", collection: ""}]}}
],
cursor:{}}));

例: Python での変更ストリームの使用
Python でコレクションレベルで Amazon DocumentDB の変更ストリームを使用する例を次に示します。
import os
import sys
from pymongo import MongoClient, ReadPreference
username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, ssl='true',
ssl_ca_certs='rds-combined-ca-bundle.pem')
db = client['bar']
#While ‘Primary’ is the default read preference, here we give an example of
#how to specify the required read preference when reading the change streams
coll = db.get_collection('foo', read_preference=ReadPreference.PRIMARY)
#Create a stream object
stream = coll.watch()
#Write a new document to the collection to generate a change event
coll.insert_one({'x': 1})
#Read the next change event from the stream (if any)
print(stream.try_next())
"""
Expected Output:
{'_id': {'_data': '015daf94f600000002010000000200009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571788022, 2),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6'), 'x': 1},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'insert'}
"""
#A subsequent attempt to read the next change event returns nothing, as there are no new
changes
print(stream.try_next())
"""
Expected Output:
None
"""
#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 1}, {'$set': {'x': 2}})
print(stream.try_next())
"""
Expected Output:
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{'_id': {'_data': '015daf99d400000001010000000100009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571789268, 1),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf9502ea258751778163d7')},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'update',
'updateDescription': {'removedFields': [], 'updatedFields': {'x': 2}}}
"""

Python で Amazon DocumentDB の変更ストリームをデータベースレベルで使用する例を次に示します。
import os
import sys
from pymongo import MongoClient
username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, ssl='true',
ssl_ca_certs='rds-combined-ca-bundle.pem')
db = client['bar']
#Create a stream object
stream = db.watch()
coll = db.get_collection('foo')
#Write a new document to the collection foo to generate a change event
coll.insert_one({'x': 1})
#Read the next change event from the stream (if any)
print(stream.try_next())
"""
Expected Output:
{'_id': {'_data': '015daf94f600000002010000000200009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571788022, 2),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6'), 'x': 1},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'insert'}
"""
#A subsequent attempt to read the next change event returns nothing, as there are no new
changes
print(stream.try_next())
"""
Expected Output:
None
"""
coll = db.get_collection('foo1')
#Write a new document to another collection to generate a change event
coll.insert_one({'x': 1})
print(stream.try_next())
"""
Expected Output: Since the change stream cursor was the database level you can see change
events from different collections in the same database
{'_id': {'_data': '015daf94f600000002010000000200009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571788022, 2),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6'), 'x': 1},
'ns': {'coll': 'foo1', 'db': 'bar'},
'operationType': 'insert'}
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"""

完全ドキュメント参照
変更の更新イベントには、ドキュメント全体は含まれません。加えられた変更のみが含まれます。ユース
ケースで、更新の影響を受ける完全なドキュメントが必要な場合は、ストリームを開くときに完全なド
キュメント参照を有効にできます。
変更の更新ストリームイベントの fullDocument ドキュメントは、ドキュメント参照時に更新されたド
キュメントの最新バージョンを表します。更新オペレーションと fullDocument ルックアップの間で変
更が発生した場合、fullDocument ドキュメントが更新時にドキュメントの状態を表していない可能性が
あります。
#Create a stream object with update lookup enabled
stream = coll.watch(full_document='updateLookup')
#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 2}, {'$set': {'x': 3}})
stream.try_next()
#Output:
{'_id': {'_data': '015daf9b7c00000001010000000100009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571789692, 1),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf9502ea258751778163d7')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf9502ea258751778163d7'), 'x': 3},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'update',
'updateDescription': {'removedFields': [], 'updatedFields': {'x': 3}}}

変更ストリームの再開
再開トークンを使用すると、変更ストリームを後で再開できます。このトークンは、最後に取得した変更
イベントドキュメントの _id フィールドと同じです。
import os
import sys
from pymongo import MongoClient
username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, ssl='true',
ssl_ca_certs='rds-combined-ca-bundle.pem', retryWrites='false')
db = client['bar']
coll = db.get_collection('foo')
#Create a stream object
stream = db.watch()
coll.update_one({'x': 1}, {'$set': {'x': 4}})
event = stream.try_next()
token = event['_id']
print(token)
"""
Output: This is the resume token that we will later us to resume the change stream
{'_data': '015daf9c5b00000001010000000100009025'}
"""
#Python provides a nice shortcut for getting a stream’s resume token
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print(stream.resume_token)
"""
Output
{'_data': '015daf9c5b00000001010000000100009025'}
"""
#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 4}, {'$set': {'x': 5}})
#Generate another change event by inserting a document
result = coll.insert_one({'y': 5})
#Open a stream starting after the selected resume token
stream = db.watch(full_document='updateLookup', resume_after=token)
#Our first change event is the update with the specified _id
print(stream.try_next())
"""
#Output: Since we are resuming the change stream from the resume token, we will see all
events after the first update operation. In our case, the change stream will resume from
the update operation {x:5}
{'_id': {'_data': '015f7e8f0c000000060100000006000fe038'},
'operationType': 'update',
'clusterTime': Timestamp(1602129676, 6),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e8f0ac423bafbfd9adba2')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5f7e8f0ac423bafbfd9adba2'), 'x': 5},
'updateDescription': {'updatedFields': {'x': 5}, 'removedFields': []}}
"""
#Followed by the insert
print(stream.try_next())
"""
#Output:
{'_id': {'_data': '015f7e8f0c000000070100000007000fe038'},
'operationType': 'insert',
'clusterTime': Timestamp(1602129676, 7),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e8f0cbf8c233ed577eb94')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5f7e8f0cbf8c233ed577eb94'), 'y': 5}}
"""

での変更ストリームの再開startAtOperationTime
特定のタイムスタンプから後で変更ストリームを再開するには、startAtOperationTime。

Note
使用する機能startAtOperationTimeはAmazon DocumentDB 4.0以降で入手可能です。を使用
する場合startAtOperationTimeの場合、変更ストリームカーソルは、指定された Timestamp
以降で発生した変更のみを返します。-startAtOperationTimeそしてresumeAfterコマンド
は相互に排他的であり、一緒に使用することはできません。

import os
import sys
from pymongo import MongoClient
username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, ssl='true',
ssl_ca_certs='rds-root-ca-2020.pem',retryWrites='false')
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db = client['bar']
coll = db.get_collection('foo')
#Create a stream object
stream = db.watch()
coll.update_one({'x': 1}, {'$set': {'x': 4}})
event = stream.try_next()
timestamp = event['clusterTime']
print(timestamp)
"""
Output
Timestamp(1602129114, 4)
"""
#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 4}, {'$set': {'x': 5}})
result = coll.insert_one({'y': 5})
#Generate another change event by inserting a document
#Open a stream starting after specified time stamp
stream = db.watch(start_at_operation_time=timestamp)
print(stream.try_next())
"""
#Output: Since we are resuming the change stream at the time stamp of our first update
operation (x:4), the change stream cursor will point to that event
{'_id': {'_data': '015f7e941a000000030100000003000fe038'},
'operationType': 'update',
'clusterTime': Timestamp(1602130970, 3),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e9417c423bafbfd9adbb1')},
'updateDescription': {'updatedFields': {'x': 4}, 'removedFields': []}}
"""
print(stream.try_next())
"""
#Output: The second event will be the subsequent update operation (x:5)
{'_id': {'_data': '015f7e9502000000050100000005000fe038'},
'operationType': 'update',
'clusterTime': Timestamp(1602131202, 5),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e94ffc423bafbfd9adbb2')},
'updateDescription': {'updatedFields': {'x': 5}, 'removedFields': []}}
"""
print(stream.try_next())
"""
#Output: And finally the last event will be the insert operation (y:5)
{'_id': {'_data': '015f7e9502000000060100000006000fe038'},
'operationType': 'insert',
'clusterTime': Timestamp(1602131202, 6),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e95025c4a569e0f6dde92')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5f7e95025c4a569e0f6dde92'), 'y': 5}}
"""

変更ストリーム内のトランザクション
変更ストリームイベントには、コミットされていないトランザクションや中止されたトランザクション
のイベントは含まれません。たとえば、トランザクションを 1 つで開始するとします。INSERT操作と 1
つUPDATEオペレーションと. もしあなたがINSERT操作は成功するが、UPDATE操作が失敗すると、トラン
ザクションがロールバックされます。このトランザクションはロールバックされたため、変更ストリーム
にはこのトランザクションのイベントは含まれません。
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変更ストリームログの保持期間の変更
変更ストリームログの保持期間は 1 時間から 7 日の間で変更できます。AWS Management Consoleまたは
AWS CLI。

AWS Management Console の使用
変更ストリームログの保持期間を変更するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleをクリックして、Amazon DocumentDB コンソール
をhttps://console.aws.amazon.com/docdb。

2.

ナビゲーションペインで、パラメータグループ を選択します。

Tip
画面の左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、ページの左上隅にあるメニュー
アイコン (
)を
選択します。
3.

[パラメータグループ] ペインで、クラスターに関連付けられたクラスターパラメータグループを選択
します。クラスターに関連付けられているクラスターパラメータグループを調べるには、「Amazon
DocumentDB クラスターのパラメータグループの確認 (p. 369)」を参照してください。

4.

結果のページには、クラスターパラメータグループのパラメータと対応する詳細が表示されま
す。change_stream_log_retention_duration パラメータを選択します。

5.

ページの右上にある [編集] を選択して、パラメータの値を変更しま
す。-change_stream_log_retention_durationパラメータは、1 日から 7 日の間で変更できま
す。

6.

変更を行い、[Modify cluster parameter (クラスターのパラメータを変更)] を選択して変更を保存しま
す。変更を破棄するには、[Cancel (チャネル)] を選択します。

AWS CLI の使用
クラスターパラメータグループの change_stream_log_retention_duration パラメータを変更する
には、以下のパラメータを指定して modify-db-cluster-parameter-group オペレーションを使用し
ます。
• --db-cluster-parameter-group-name — 必須。変更するクラスターパラメータグループの
名前。クラスターに関連付けられているクラスターパラメータグループを調べるには、「Amazon
DocumentDB クラスターのパラメータグループの確認 (p. 369)」を参照してください。
• --parameters — 必須。変更するパラメータ。各パラメータの入力には以下を含める必要がありま
す。
• ParameterName— 変更するパラメータの名前。この場合は
change_stream_log_retention_duration
• ParameterValue— このパラメータの新しい値。
• ApplyMethod— このパラメータの変更を適用する方法。有効な値は、immediate および
pending-reboot です。

Note
ApplyType が static であるパラメータでは、ApplyMethod が pending-reboot である
必要があります。
1.

パラメータ change_stream_log_retention_duration の値を変更するには、次のコマンドを実
行し、parameter-value をパラメータの変更後の値に置き換えます。
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Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
--parameters
"ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=<parametervalue>,ApplyMethod=immediate"

Windows の場合:
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
--parameters
"ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=<parametervalue>,ApplyMethod=immediate"

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{
}

"DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"

2.

少なくとも 5 分お待ち下さい。

3.

sample-parameter-group のパラメータ値を一覧表示し、変更が行われたことを確認します。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

Windows の場合:
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
--db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"Parameters": [
{
"ParameterName": "audit_logs",
"ParameterValue": "disabled",
"Description": "Enables auditing on cluster.",
"Source": "system",
"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "string",
"AllowedValues": "enabled,disabled",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "pending-reboot"
},
{
"ParameterName": "change_stream_log_retention_duration",
"ParameterValue": "12345",
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"Description": "Duration of time in seconds that the change stream log is
retained and can be consumed.",
"Source": "user",
"ApplyType": "dynamic",
"DataType": "integer",
"AllowedValues": "3600-86400",
"IsModifiable": true,
"ApplyMethod": "immediate"
}
]

}

レプリカセットとしてAmazon DocumentDB に接
続する
Amazon DocumentDB と（MongoDB 互換を持つ）で開発する場合は、レプリカセットとしてクラスター
に接続し、ドライバーに組み込まれている読み込み設定機能を使用してレプリカインスタンスに読み取り
を分散することをお勧めします。このセクションでは、その意味についてさらに詳しく説明し、例として
SDK for Python を使用して、レプリカセットとして Amazon DocumentDB クラスターに接続する方法につ
いて説明します。
Amazon DocumentDB には、クラスターへの接続に使用できる 3 つのエンドポイントがあります。
• クラスターエンドポイント
• リーダーエンドポイント
• インスタンスエンドポイント
ほとんどの場合、Amazon DocumentDB に接続する場合は、クラスターエンドポイントを使用すること
をお勧めします。これは、次の図に示すように、クラスター内のプライマリインスタンスをポイントする
CNAME です。
SSH トンネルを使用する場合は、クラスターエンドポイントを使用してクラスターに接続することをお勧
めします。レプリカセットモード (接続文字列に replicaSet=rs0 を指定) で接続するとエラーが発生し
ます。

Note
Amazon DocumentDB エンドポイントの詳細については、「」を参照してください。Amazon
DocumentDB エンドポイント (p. 9)。
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クラスターエンドポイントを使用して、レプリカセットモードでクラスターに接続できます。その後、組
み込まれた読み込み設定ドライバー機能を使用できます。次の例では、/?replicaSet=rs0 を指定する
ことで、レプリカセットとして接続することを SDK を示します。/?replicaSet=rs0' を省略すると、
クライアントはすべてのリクエストをプライマリインスタンスであるクラスターエンドポイントにルー
ティングします。
## Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
## replica set and specify the read preference as secondary preferred
client = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-name>:<password>@mycluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0')

レプリカセットとして接続する利点は、インスタンスがクラスターに対して追加または削除されるタイミ
ングを含め、SDK がクラスタートポグラフィを自動的に検出できることです。その後、レプリカインスタ
ンスに読み込みリクエストをルーティングすることで、クラスターをより効率的に使用できます。
レプリカセットとして接続するときは、接続の readPreference を指定できま
す。secondaryPreferred の読み込み設定を指定した場合、クライアントは（以下の図のように）読み
取りクエリをレプリカにルーティングし、書き込みクエリをプライマリインスタンスにルーティングしま
す。これにより、クラスターリソースをより適切に利用できます。詳細については、「読み込み設定のオ
プション (p. 13)」を参照してください。
## Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
##
replica set and specify the read preference as secondary preferred
client = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-name>:<password>@mycluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred')

Amazon DocumentDB レプリカからの読み込みには結果整合性があります。プライマリに書き
込まれたのと同じ順序でデータを返し、50 ミリ秒未満のレプリケーション遅延もよくありま
す。Amazon CloudWatch メトリクスを使用してクラスターのレプリカラグをモニタリングでき
ます。DBInstanceReplicaLagそしてDBClusterReplicaLagMaximum。詳細については、
「CloudWatch による Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)」を参照してください。
従来のモノリシックデータベースアーキテクチャとは異なり、Amazon DocumentDB はストレージとコ
ンピューティングを分離します。この最新のアーキテクチャでは、レプリカインスタンスの読み取りのス
ケールをお勧めします。レプリカインスタンスの読み込みは、プライマリインスタンスからレプリケート
される書き込みをブロックしません。クラスターに最大 15 個のリードレプリカインスタンスを追加し、1
秒あたり数百万回の読み込みにスケールアウトできます。
レプリカセットとして接続し、レプリカに読み取りを分散する主な利点は、アプリケーションの作業に利
用できるクラスター内のリソース全体が増加することです。ベストプラクティスとして、レプリカセット
として接続することをお勧めします。さらに、以下のシナリオでは最も一般的にお勧めします。
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• プライマリでほぼ 100% の CPU を使用している。
• バッファキャッシュヒット率がほぼゼロである。
• 個別のインスタンスで接続またはカーソルの制限に達する。
クラスターインスタンスサイズのスケールアップは 1 つの選択肢であり、場合によっては、これがク
ラスターをスケーリングするための最良の方法です。ただし、クラスターにすでに存在するレプリカ
をより適切に使用する方法も考慮する必要があります。これにより、より大きいインスタンスタイプ
を使用することでコストが増大することなく、スケールを増加できます。また、これらの制限（つま
り、CPUUtilization,DatabaseConnections, およびBufferCacheHitRatio) CloudWatch アラーム
を使用して、リソースが頻繁に使用されているタイミングを把握できます。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
• Amazon DocumentDB のベストプラクティス (p. 86)
• Amazon DocumentDB のクォータと制限 (p. 551)

クラスター接続の使用
クラスター内のすべての接続を使用するシナリオを検討します。たとえば、r5.2xlarge インスタンス
の接続は 4,500 個 (および開いているカーソルは 450 個) に制限されています。3 つのインスタンスの
Amazon DocumentDB クラスターを作成し、クラスターエンドポイントを使用してプライマリインスタン
スにのみ接続する場合、開いている接続とカーソルのクラスター制限はそれぞれ 4,500 と 450 になりま
す。コンテナでスピンアップする多くのワーカーを使用するアプリケーションを構築する場合、これらの
制限に達する可能性があります。コンテナは、一度に多数の接続を開き、クラスターを飽和させます。
代わりに、レプリカセットとして Amazon DocumentDB クラスターに接続し、レプリカインスタンスに読
み取りを分散できます。その後、クラスターで使用できる接続とカーソルの数をそれぞれ 13,500 と 1,350
に実質的に 3 倍にできます。クラスターにインスタンスを追加すると、読み取りワークロードの接続と
カーソルの数が増えるだけです。クラスターへの書き込みの接続数を増やす必要がある場合は、インスタ
ンスサイズを大きくすることをお勧めします。

Note
large インスタンス、xlarge インスタンス、および 2xlarge インスタンスの接続数は、イン
スタンスサイズが最大 4,500 に達するまで増加します。4xlarge インスタンス以上の場合、イン
スタンスあたりの最大接続数は 4,500 です。インスタンスタイプごとの制限の詳細については、
「インスタンスの制限 (p. 555)」を参照してください。
通常、secondary の読み込み設定を使用してクラスターに接続することはお勧めしません。これは、ク
ラスターにレプリカインスタンスがない場合、読み込みが失敗するためです。たとえば、1 つのプライマ
リと 1 つのレプリカを持つ 2 つのインスタンスの Amazon DocumentDB クラスターがあるとします。レ
プリカに問題がある場合、secondary に設定されている接続プールからの読み取りリクエストは失敗し
ます。secondaryPreferred の利点は、クライアントが接続する適切なレプリカインスタンスを見つけ
ることができない場合、読み取りのためにプライマリにフォールバックすることです。

複数の接続プール
シナリオによっては、アプリケーションの読み込みに、書き込み後読み込み整合性が必要です。これ
は、Amazon DocumentDB のプライマリインスタンスからのみ提供できます。このようなシナリオで
は、2 つのクライアント接続プールを作成できます。1 つは書き込み用、もう 1 つは書き込み後読み込み
整合性を必要とする読み込み用です。そのためには、コードは次のようになります。
## Create a MongoDB client,
##
open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set and specify the
readPreference as primary
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clientPrimary = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-name>:<password>@mycluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0&readPreference=primary')
## Create a MongoDB client,
##
open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set and specify the
readPreference as secondaryPreferred
secondaryPreferred = pymongo.MongoClient('mongodb://<username>:<password>@mycluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred')

もう 1 つのオプションは、1 つの接続プールを作成し、特定のコレクションの読み込み設定を上書きする
ことです。
##Specify the collection and set the read preference level for that collection
col = db.review.with_options(read_preference=ReadPreference.SECONDARY_PREFERRED)

まとめ
クラスター内のリソースを有効に使用するために、レプリカセットモードを使用してクラスターに接続す
ることをお勧めします。アプリケーションに適している場合は、レプリカインスタンスに読み取りを分散
することで、アプリケーションの読み取りをスケーリングできます。

Amazon VPC の外部から Amazon DocumentDB ク
ラスターへの接続
Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) クラスターは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) 内にデプロイされます。Amazon EC2 インスタンスやその他のインスタンスから直接アクセスでき
ます。AWS同じ Amazon VPC にデプロイされているサービス。さらに、Amazon DocumentDB は EC2 イ
ンスタンスまたはその他のインスタンスからアクセスできます。AWS同じ内の異なる VPC 内のサービス
AWS リージョンまたは VPC ピアリングを介した他のリージョン。
ただし、お客様のユースケースで、お客様の (またはお客様のアプリケーション) が、クラスターの VPC
の外部から Amazon DocumentDB リソースにアクセスする必要があるとします。その場合は、SSH トン
ネリング (別名) を使用できます。ポート転送) を使用して、Amazon DocumentDB リソースにアクセスし
ます。
SSH トンネリングに関する詳細な説明は、このトピックでは扱いません。SSH トンネリングの詳細につ
いては、次のドキュメントを参照してください。
• SSH トンネル
• SSH ポート転送の例、特に「ローカル転送」セクション
SSH トンネルを作成するには、Amazon DocumentDB クラスターと同じ Amazon VPC で実行されている
Amazon EC2 インスタンスが必要です。クラスターと同じ VPC で既存の EC2 インスタンスを使用する
か、新しい EC2 インスタンスを作成できます。詳細については、以下でオペレーティングシステムに該当
するトピックを参照してください。
• Amazon EC2 Linux インスタンスの使用開始
• Amazon EC2 Windows インスタンスの開始方法
通常、以下のコマンドを使用して EC2 インスタンスに接続します。
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ssh -i "ec2Access.pem" ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com

その場合は、Amazon DocumentDB クラスターへの SSH トンネルを設定できます。samplecluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.comローカルコンピューターで次のコマンドを実行し
ます。ローカルポートの転送を行う場合は、-L フラグを使用します。SSH トンネルを使用する場合は、
クラスターエンドポイントを使用してクラスターに接続することをお勧めします。レプリカセットモード
(接続文字列に replicaSet=rs0 を指定) で接続するとエラーが発生します。
ssh -i "ec2Access.pem" -L 27017:sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com -N

SSH トンネルが作成されると、に対して発行するすべてのコマンドlocalhost:27017Amazon
DocumentDB クラスターに転送されますsample-clusterAmazon VPC で実行中。Amazon
DocumentDB クラスターでトランスポートレイヤーセキュリティ (TLS) が有効になっている場合
は、Amazon DocumentDB のパブリックキーをから、ダウンロードする必要があります。https://
s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem 。次のオペレーションでは、このファイ
ルをダウンロードします。
wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem

Note
TLS は、新しい Amazon DocumentDB クラスターに対してデフォルトで有効になっています。た
だし、無効にすることができます。詳細については、「Amazon DocumentDB クラスター TLS 設
定の管理 (p. 149)」を参照してください。
Amazon VPC の外部から Amazon DocumentDB クラスターに接続するには、次のコマンドを使用しま
す。
mongo --sslAllowInvalidHostnames --ssl --sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem --username
<yourUsername> --password <yourPassword>

ロボ 3T から Amazon DocumentDB クラスターに
接続する
Robo 3T は、MongoDB ワークロードを管理するための、軽量、オープンソース、シェル中心の、クロス
プラットフォームのグラフィカルユーザーインターフェイスツールです。Robo 3Tでは、データベース、
コレクションの作成、ユーザー、ドキュメントの追加、オートコンプリートによるワンタイムクエリの実
行、GUIインターフェイスからの結果の視覚化を行うことができます。

前提条件
• Amazon EC2 で実行されている Amazon DocumentDB クラスターをまだ持っていない場合は、以下の手
順を行います。Amazon EC2 Connect する。
• ロボ3Tをお持ちでない場合はをダウンロードしてインストールします。

ロボ3TとConnect る
1.

Robo 3Tを開き、作成。
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2.

リポジトリの []接続タブ、アドレスフィールドに、クラスタエンドポイント情報を入力します。

Note
クラスターエンドポイントが見つからない？ 手順を実行するだけですここに。
3.

リポジトリの []認証タブで、[] チェックボックスをオンにします。認証を実行する。クラスター
の認証情報を入力します。のようなカスタムデータベース名を使用してくださいtest。を使用す
るadmin(デフォルト設定) は、データベースを持たないクラスターの Amazon DocumentDB では機能
しません。最初のデータベースを作成したら、接続を変更してadmin。

4.

リポジトリの []SSHタブで、[] チェックボックスをオンにします。SSH トンネルを使用するをクリッ
クし、EC2 インスタンスの SSH アドレス、ユーザー名、プライベートキー/パスワードを追加しま
す。SSH アドレスは、EC2 インスタンスのパブリック DNS です。
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5.

EclipseSSH 認証方法で、認証方法の 1 つを選択します。
• If you chose プライベートキー, then select the “…” button to open up the file finder and select
the .pem file for your EC2 instance.
• If you chose パスワード, you must enter the SSH address, username and private key for your AWS
EC2 instance. You can find this on the AWS EC2 console.

Note
ヒント: Linux/macOS クライアントマシンを使用している場合は、次のコマンドを使用して
プライベートキーのアクセス許可を変更する必要がある場合があります。
> chmod 400 /fullPathToYourPemFile/<yourKey>.pem
6.

今すぐ選択してくださいSSLタブをクリックし、のドロップダウンメニューをクリックします。認証
方法。選択CA 証明書の使用。Select詳細オプションそして、無効なホスト名メニューで、許可。

Note
macOS Catalina 以上を使用している場合は、自己署名証明書として認証方法macOS は 825
日を超える有効性の証明書を受け入れないためです。

7.

[] を選択して接続をテストします。Testボタン。
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8.

ある診断ウィンドウにテスト結果が表示されます。すべてが緑色の場合は、ボックスを閉じます。

9.

今すぐ選択してください保存。

10. 次に、クラスターを選択し、接続。

スタジオ 3T から Amazon DocumentDB クラス
ターに接続する
Studio 3Tは、MongoDB で作業する開発者やデータエンジニアにとって人気のあるGUIとIDEです。そ
れはあなたのデータのツリー、テーブル、および JSON ビュー、CSV、JSON、SQL および BSON/
MongoDump での簡単なインポート/エクスポート、柔軟なクエリオプション、視覚的なドラッグアンドド
ロップ UI、自動補完機能を備えた組み込みの Mongo シェル、集約パイプラインエディタ、および SQL ク
エリのサポートを提供しています。

前提条件
• Amazon EC2 で実行されている Amazon DocumentDB クラスターをまだ持っていない場合は、「」の手
順を行います。Amazon EC2 Connect する。
• Studio 3Tをお持ちでない場合はダウンロードしてインストールします。。

スタジオ 3T とConnect る
1.

選択接続ツールバーの左上隅にあります。
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2.

選択新しい接続ツールバーの左上隅にあります。

3.

リポジトリの []サーバータブ、サーバーフィールドに、クラスタエンドポイント情報を入力します。
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Note
クラスターエンドポイントが見つからない？ 手順を実行するだけです。ここに。
4.

[認証タブをクリックし、レガシーのドロップダウンメニューで認証モード。

5.

ユーザー名と資格情報を[User name]そしてパスワードフィールド。

6.

[SSLタブをクリックし、ボックスをオンにします。SSL プロトコルを使用して接続する。
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7.

選択独自のルート CA ファイルを使用する。次に、Amazon DocumentDB 証明書を追加します
(DocumentDB クラスターで SSL が無効になっている場合は、この手順をスキップできます)。許可す
るには、チェックボックスをオンにします。無効ホスト名。
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Note
証明書を持っていない？ 次のコマンドを使用してダウンロードできます。
wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-cabundle.pem
8.

Amazon VPC 外のクライアントマシンから接続する場合は、SSH トンネルを作成する必要がありま
す。これは、で行います。SSHタブ。
a.

のボックスにチェックを入れます。SSH トンネルを使用するで SSH アドレスを入力しま
す。SSH アドレスフィールド。これはインスタンスのパブリック DNS (IPV4) です。この URL
は、Amazon EC2 マネジメントコンソール。

b.

ユーザー名を入力します。Amazon EC2 インスタンスのユーザー名です。

c.

を使用する場合SSH 認証モードを選択し、プライベートキー。左プライベートキーフィールド
で、ファイルファインダーアイコンを選択し、Amazon EC2 インスタンスのプライベートキーを
見つけて選択します。これは、Amazon EC2 コンソールでインスタンスを作成するときに保存し
た.pem ファイル（key pair）です。

d.

Linux/macOS クライアントマシンを使用している場合は、次のコマンドを使用してプライベート
キーのアクセス許可を変更する必要がある場合があります。
chmod 400 /fullPathToYourPemFile/<yourKey>.pem

Note
この Amazon EC2 インスタンスは、DocumentDB クラスターと同じ Amazon VPC およびセ
キュリティグループ内に存在する必要があります。SSH アドレス、ユーザー名、プライベー
トキーは、Amazon EC2 マネジメントコンソール。
9.

次に、接続のテストボタンを使用します。
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10. 診断ウィンドウには、テストが成功したことを示す緑色のバーがロードされます。今すぐ選択してく
ださいOKをクリックして、診断ウィンドウを閉じます。

11. 選択保存を使用して、将来の使用に備えて接続を保存します。
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12. 次に、クラスターを選択し、接続。

おめでとうございます。これで、Studio 3T を介して Amazon DocumentDB クラスターに正常に接続され
ました。

Amazon EC2 を使用したConnect
このセクションでは、mongo シェルを使い、Amazon EC2 を用いて Amazon DocumentDB (MongoDB 互
換性で) クラスターを起動して操作する方法を説明します。以下のビデオは、このガイドのステップを示
しています。

前提条件
最初の Amazon DocumentDB クラスターを作成する前に、以下の操作を行う必要があります。
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Amazon Web Services (AWS) アカウントを作成する
Amazon DocumentDB を使用する前に、Amazon Web Services (AWS) アカウントを持っている必要
があります。AWS アカウントは無料です。使用しているサービスとリソースに対してのみ料金をお支
払いいただきます。
AWS アカウント をお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

AWS アカウント にサインアップするには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コー
ドを入力するように求められます。
にサインアップするとAWS アカウント、AWS アカウントルートユーザーが作成されます。root
ユーザーにはすべてへのアクセス権がありますAWS のサービスおよびアカウント内のリソース。
セキュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当てる、ルート
ユーザーのみを使用して実行してくださいルートユーザーアクセスが必要なタスク。

必要な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を設定します。
クラスター、インスタンス、クラスターパラメータグループなどの Amazon DocumentDB リソース
を管理するためのアクセスでは、リクエストの認証に AWS が使用できる認証情報が必要です。詳細
については、Amazon DocumentDB での Identity and Access Management (p. 156) を参照してくださ
い。
1.

AWS Management Console の検索バーで、表示されるドロップダウンメニューに IAM を入力
し、[IAM] を選択します。

2.

IAM コンソールにアクセスしたら、ナビゲーションペインから [ユーザー] を選択します。

3.

ユーザーネームを選択します。

4.

[アクセス許可の追加] ボタンをクリックします。

5.

[Attach existing policies directly ( 既存のポリシーを直接アタッチ )] を選択します。

6.

検索バーに AmazonDocDBFullAccess と入力し、検索結果に表示されたら、それを選択しま
す。

7.

[] と表示されている青いボタンをクリックします次へ: 確認.

8.

[アクセス許可の追加] となっている下の青いボタンをクリックします。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の作成
お客様が AWS リージョン のどちらにいるかによって、デフォルト VPC がすでに作成されている場
合とそうでない場合があります。デフォルトの VPC がない場合は、Amazon VPC のユーザーガイド
の Amazon VPC の開始方法 のステップ 1 を完了させます。これには 5 分もかかりません。

ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスを作成します
このステップでは、後で Amazon DocumentDB クラスターのプロビジョニングに使用するのと同じリー
ジョンと Amazon VPC に Amazon EC2 インスタンスを作成します。
1.

Amazon EC2 コンソールで、[インスタンスを起動] を選択します。
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2.

Amazon Linux 2 AMI を探して、Select を選択します。

3.

[t3.micro] インスタンスタイプを選択します。

4.

選択してください確認して起動、これにより、コンソールのステップ 7: インスタンス作成の確認ペー
ジ。

5.

セキュリティグループで、[Edit security groups (セキュリティグループの編集)] を選択します。
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6.

これはデフォルトで 新しいセキュリティグループの作成 となります。セキュリティグループ名 の
フィールドには、demoEC2 を書き込みます。

7.

タイプを SSH に変更します。これにより、ポート範囲は自動的に 22 に設定されます。

8.

Source に対してドロップダウン メニューを選択し、My IP を選択します。

Note
DemoEC2 セキュリティグループには、現在の IP アドレスからのみアクセスできます。IP ア
ドレスが変更された場合は、セキュリティグループを更新する必要があります。
9.

[Review and Launch(確認と作成 )] を選択します。これで、セキュリティグループ セクションに
DemoEC2 セキュリティグループを確認できるはずです。
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10. 情報を確認し、[Launch(起動)] を選択します。

11. タイトル付きのウィンドウがポップアップします。タイトル名は、既存のキーペアの選択または新し
いキーペアの作成 です。次のようになります。

Amazon EC2 キーペアを指定する必要があります。Amazon EC2 のキーペアがある場合 :
a.

キーペアを選択し、リストからご自身のキーペアを選択します。

b.

Amazon EC2 インスタンスにログインするには、既にプライベートキーファイル (.pem ファイル)
が利用可能になっている必要があります。

Amazon EC2 のキーペアがない場合:
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a.

新規キーペア作成を選択します。

b.

キーペア名 のフィールドのキーバーに名前を書きます。

c.

プライベートキーファイル (.pem file) をダウンロードします。このファイルは、後で Amazon
EC2 インスタンスにログインするときに必要になります。

12. [Launch Instances] (インスタンスを起動) をクリックします。

ステップ 2: セキュリティグループの作成
次に、デフォルトの Amazon VPC に新しいセキュリティグループを作成します。セキュリティグループ
demoDocDB では、Amazon EC2 インスタンスからポート 27017 (Amazon DocumentDB のデフォルト
ポート) で Amazon DocumentDB クラスターに接続できます。
1.

Amazon EC2 コンソールで、[ネットワークとセキュリティ] の下にある [セキュリティグループ] を選
択します。

2.

[セキュリティグループの作成] を選択します。
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3.

[Security group name (セキュリティグループ名)] に「 demoDocDB 」と入力します。

4.

[説明] に説明を入力します。

5.

VPC については、デフォルトの VPC の使用を受け入れます。

6.

[インバウンドルール] セクションで、[ルールの追加] を選択します。

7.

[Type] で [Custom TCP Rule] を選択します。
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8.

[ポート範囲] には、27017 を入力します。

9.

Destination(送信先) については、[Custom (カスタム)] を選択します。その横にあるフィールドで、先
ほど demoEC2 と名前を付けたセキュリティグループを検索します。demoEC2 のソース名を自動入力
するには、Amazon EC2 コンソールでブラウザを更新することが必要な場合があります。

10. 他のすべてのデフォルトを受け入れ、セキュリティグループの作成 を選択します。

ステップ 3: Amazon DocumentDB グローバルクラス
ターの作成
Amazon EC2 インスタンスのプロビジョニング中は、Amazon DocumentDB クラスターを作成します。
1.

Amazon DocumentDB コンソールに移動し、ナビゲーションペインから クラスター を選択します。

2.

[作成] を選択します。
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3.

インスタンスの数 については、1 を選択します。これにより、コストが最小限に抑えられます。その
他の設定はデフォルト値のままにしておきます。

4.

Authentication (認証) で、User Name and Password (ユーザーネームとパスワード) を入力します。重
要: このユーザーネームとパスワードは、後のステップでクラスターを認証するために必要になりま
す。

5.

アドバンスト設定の表示 を有効化します。

6.

ネットワーク設定 のセクションにおいて、Amazon VPC セキュリティグループ で、demoDocDB を
選択します。
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7.

[Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。

ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスに接続しま
す。
Mongo Shell をインストールするには、まず Amazon EC2 インスタンスに接続する必要がありま
す。Mongo シェルをインストールすると、Amazon DocumentDB クラスターに接続してクエリを実行でき
ます。以下のステップを実行します。
1.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスに移動し、作成したインスタンスが実行されているかどう
かを確認します。もしそうなら、インスタンスを選択します 。

2.

[Connect] (接続) を選択します。
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3.

接続方法には、次の 3 つのオプションが表示されます。Amazon EC2 インスタンスConnect、セッ
ションマネージャー、セッションマネージャー、または SSH クライアント いずれかを選択し、その
指示に従わなければなりません。

Note
このチュートリアルの開始後に IP アドレスが変更された場合、または後で環境に戻る場合
は、demoEC2 セキュリティグループのインバウンドルールを更新して、新しい API アドレスから
のインバウンドトラフィックを有効化します。

ステップ 5: mongo シェルをインストールする
これで、Mongo シェルをインストールできます。これは、Amazon DocumentDB クラスターに接続してク
エリするために使用するコマンドラインのユーティリティです。以下の手順に従って、オペレーションシ
ステム用の Mongo Shell をインストールします。
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Amazon Linux で
Amazon Linux で mongo シェルをインストールするには
1.

リポジトリファイルを作成します。EC2 インスタンスのコマンドラインで、次のコマンドを入力しま
す。
echo -e "[mongodb-org-4.0] \nname=MongoDB Repository\nbaseurl=https://repo.mongodb.org/
yum/amazon/2013.03/mongodb-org/4.0/x86_64/\ngpgcheck=1 \nenabled=1 \ngpgkey=https://
www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc" | sudo tee /etc/yum.repos.d/mongodborg-4.0.repo

2.

完了したら、次のコマンドを実行して Mongo シェルをインストールします。
sudo yum install -y mongodb-org-shell

Ubuntu 18.04 で
Ubuntu 18.04 で mongo シェルをインストールするには
1.

パッケージ管理システムで使用されるパブリックキーをインポートします。
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv
2930ADAE8CAF5059EE73BB4B58712A2291FA4AD5

2.

Ubuntu のバージョンに適切なコマンドを使用して、MongoDB の リストファイル /etc/apt/
sources.list.d/mongodb-org-3.6.list を作成します。
Ubuntu 18.04
echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodborg/3.6 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.6.list

Note
上記のコマンドでは、Bionic と Xenial の両方に mongo 3.6 シェルがインストールされます。
3.

次のコマンドを使用してローカルパッケージデータベースを再ロードします。
sudo apt-get update

4.

MongoDB シェルをインストールします。
sudo apt-get install -y mongodb-org-shell

以前のバージョンの MongoDB の Ubuntu システムへのインストールについては、「 Install MongoDB
Community Edition on Ubuntu 」を参照してください。

他のオペレーティングシステムで
mongo シェルを他のオペレーティングシステムにインストールするには、MongoDB ドキュメントの「
MongoDB Community Edition のインストール 」を参照してください。
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ステップ 6: Amazon DocumentDB TLS の管理
次のコード wget https://s3.amazonaws.com/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem
を使用して Amazon DocumentDB の CA 証明書をダウンロードします。

Note
全ての新しい Amazon DocumentDB クラスターに対して、デフォルトで Transport Layer Security
(TLS) が有効になっています。詳細については、Amazon DocumentDB クラスター TLS 設定の管
理 を参照してください。

ステップ 7: Amazon DocumentDB クラスターConnect
する
1.

Amazon ドキュメント DB コンソールの [クラスタ] で、クラスターを見つけます。作成したクラス
ターを選択します。

2.

接続 ボックスに移動します。次のようになります。

提供された接続文字列をコピーします。
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端末に貼り付けて、次の変更を加えます。まず、文字列に正しいユーザーネームがあることを確認し
ます。次に、<insertYourPassword> を省略し、これにより接続時に Mongo シェルによってパス
ワードの入力を求められます。接続文字列は、次のようになります。
mongo --ssl host docdb-2020-02-08-14-15-11.
cluster.region.docdb.amazonaws.com:27107 --sslCAFile rds-combined-cabundle.pem --username demoUser --password
3.

端末で Enter キーを押します。ここで、パスワードの入力を求められます。パスワードを入力しま
す。

4.

パスワードを入力し、rs0:PRIMARY> プロンプトが表示されたら、Amazon DocumentDB クラス
ターに正常に接続されています。

接続に問題がありますか。Amazon DocumentDB のトラブルシューティング を参照してください。

ステップ 8: データの挿入とクエリ
クラスターに接続できたので、いくつかのクエリを実行して、ドキュメントデータベースの使用に慣れる
ことができます。
1.

1 つのドキュメントを挿入するには、次のように入力します。
db.collection.insert({"hello":"DocumentDB"})

2.

次の出力が返ります。
WriteResult({ "nInserted" : 1 })

3.

findOne() コマンドで書き込んだドキュメントを読み取ることができます (一つのドキュメントしか
返さないため)。以下を入力します。
db.collection.findOne()

4.

次の出力が返ります。
{ "_id" : ObjectId("5e401fe56056fda7321fbd67"), "hello" : "DocumentDB" }

5.

さらにいくつかのクエリを実行するには、ゲームプロファイルのユースケースを検討してください。
まず、「profiles」というタイトルのコレクションにエントリをいくつか挿入します。以下を入力
します。
db.profiles.insertMany([
{ "_id" : 1, "name" : "Matt", "status": "active", "level": 12,
"score":202},
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{ "_id" : 2, "name" : "Frank", "status": "inactive", "level": 2,

"score":9},

{ "_id" : 3, "name" : "Karen", "status": "active", "level": 7, "score":87},
{ "_id" : 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3, "score":27}
])

6.

次の出力が返ります。
{ "acknowledged" : true, "insertedIds" : [ 1, 2, 3, 4 ] }

7.

find() コマンドを使用して、プロファイルコレクション内のすべてのドキュメントを返します。以
下を入力します。
db.profiles.find()

8.

ステップ 5 で入力したデータに一致する出力が得られます。

9.

フィルターを使用して 1 つのドキュメントに対して1つのクエリを使用します。以下を入力します。
db.profiles.find({name: "Katie"})

10. この出力を返す必要があります。
{ "_id" : 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3, "score":27}
11. それでは、プロファイルを探して、それを findAndModify コマンドで変更してみましょう。次の
コードを使用して、ユーザー Matt に10 ポイント追加します。

db.profiles.findAndModify({
query: { name: "Matt", status: "active"},
update: { $inc: { score: 10 } }
})

12. 次のような出力が得られます (Mattのスコアはまだ上がっていないことに注意してください) 。

{
"_id" : 1,
"name" : "Matt",
"status" : "active",
"level" : 12,
"score" : 202
}

13. 次のクエリを使用して、Matt のスコアが変更されたことを確認できます。
db.profiles.find({name: "Matt"})
14. 次の出力が返ります。
{ "_id" : 1, "name" : "Matt", "status" : "active", "level" : 12, "score" :
212 }

ステップ 9: Explo
お疲れ様でした。Amazon DocumentDB のクイックスタートガイドを正常に完了しました。
次のステップ この強力なデータベースを一般的な特徴をいくつか使って十分に活用する方法を学びましょ
う。
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• Amazon DocumentDB の管理
• [Scaling] (スケーリング)
• バックアップと復元

Note
コストを節約するために、Amazon DocumentDB クラスターを停止してコストを削減するか、
クラスターを削除することができます。デフォルトでは、30 分間の非アクティブ化後に、AWS
Cloud9 環境により、基盤となる Amazon EC2 インスタンスが停止されます。

Amazon DocumentDB JDBC ドライバーを使用して
Connect
Amazon DocumentDB 用の JDBC ドライバーは、開発者のための SQL リレーショナルインターフェイス
を提供し、Tableau や DBVisualizer などの BI ツールからの接続を可能にします。
詳細については、を参照してください。Amazon DocumentDB JDBC ドライバのドキュメント GitHub。
トピック
• ご利用スタートにあたって (p. 539)
• Tableau デスクトップから Amazon DocumentDB Connect する (p. 540)
• dbVisualizer からAmazon DocumentDB Connect する (p. 543)
• 自動スキーマ生成 (p. 544)
• SQL Support と制限 (p. 550)
• トラブルシューティング (p. 550)

ご利用スタートにあたって
[Step 1.](ステップ 1.) Amazon DocumentDB クラスターを作成する
Amazon DocumentDB クラスターが作成されていない場合は、に記載されている手順を使用してクラ
スターを作成します。開始方法Amazon DocumentDB 開発者ガイドのセクションを参照してくださ
い。

Note
DocumentDB は、Virtual Private Cloud (VPC) 専用サービスです。クラスターの VPC 外にあ
るローカルマシンから接続する場合は、Amazon EC2 インスタンスへの SSH 接続を作成す
る必要があります。この場合、の手順に従ってクラスターを起動します。EC2 とConnect。
「」を参照してください。SSH トンネルを使用して Amazon DocumentDB Connect す
るSSH トンネリングおよび必要な場合の詳細については、を参照してください。
[Step 2.](ステップ 2.) JRE または JDK インストール
BI アプリケーションによっては、64 ビット JRE または JDK インストールバージョン 8 以降がコン
ピュータにインストールされていることを確認する必要がある場合があります。Java SE ランタイム
環境 8 をダウンロードできますここに。
[Step 3.](ステップ 3.) DocumentDB JDBC ドライバーのダウンロード
DocumentDB JDBC ドライバをここに。ドライバは単一の JAR ファイルとしてパッケージ化されてい
ます (例:documentdb-jdbc-1.0.0-all.jar)。
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[Step 4.](ステップ 4.) SSH トンネルを使用して Amazon DocumentDB Connect する
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換あり) クラスターは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) 内にデプロイされます。Amazon EC2 インスタンスまたはその他のインスタンスから直接
アクセスできます。AWS同じ Amazon VPC にデプロイされているサービス。さらに、Amazon
DocumentDB は EC2A インスタンスまたはその他のインスタンスからアクセスできます。AWS同じ
内の異なる VPC のサービスAWSVPC ピアリングを介したリージョンまたは他のリージョン。
SSH トンネリング (ポート転送とも呼ばれます) を使用して、クラスターの VPC 外部から Amazon
DocumentDB リソースにアクセスできます。これは、ほとんどのユーザーが DocumentDB クラス
ターと同じ VPC 内の仮想マシンでアプリケーションを実行していない場合です。
SSH トンネルを作成するには、Amazon DocumentDB クラスターと同じ Amazon VPC で実行されて
いる Amazon EC2 インスタンスが必要です。クラスターと同じ VPC で既存の EC2 インスタンスを使
用するか、新しい EC2 インスタンスを作成できます。Amazon DocumentDB クラスターへの SSH ト
ンネルを設定できます。sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.comローカルコ
ンピューターで次のコマンドを実行します。
ssh -i "ec2Access.pem" -L 27017:sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com -N

-L フラグは、ローカルポートの転送に使用されます。これは、VPC 外のクライアントで実行されてい
る BI ツールに接続するための前提条件です。上記の手順を実行したら、選択した BI ツールの次のス
テップに進むことができます。
SSH トンネリングの詳細については、のドキュメントを参照してください。SSH トンネルを使用し
て Amazon DocumentDB に接続する。

Tableau デスクトップから Amazon DocumentDB
Connect する
トピック
• Amazon DocumentDB JDBC ドライバーの追加 (p. 540)
• Tableau を使用して Amazon DocumentDB に接続する-SSH トンネル (p. 541)

Amazon DocumentDB JDBC ドライバーの追加
Tableau デスクトップから Amazon DocumentDB に接続するには、DocumentDB JDBC ドライバーと
DocumentDB Tableau コネクタをダウンロードしてインストールする必要があります。
1.

DocumentDB JDBC ドライバ JAR ファイルをダウンロードし、ご使用のオペレーティングシステムに
従って、次のいずれかのディレクトリにコピーします。
• Windows-C:\Program Files\Tableau\Drivers
• MacOS-~/Library/Tableau/Drivers

2.

DocumentDB Tableau コネクタ (TACO ファイル) をダウンロードし、Tableau リポジトリ/コネクタ
ディレクトリ。
• Windows-C:\Users\[user]\Documents\My Tableau Repository\Connectors
• MacOS-/Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

詳細については、を参照してください。Tableau のドキュメント。
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Tableau を使用して Amazon DocumentDB に接続する-SSH トン
ネル
DocumentDB クラスターの VPC 外のクライアントマシンから Tableau に接続するには、以下の手順を実
行する前に SSH トンネルを設定する必要があります。
1.

Tableau デスクトップアプリケーションを起動します。

2.

に移動します。接続 >サーバーへ >MORE。

3.

選択Amazon DocumentDB Amazon Web Services下インストールされているコネクタ。

Tableau を使用して Amazon DocumentDB に接続する-外部 SSH トンネル
1.

必要な接続パラメータを入力しますHostname,ポート,データベース,Usernameそしてパスワード。以
下の例の接続パラメータは、JDBC 接続文字列に相当します。

jdbc:documentdb://localhost:27019/test?
tls=true&tlsAllowInvalidHostnames=true&scanMethod=random&scanLimit=1000&loginTimeoutSe
ロパティコレクションでユーザー名とパスワードのパラメータを別々に渡します。接続文字列パラ
メータの詳細については、を参照してください。Amazon DocumentDB JDBC ドライバー github ド
キュメント。

2.

（オプション）より高度なオプションは、アドバンストタブ。
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3.

[Sign in] (サインイン) を選択します。

Tableau を使用した Amazon DocumentDB への接続-内部 SSH トンネル
Note
ターミナルを使用して SSH トンネルをセットアップしたくない場合は、Tableau GUI を使用し
て、JDBC ドライバーが本質的に SSH トンネルの作成に使用する EC2 インスタンスの詳細を指
定できます。
1.

リポジトリの []アドバンスト[] タブで、[SSH トンネルオプションを有効にするをクリックして、その
他のプロパティを確認します。

2.

「」と入力します。SSH ユーザー,SSH ホスト名, およびSSH プライベートキーファイル。

3.

（オプション）をディセーブルにできます。SSH 厳密なホストキーチェックオプションを使用する
と、既知のホストファイルに対するホストキーのチェックをバイパスします。

Note
このオプションを無効にすると、安全性が低くなります。中間者攻撃。

4.

必要なパラメータを入力します。Hostname,ポート,データベース,Usernameそしてパスワード。

Note
内部 SSH トンネルオプションを使用する場合は、ローカルホストではなく DocumentDB ク
ラスターエンドポイントを使用してください。
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5.

[Sign In] (サインイン) を選択します。

dbVisualizer からAmazon DocumentDB Connect する
トピック
• Amazon DocumentDB JDBC ドライバーの追加 (p. 543)
• DBVisualizer を使用して Amazon DocumentDB に接続する (p. 544)

Amazon DocumentDB JDBC ドライバーの追加
DBVisualizer から Amazon DocumentDB に接続するには、まずAmazon DocumentDB JDBC ドライバをイ
ンポートする必要があります。
1.

dbVisualizer アプリケーションを起動し、メニューパスに移動します。ツール > ドライバマネー
ジャ...

2.

選択+(または、メニューで、ドライバ > ドライバを作成).

3.

[Name] を [DocumentDB] に設定します。

4.

設定URL 形式にjdbc:documentdb://<host>[:port]/<database>[?
option=value[&option=value[...]]]

5.

[フォルダボタンをクリックし、Amazon DocumentDB JDBC ドライバ JAR ファイルを選択し、オー
プンボタン。

6.

以下を確認してください。ドライバークラスフィールド
がsoftware.amazon.documentdb.jdbc.DocumentDbDriver。ドライバマネージャの設
定DocumentDB次の例のようになります。
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7.

ダイアログを閉じます。Amazon DocumentDB JDBC ドライバーがセットアップされ、使用できる状
態になります。

DBVisualizer を使用して Amazon DocumentDB に接続する
DBVisualizer を使用して Amazon DocumentDB Connect する
1.

Amazon DocumentDB クラスターの VPC の外部から接続する場合は、SSH トンネルが設定されてい
ることを確認してください。

2.

選択データベース > データベース接続の作成トップレベルメニューから選択します。

3.

の記述名を入力します。名前フィールド。

4.

設定ドライバー (JDBC)前のセクションで作成した DocumentDB ドライバに移動します。

5.

設定データベース URLJDBC 接続文字列に入力します。
例: jdbc:documentdb://localhost:27017/database?tlsAllowInvalidHostnames=true

6.

設定データベースUseridAmazon DocumentDB ユーザー ID に移動します。

7.

設定データベースパスワードユーザー ID の対応するパスワードを入力します。
データベース接続ダイアログは次のようになります。

8.

[Connect] を選択します。

自動スキーマ生成
Amazon DocumentDB はドキュメントデータベースであるため、テーブルとスキーマの概念はありませ
ん。ただし、Tableau などの BI ツールは、接続するデータベースがスキーマを提示することを期待しま
す。具体的には、JDBC ドライバ接続でデータベース内のコレクションのスキーマを取得する必要がある
場合は、データベース内のすべてのコレクションをポーリングします。ドライバは、そのコレクションの
スキーマのキャッシュバージョンがすでに存在するかどうかを判別します。キャッシュされたバージョン
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が存在しない場合は、ドキュメントのコレクションをサンプリングし、次の動作に基づいてスキーマを作
成します。
トピック
• スキーマ生成の制限 (p. 545)
• スキャン方法オプション (p. 545)
• DocumentDB データ型 (p. 545)
• スカラードキュメントフィールドのマッピング (p. 546)
• オブジェクトと配列のデータ型の処理 (p. 548)

スキーマ生成の制限
DocumentDB JDBC ドライバは 128 文字で識別子の長さに制限を課しています。スキーマジェネレータ
は、生成された識別子 (テーブル名とカラム名) の長さを切り捨てて、その制限に適合するようにします。

スキャン方法オプション
サンプリング動作は、接続文字列またはデータソースオプションを使用して変更できます。
• scanMethod=<option>
• random-(デフォルト)-サンプルドキュメントはランダムな順序で返されます。
• iForward-サンプルドキュメントは ID の順序で返されます。
• idReverse-サンプルドキュメントは id の逆の順序で返されます。
• すべて-コレクション内のすべてのドキュメントをサンプリングします。
• ScanLimit=<n>-サンプリングするドキュメントの数。値は正の整数である必要があります。デフォルト
値は です。1000。もしスキャンメソッドは、 に設定されます。すべてでは、このオプションは無視さ
れます。

DocumentDB データ型
DocumentDB サーバーは多数の MongoDB データ型をサポートしています。サポートされているデータ型
とそれに関連付けられた JDBC データ型を以下に示します。
MongoDB データ型

DocumentDB でサポートされて
います

JDBC データ型

バイナリデータ

はい

VARBINARY

[Boolean] (ブール値)

はい

BOOLEAN

Double

はい

DOUBLE

32 ビット整数

はい

INTEGER

64 ビット整数

はい

BIGINT

文字列

はい

VARCHAR

ObjectId

はい

VARCHAR

日付

はい

TIMESTAMP

Null

はい

VARCHAR
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MongoDB データ型

DocumentDB でサポートされて
います

JDBC データ型

正規表現

はい

VARCHAR

タイムスタンプ

はい

VARCHAR

MinKey

はい

VARCHAR

MaxKey

はい

VARCHAR

オブジェクト

はい

仮想テーブル

配列

はい

仮想テーブル

Decimal128

いいえ

DECIMAL

JavaScript

いいえ

VARCHAR

JavaScript (スコープ付き)

いいえ

VARCHAR

未定義

いいえ

VARCHAR

記号

いいえ

VARCHAR

dbPointer (4.0+)

いいえ

VARCHAR

スカラードキュメントフィールドのマッピング
コレクションからドキュメントのサンプルをスキャンする場合、JDBC ドライバは、コレクション内のサ
ンプルを表す 1 つ以上のスキーマを作成します。一般に、ドキュメントのスカラーフィールドは、テー
ブルスキーマの列にマップされます。たとえば、team というコレクションと 1 つのドキュメントの場
合{ "_id" : "112233", "name" : "Alastair", "age": 25 }の場合、これはスキーマにマップ
されます。
テーブル名

列名

データ型

キー

team (チーム)

チームID

VARCHAR

PK

team (チーム)

name

VARCHAR

team (チーム)

年齢

INTEGER

データ型の競合プロモーション
サンプリングされたドキュメントをスキャンするときに、フィールドのデータ型がドキュメント間で一貫
していない可能性があります。この場合、JDBC ドライバは JDBC データ型を、サンプリングされたド
キュメントのすべてのデータ型に適合する共通データ型に昇格します。
例:
{
"_id" : "112233",
"name" : "Alastair", "age" : 25
}
{
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"_id" : "112244",
"name" : "Benjamin",
"age" : "32"
}

-年齢フィールドは、最初のドキュメントでは 32 ビット整数ですが、2 番目のドキュメントでは文字列で
す。ここで、JDBC ドライバは JDBC データ型を VARCHAR に昇格させ、いずれかのデータ型を検出した
ときに処理します。
テーブル名

列名

データ型

キー

team (チーム)

チームID

VARCHAR

PK

team (チーム)

name

VARCHAR

team (チーム)

年齢

VARCHAR

スカラー・スカラー競合プロモーション
次の図は、スカラー・スカラーデータ型の競合を解決する方法を示しています。

スカラー複合型競合プロモーション
スカラー・スカラー型の競合と同様に、異なるドキュメント内の同じフィールドは、複素数（配列とオブ
ジェクト）とスカラー（整数、ブールなど）の間で競合するデータ型を持つことができます。これらの競
合はすべて、それらのフィールドについて VARCHAR に解決 (プロモート) されます。この場合、配列と
オブジェクトのデータは JSON 表現として返されます。
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埋め込み配列-文字列フィールドの競合の例:
{

}
{

}

"_id":"112233",
"name":"George Jackson",
"subscriptions":[
"Vogue",
"People",
"USA Today"
]
"_id":"112244",
"name":"Joan Starr",
"subscriptions":1

上記の例は、customer2 テーブルのスキーマにマッピングされています。
テーブル名

列名

データ型

キー

customer2

カスタマー ID

VARCHAR

PK

customer2

name

VARCHAR

customer2

サブスクリプション

VARCHAR

customer1_subscriptions 仮想テーブルは次のとおりです。
テーブル名

列名

データ型

キー

subscriptions

カスタマー ID

VARCHAR

PK/FK

subscriptions

subscriptions_index_lvl0

BIGINT

PK

subscriptions

値

VARCHAR

カスタマーアドレス

city

VARCHAR

カスタマーアドレス

region (リージョン)

VARCHAR

カスタマーアドレス

country

VARCHAR

カスタマーアドレス

コード

VARCHAR

オブジェクトと配列のデータ型の処理
これまでは、スカラーデータ型のマッピング方法のみについて説明しました。オブジェクトデータ型と配
列データ型は (現在) 仮想テーブルにマッピングされています。JDBC ドライバは、ドキュメント内のオブ
ジェクトまたは配列フィールドを表す仮想テーブルを作成します。マップされた仮想テーブルの名前は、
元のコレクションの名前の後にフィールドの名前をアンダースコア (「_」) で区切って連結します。
ベーステーブルの主キー (「_id」) は、新しい仮想テーブル内の新しい名前を取得し、関連付けられたベー
ステーブルの外部キーとして提供されます。
埋め込み配列型フィールドの場合、配列の各レベルの配列へのインデックスを表すインデックス列が生成
されます。
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埋め込みオブジェクトフィールドの例
ドキュメント内のオブジェクトフィールドの場合、仮想テーブルへのマッピングは JDBC ドライバによっ
て作成されます。
{

}

"Collection: customer",
"_id":"112233",
"name":"George Jackson",
"address":{
"address1":"123 Avenue Way",
"address2":"Apt. 5",
"city":"Hollywood",
"region":"California",
"country":"USA",
"code":"90210"
}

上記の例は、customer テーブルのスキーマにマップします。
テーブル名

列名

データ型

キー

お客様

カスタマー ID

VARCHAR

PK

お客様

name

VARCHAR

顧客アドレス仮想テーブルは次のとおりです。
テーブル名

列名

データ型

キー

カスタマーアドレス

カスタマー ID

VARCHAR

PK/FK

カスタマーアドレス

address1

VARCHAR

カスタマーアドレス

address2

VARCHAR

カスタマーアドレス

city

VARCHAR

カスタマーアドレス

region (リージョン)

VARCHAR

カスタマーアドレス

country

VARCHAR

カスタマーアドレス

コード

VARCHAR

埋め込み配列フィールドの例
ドキュメント内の配列フィールドの場合、JDBC ドライバによって仮想テーブルへのマッピングも作成さ
れます。
{

"Collection: customer1",
"_id":"112233",
"name":"George Jackson",
"subscriptions":[
"Vogue",
"People",
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}

]

"USA Today"

上記の例は、customer1 テーブルのスキーマにマップします。
テーブル名

列名

データ型

キー

customer1

カスタマー ID

VARCHAR

PK

customer1

name

VARCHAR

customer1_subscriptions 仮想テーブルは次のとおりです。
テーブル名

列名

データ型

キー

subscriptions

カスタマー ID

VARCHAR

PK/FK

subscriptions

subscriptions_index_lvl0

BIGINT

PK

subscriptions

値

VARCHAR

カスタマーアドレス

city

VARCHAR

カスタマーアドレス

region (リージョン)

VARCHAR

カスタマーアドレス

country

VARCHAR

カスタマーアドレス

コード

VARCHAR

SQL Support と制限
Amazon DocumentDB JDBC ドライバは、SQL-92 のサブセットといくつかの一般的な拡張をサポートす
る読み取り専用ドライバです。を参照してください。SQL の制限のドキュメントそしてJDBC の制限のド
キュメント詳細については.

トラブルシューティング
Amazon DocumentDB JDBC ドライバの使用に問題がある場合は、トラブルシューティングガイド。
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Amazon DocumentDB のクォータと
制限
このトピックでは、 Amazon DocumentDB (MongoDB 互換で) のためのリソースのクォータ、制限、命名
に関する制約について説明します。
特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) と
Amazon Neptune を用いて共有される運用テクノロジーを使用します。
トピック
• サポートされる インスタンスタイプ (p. 551)
• サポートされるリージョン (p. 552)
• リージョン別クォータ (p. 552)
• 集約の制限 (p. 554)
• クラスターの制限 (p. 554)
• インスタンスの制限 (p. 555)
• 命名に関する制約 (p. 557)
• TTL の制約 (p. 558)

サポートされる インスタンスタイプ
Amazon DocumentDB は、オンデマンドインスタンスと以下のインスタンスタイプをサポートしていま
す。
• メモリ最適化:

• R6G instance types:
db.r6g.large、db.r6g.2xlarge、db.r6g.4xlarge、db.r6g.8xlarge、db.r6g.12xlarge、db.r6g.16
• R5 インスタンスタイプ:
db.r5.large、db.r5.2xlarge、db.r5.4xlarge、db.r5.8xlarge、db.r5.12xlarge、db.r5.16xlarge
db.r5.24xlarge。
• R4 インスタンスタイプ:
db.r4.large、db.r4.2xlarge、db.r4.4xlarge、db.r4.8xlarge、db.r4.16xlarge。
• バースト可能パフォーマンス:
• T4G instance types: db.t4g.medium。
• T3 インスタンスタイプ db.t3.medium。
サポートされているインスタンスのタイプと仕様の詳細については、「インスタンスクラスの仕
様 (p. 326)」を参照してください。
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サポートされるリージョン
Amazon DocumentDB は、次の AWS リージョンで利用できます。
リージョン名

リージョン

アベイラビリティーゾーン (コンピューティング)

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

3

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1

6

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

4

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

3

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1

3

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2

4

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1

3

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2

3

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1

3

カナダ (中部)

ca-central-1

3

中国 (北京) リージョン

cn-north-1

3

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

3

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

3

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

3

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

3

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

3

欧州 (パリ)

eu-west-3

3

AWS GovCloud (US)

us-gov-west-1

3

リージョン別クォータ
特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
と Amazon Neptune を用いて共有される運用テクノロジーを使用します。以下の表では、Amazon
DocumentDB、Amazon RDS、および Neptune の間で共有されているリージョンの制限について説明しま
す。
以下の制限は各リージョンの AWS アカウントごとのものです。

552

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
リージョン別クォータ

Resource

AWS のデフォルトの制限

クラスター

40

クラスターパラメータグループ

50

イベントサブスクリプション

20

インスタンス

40

手動クラスタースナップショット

100

クラスターあたりのリードレプリカ

15

サブネットグループ

50

サブネットグループあたりのサブネット

20

リソースあたりのタグ

50

インスタンスあたりの VPC セキュリティグループ

5

クォータが調整可能な場合は、Service Quotas を使用してクォータの引き上げを要求できます。一部のリ
クエストは自動的に解決され、その他のリクエストは AWS Support に送信されます。AWS Support に送
信されたクォータ引き上げリクエストのステータスを追跡できます。サービスクォータを引き上げるリク
エストは、優先サポートを受けません。緊急のリクエストがある場合は、AWS Support にお問い合わせく
ださい。サービスクォータの詳細については、「Service Quotas とは」を参照してください。

Amazon DocumentDB のクォータの引き上げをリクエストするには
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/servicequotas にある Service Quotas コンソールを開き、必要に応じ
てサインインします。
ナビゲーションペインで、AWS サービス を選択します。
リストから [Amazon DocumentDB] を選択するか、検索フィールドに「Amazon DocumentDB」と入
力します。

4.

クォータが調整可能な場合は、そのラジオボタンまたは名前を選択し、ページの右上にある [クォータ
引き上げリクエスト] を選択します。

5.

[クォータ値を変更] に、新しい値を入力します。新しい値は現在値よりも大きい値である必要があり
ます。

6.

[リクエスト] を選択します。リクエストが解決されると、クォータの [適用されたクォータ値] が新し
い値に設定されます。

7.

保留中または最近解決されたリクエストを表示するには、ナビゲーションペインから [ダッシュボー
ド] を選択します。保留中のリクエストの場合は、リクエストのステータスを選択してリクエスト
の受信をオープンします。リクエストの初期ステータスは Pending です。ステータスが Quota
requested に変わると、AWS Support とケース番号が表示されます。リクエストのチケットを開く
には、ケース番号を選択します。

553

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
集約の制限

集約の制限
以下の表では、Amazon DocumentDB 中の集約の制限について説明します。
Resource

制限

サポートされるステージの最大数

500

クラスターの制限
以下の表は、Amazon DocumentDB クラスターの制限について示しています。
Resource

制限

クラスターサイズ (すべてのコレクションとインデックスの合計)

64 TiB

コレクションサイズ (すべてのコレクションの合計がクラスターの制
限を超えることはできません) - インデックスのサイズは含まれませ
ん

32 TB

クラスターあたりのコレクション数

100,000

クラスターあたりのデータベース数

100,000

データベースサイズ (すべてのデータベースの合計がクラスターの制
限を超えることはできません)
ドキュメントのネストの深さ

64 TiB
100 レベル

ドキュメントサイズ

16 MB

インデックスキーサイズ

2,048 バイト

コレクションごとのインデックス

64

複合インデックスのキー

32

1 回のバッチコマンドでの書き込みの最大数

100,000

クラスターあたりのユーザー数

1000
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インスタンスの制限
以下の表は、インスタンスごとの Amazon DocumentDB の制限について示しています。
インスタンスタイ
プ

インスタンスメモ
リ (GiB)

接続制限

カーソルの制限 (1
分あたり)

オープントランザ
クション制限 (1 分
あたり)

T3.medium 4

500

30

50

T4G.medium 4

500

30

50

1700

450

該当なし

3400

450

該当なし

R4.2xlarge 61

6800人

450

該当なし

R4.4xlarge 122

13600

725

該当なし

R4.8xlarge 288

27200

1450年

該当なし

R4.16xlarge 488

30000

2900

該当なし

R5.large 16

1700

450

200

R5.xlarge 32

3500

450

400

R5.2xlarge 64

7100

450

800

R5.4xlarge 128

14200

760

1600

R5.8xlarge 256

28400

1520年

3200

R5.12xlarge 383

30000

2280

4800

R5.16xlarge 512

30000

3040

6400

R5.24xlarge 768

30000

4560

9600

R6G.large 16

1700

450

200

R6G.xlarge 32

3500

450

400

R6G.2xlarge 64

7100

450

800

R6G.4xlarge 128

14200

760

1600

R6G.8xlarge 256

28400

1520年

3200

R6G.12xlarge 383

30000

2280

4800

R6G.16xlarge 512

30000

3040

6400

R4.large 15.25
R4.xlarge 30.5

次を使用して、インスタンスごとの制限を監視およびアラームできます。 CloudWatch メトリク
ス。Amazon DocumentDBの詳細はこちら CloudWatch 指標、「」を参照してください。CloudWatch によ
る Amazon DocumentDB のモニタリング (p. 426)。
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制限

CloudWatch Metrics

インスタンスメモリ

FreeableMemory

接続

DatabaseConnectionsMax

カーソル

DatabaseCursorsMax

トランザクション

TransactionsOpenMax
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命名に関する制約
次の表に、Amazon DocumentDB の命名に関する制約を示します。
Resource

デフォルトの制限

クラスター識別子

• 長さは、[1 － 63] 個の文字、数
字、またはハイフンです。
• 1 字目は文字である必要がありま
す。
• ハイフンを、文字列の最後に使用
したり、2 つ続けて使用したりする
ことはできません。
• リージョンごと、AWS ごとに、
すべてのクラスター (Amazon
RDS、Amazon Neptune とAmazon
DocumentDBに渡って) で一意にす
る必要があります。

コレクション名: <col>

長さは [1 ～ 57] 文字です。

データベース名: <db>

長さは [1 ～ 63] 文字です。

完全修飾コレクション名: <db>.<col>

長さは [3 ～ 120] 文字です。

完全修飾インデックス名: <db>.<col>.$<index>

長さは [6 ～ 127] 文字です。

インデックス名: <col>$<index>

長さは [3 ～ 63] 文字です。

インスタンス識別子

• 長さは、[1 － 63] 個の文字、数
字、またはハイフンです。
• 1 字目は文字である必要がありま
す。
• ハイフンを、文字列の最後に使用
したり、2 つ続けて使用したりする
ことはできません
• AWS のアカウントごと、リー
ジョンごとに、すべてのクラス
ター (Amazon RDS、Amazon
Neptune、および Amazon
DocumentDB を通して) で一意にす
る必要があります。

マスターパスワード

• [8 ～ 100] バイト長の印刷可能な
ASCII 文字です。
• 以下のものを除く印刷可能な ASCII
文字を使用できます。
• / (スラッシュ)
• " (二重引用符)
• @ (アットマーク)

マスターユーザー名

• [1～16] バイト長の英数字です。
• 1 字目は文字である必要がありま
す。
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Resource

デフォルトの制限
• データベースエンジンの予約語は
使用できません。

パラメーターグループ名

• [1～255] バイト長の英数字です。
• 1 字目は文字である必要がありま
す。
• ハイフンを、文字列の最後に使用
したり、2 つ続けて使用したりする
ことはできません。

TTL の制約
TTL インデックスからの削除は、特定の期間内に保証されるものではなく、ベストエフォートです。イン
スタンスリソースの使用率、ドキュメントサイズ、全体的なスループットなどの要因は、TTL 削除のタイ
ミングに影響を与える可能性があります。
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クエリ
このセクションでは、Amazon DocumentDB でのクエリのすべての側面について説明します。
トピック
• ドキュメントのクエリ (p. 559)
• Amazon DocumentDB を使用した地理空間データのクエリ (p. 561)
• クエリプラン (p. 564)
• 結果の説明 (p. 566)

ドキュメントのクエリ
ときどきオンラインストアのインベントリを検索し、販売商品を顧客が表示して購入できることを確認す
る必要があります。コレクションのクエリは、コレクションのすべてのドキュメントを対象とするか、特
定の条件を満たすドキュメントのみを対象とするかにかかわらず、比較的簡単です。
ドキュメントのクエリを実行するには、find() オペレーションを使用します。この find() コマンドに
は、返すドキュメントを選択するために使用する条件を定義する単一のドキュメントパラメータがありま
す。find() からの出力は、改行のない 1 行のテキストとしてフォーマットされたドキュメントです。読
みやすくするために出力ドキュメントをフォーマットするには、find().pretty() を使用します。この
トピックのすべての例では、.pretty() を使用して出力を書式設定しています。
次のコードサンプルでは、に挿入した 4 つのドキュメントを使用します。example上記の 2 つの演習での
コレクション —insertOne()そしてinsertMany()これは、の「ドキュメントの追加」セクションにあ
ります。ドキュメントでの作業。
トピック
• コレクション内のすべてのドキュメントの取得 (p. 559)
• フィールドの値に一致するドキュメントの取得 (p. 560)
• 埋め込みドキュメントに一致するドキュメントの取得 (p. 560)
• 埋め込まれたドキュメントのフィールド値に一致するドキュメントの取得 (p. 560)
• 配列に一致するドキュメントの取得 (p. 560)
• 配列値に一致するドキュメントの取得 (p. 561)
• 演算子を使用したドキュメントの取得 (p. 561)

コレクション内のすべてのドキュメントの取得
コレクション内のすべてのドキュメントを取得するには、find() オペレーションで、空のクエリドキュ
メントを指定します。
以下のクエリは、example コレクション内のすべてのドキュメントを返します。
db.example.find( {} ).pretty()
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フィールドの値に一致するドキュメントの取得
フィールドおよび値に一致するすべてのドキュメントを取得するには、find() オペレーションで、一致
するフィールドおよび値を識別するクエリドキュメントを指定します。
上記のドキュメントを使用して、このクエリは、「Item」フィールドが「Pen」に等しいすべてのドキュ
メントを返します。
db.example.find( { "Item": "Pen" } ).pretty()

埋め込みドキュメントに一致するドキュメントの取得
埋め込みドキュメントに一致するすべてのドキュメントを検索するには、find() オペレーションで、埋
め込みドキュメントの名前と、その埋め込みドキュメントのすべてのフィールドおよび値を識別するクエ
リドキュメントを指定します。
埋め込みドキュメントに一致するには、そのドキュメントの埋め込みドキュメントの名前が、クエリで指
定した名前と同じであることが必要です。さらに、埋め込みドキュメントのフィールドおよび値も、クエ
リで指定したものと同じであることが必要です。
次のクエリでは、「Poster Paint」ドキュメントのみ返ります。これは、「Pen」の値は「OnHand」
や「MinOnHand」とは異なり、「Spray Paint」には、クエリドキュメントよりもフィールドが 1 つ
(OrderQnty) 多いためです。
db.example.find({"Inventory": {
"OnHand": 47,
"MinOnHand": 50 } } ).pretty()

埋め込まれたドキュメントのフィールド値に一致する
ドキュメントの取得
埋め込みドキュメントに一致するすべてのドキュメントを検索するには、find() オペレーションで、埋
め込みドキュメントの名前と、その埋め込みドキュメントのすべてのフィールドおよび値を識別するクエ
リドキュメントを指定します。
上記のドキュメントでは、以下のようにクエリで「ドット表記」を使用して埋め込みドキュメントと目的
のフィールドを指定しています。埋め込みドキュメント内に他のフィールドがある場合でも、これらに一
致するすべてのドキュメントが返されます。クエリは「Poster Paint」と「Spray Paint」を返します。それ
らはいずれも、指定したフィールドおよび値と一致するためです。
db.example.find({"Inventory.OnHand": 47, "Inventory.MinOnHand": 50 }).pretty()

配列に一致するドキュメントの取得
配列に一致するすべてのドキュメントを検索するには、find() オペレーションで、目的の配列名とその
配列内のすべての値を指定します。クエリは、配列値の名前および順序がクエリで指定したものと一致す
るすべてのドキュメントを返します。
以下のクエリは「Pen」のみを返します。「Poster Paint」では追加の色 (White) があり、「Spray Paint」
では色の順序が異なるためです。
db.example.find( { "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"] } ).pretty()
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配列値に一致するドキュメントの取得
特定の属性配列を含むすべてのドキュメントを見つけるには、find() オペレーションで、目的の配列名
と値を指定します。
db.example.find( { "Colors": "Red" } ).pretty()

上記のオペレーションは、すべてのドキュメントを返します。3 つのドキュメントのそれぞれで、Colors
という配列があり、その配列のどこかに「Red」という値があるためです。値として「White」を指定す
ると、クエリからは「Poster Paint」のみが返されます。

演算子を使用したドキュメントの取得
以下のクエリは、「Inventory.OnHand」値が 50 未満のすべてのドキュメントを返します。
db.example.find(
{ "Inventory.OnHand": { $lt: 50 } } )

サポートされているクエリ演算子のリストについては、「クエリおよびプロジェクション演算
子 (p. 108)」を参照してください。

Amazon DocumentDB を使用した地理空間データ
のクエリ
このセクションでは、Amazon DocumentDB を使用して地理空間データをクエリする方法について説明し
ます。このセクションを読むと、Amazon DocumentDB に地理空間データを格納、クエリ、インデックス
付けする方法について理解することができます。
トピック
• 概要 (p. 1)
• 地理空間データのインデックス作成と格納 (p. 561)
• 地理空間データのクエリ (p. 563)
• 制約事項 (p. 564)

概要
地理空間の一般的なユースケースには、データからの近接解析が含まれます。たとえば、「シアトルから
50マイル以内のすべての空港を検索する」、または「特定の場所から最も近いレストランを探す」などで
す。Amazon DocumentDB は GeoJSON 仕様 を使用して、地理空間データを表します。GeoJSON は、座
標空間内の図形の JSON 形式のためのオープンソース仕様です。GeoJSON 座標は、地球のような球上の
位置を表す経度と緯度の両方をキャプチャします。

地理空間データのインデックス作成と格納
Amazon DocumentDB は、地理空間データを格納するために「ポイント」GeoJSON タイプを使用しま
す。各 GeoJSON ドキュメント (またはサブドキュメント) は、通常 2 つのフィールドで構成されます。
• タイプ - 表される図形。Amazon DocumentDB に「座標」フィールドの解釈方法を知らせます。現時点
では、Amazon DocumentDB はポイントのみをサポートしています
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• 座標 — 配列内のオブジェクトとして表される緯度と経度のペア — [経度、緯度]
Amazon DocumentDB では、2dsphere インデックスを使用して地理空間データのインデックスも使用
します。Amazon DocumentDB はインデックスポイントをサポートしています。Amazon DocumentDB
は、2dsphere インデックスを使用した近接クエリをサポートしています。
フードデリバリーサービスのアプリケーションを構築しているシナリオを考えてみましょう。さまざまな
レストランの緯度と経度のペアを Amazon DocumentDB に保存したい。これを行うには、まず緯度と経度
のペアを保持する [地理空間] フィールドにインデックスを作成することをお勧めします。
use restaurantsdb
db.usarestaurants.createIndex({location:"2dsphere"})

このコマンドの出力は次のようになります。
{

"createdCollectionAutomatically" : true,
"numIndexesBefore" : 1,
"numIndexesAfter" : 2,
"ok" : 1

}

インデックスを作成したら、Amazon DocumentDB コレクションへのデータの挿入をスタートできます。
db.usarestaurants.insert({
"state":"Washington",
"city":"Seattle",
"name":"Thai Palace",
"rating": 4.8,
"location":{
"type":"Point",
"coordinates":[
-122.3264,
47.6009
]
}
});
db.usarestaurants.insert({
"state":"Washington",
"city":"Seattle",
"name":"Noodle House",
"rating": 4.8,
"location":{
"type":"Point",
"coordinates":[
-122.3517,
47.6159
]
}
});
db.usarestaurants.insert({
"state":"Washington",
"city":"Seattle",
"name":"Curry House",
"rating": 4.8,
"location":{
"type":"Point",
"coordinates":[
-121.4517,
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}
});

]

47.6229

地理空間データのクエリ
Amazon DocumentDB は、地理空間データの近接クエリやインクルージョンクエリをサポートしていま
す。近接クエリの良い例は、特定の距離より小さく、別のポイント（都市）からの距離を超えるすべて
のポイント（すべての空港）を検索することです。包含クエリの良い例は、指定されたエリア/ポリゴン
(ニューヨーク州) にあるすべてのポイント (すべての空港) を検索することです。交差点クエリの良い例
は、ポイント（都市）と交差するポリゴン（州）を見つけることです。次の地理空間演算子を使用して、
データからインサイトを得ることができます。
• $nearSphere - $nearSphere は、GeoJSON ポイントから最も近いポイントから最も遠いポイントの
検索をサポートする検索演算子です。
• $geoNear - $geoNear は、GeoJSON ポイントからの距離をメートル単位で計算する集計演算子です。
• $minDistance-$minDistanceと組み合わせて使用される検索演算子です$nearSphereまた
は$geoNear中心点から少なくとも指定された最小距離にあるドキュメントをフィルタリングします。
• $maxDistance-$maxDistanceと組み合わせて使用される検索演算子です$nearSphereまた
は$geoNear中心点から指定された最大距離以下にあるドキュメントをフィルタリングします。
• $geoWithin-$geoWithinは、ポリゴンなどの特定の形状内に完全に存在する地理空間データを含むド
キュメントの検索をサポートする検索演算子です。
• $geoIntersects-$geoIntersects地理空間データが指定された GeoJSON オブジェクトと交差する
ドキュメントの検索をサポートする検索演算子です。

Note
$geoNear そして $nearSphere は、近接クエリで使用する GeoJSON フィールドに 2dsphere
インデックスを必要とします。

例1
この例では、住所 (ポイント) から最も近い距離でソートされたすべてのレストラン (ポイント) を検索する
方法を学習します。
このようなクエリを実行するには、$geoNear を使用して、別のポイントからのポイントのセットの距離
を計算します。また、distanceMultiplier を追加して、距離をキロメートル単位で測定します。
db.usarestaurants.aggregate([
{
"$geoNear":{
"near":{
"type":"Point",
"coordinates":[
-122.3516,
47.6156
]
},
"spherical":true,
"distanceField":"DistanceKilometers",
"distanceMultiplier":0.001
}
}
])
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上記のコマンドでは、指定したポイントからの距離 (最も遠い) でソートされたレストランが返されます。
このコマンドの出力は次のようになります。
{ "_id" : ObjectId("611f3da985009a81ad38e74b"), "state" : "Washington", "city" : "Seattle",
"name" : "Noodle House", "rating" : 4.8, "location" : { "type" : "Point", "coordinates" :
[ -122.3517, 47.6159 ] }, "DistanceKilometers" : 0.03422834547294996 }
{ "_id" : ObjectId("611f3da185009a81ad38e74a"), "state" : "Washington", "city" : "Seattle",
"name" : "Thai Palace", "rating" : 4.8, "location" : { "type" : "Point", "coordinates" :
[ -122.3264, 47.6009 ] }, "DistanceKilometers" : 2.5009390081704277 }
{ "_id" : ObjectId("611f3dae85009a81ad38e74c"), "state" : "Washington", "city" : "Seattle",
"name" : "Curry House", "rating" : 4.8, "location" : { "type" : "Point", "coordinates" :
[ -121.4517, 47.6229 ] }, "DistanceKilometers" : 67.52845344856914 }

例2
この例では、特定の住所 (ポイント) から 2 キロメートル以内のすべてのレストラン (ポイント) を検索する
方法を学習します。このようなクエリを実行するには、GeoJSON ポイントから $nearSphere 最小値以
内および $minDistance 最大値 $maxDistance を使用します。
db.usarestaurants.find({
"location":{
"$nearSphere":{
"$geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[
-122.3516,
47.6156
]
},
"$minDistance":1,
"$maxDistance":2000
}
}
},
{
"name":1
})

上記のコマンドは、指定されたポイントから最大 2 km のレストランを返します。このコマンドの出力は
次のようになります。
{ "_id" : ObjectId("611f3da985009a81ad38e74b"), "name" : "Noodle House" }

制約事項
Amazon DocumentDB は、ポリゴンのクエリやインデックス作成をサポートしていません。 LineString,
MultiPoint, MultiPolygon, MultiLineString、および GeometryCollection。

クエリプラン
クエリプランの executionStats を表示する方法を
教えてください。
クエリの実行速度が予想よりも遅い理由を判断する場合は、クエリプランの executionStats の目
的を理解しておくと役立ちます。executionStats は、特定のステージから返されたドキュメント
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の数 (nReturned)、各ステージで費やされた実行時間 (executionTimeMillisEstimate)、および
クエリプランの生成に要する時間 (planningTimeMillis) を提供します。次のクエリ例に示すよう
に、executionStats の出力から、最も時間がかかるクエリ内のステージを判断して最適化作業を集中
させることができます。executionStats パラメータは、現在 update コマンドと delete コマンドを
サポートしていません。

Note
Amazon DocumentDB は、耐障害性が高い、分散型の自己復旧ストレージシステムを利用する専
用データベースエンジンで MongoDB 3.6 API をエミュレートします。その結果、クエリプランと
の出力はexplain()Amazon DocumentDB と MongoDB では異なる場合があります。クエリプラ
ンを制御する場合は、$hint 演算子を使用して優先インデックスの選択を強制できます。
次のように、explain() コマンドで改善対象のクエリを実行します。
db.runCommand({explain: {query document}}).
explain("executionStats").executionStats;

以下に示しているのは、オペレーションの例です。
db.fish.find({}).limit(2).explain("executionStats");

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
{

"queryPlanner" : {
"plannerVersion" : 1,
"namespace" : "test.fish",
"winningPlan" : {
"stage" : "SUBSCAN",
"inputStage" : {
"stage" : "LIMIT_SKIP",
"inputStage" : {
"stage" : "COLLSCAN"
}
}
}
},
"executionStats" : {
"executionSuccess" : true,
"executionTimeMillis" : "0.063",
"planningTimeMillis" : "0.040",
"executionStages" : {
"stage" : "SUBSCAN",
"nReturned" : "2",
"executionTimeMillisEstimate" : "0.012",
"inputStage" : {
"stage" : "LIMIT_SKIP",
"nReturned" : "2",
"executionTimeMillisEstimate" : "0.005",
"inputStage" : {
"stage" : "COLLSCAN",
"nReturned" : "2",
"executionTimeMillisEstimate" : "0.005"
}
}
}
},
"serverInfo" : {
"host" : "enginedemo",
"port" : 27017,
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}

"version" : "3.6.0"
},
"ok" : 1

上のクエリの executionStats のみを表示する場合は、次のコマンドを使用できます。小規模なコレク
ションで、パフォーマンスの向上がごくわずかである場合、Amazon DocumentDB クエリプロセッサはイ
ンデックスを使用しないように選択することがあります。
db.fish.find({}).limit(2).explain("executionStats").executionStats;

クエリプランのキャッシュ
パフォーマンスを最適化し、計画期間を短縮するために、Amazon DocumentDB はクエリプランを内部的
にキャッシュします。これにより、キャッシュされたプランを使用して、同じ形状のクエリを直接実行で
きます。
ただし、このキャッシュにより、同じクエリに対してランダムな遅延が発生することがあります。たとえ
ば、通常 1 秒かかるクエリの実行には 10 秒かかることがあります。これは、時間の経過とともに、リー
ダーインスタンスがクエリのさまざまな形状をキャッシュし、メモリを消費するためです。このランダム
な速度が発生した場合、メモリを解放するために必要なアクションはありません。システムがメモリ使用
量を管理し、メモリが一定のしきい値に達すると、自動的に解放されます。

結果の説明
クエリプランに関する情報を返す場合、Amazon DocumentDB は冗長モードをサポートしていま
す。queryPlanner。-explain結果は、オプティマイザによって選択されたクエリプランを次のような
形式で返します。
{

}

"queryPlanner" : {
"plannerVersion" : <int>,
"namespace" : <string>,
"winningPlan" : {
"stage" : <STAGE1>,
...
"inputStage" : {
"stage" : <STAGE2>,
...
"inputStage" : {
...
}
}
}
}

以下のセクションでは、共通点を定義します。explain結果。
トピック
• スキャンとフィルタのステージ (p. 567)
• インデックスの交差点 (p. 567)
• インデックス結合 (p. 568)
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• 複数のインデックス交差/ユニオン (p. 568)
• 複合インデックス (p. 569)
• ソートステージ (p. 569)
• グループステージ (p. 569)

スキャンとフィルタのステージ
オプティマイザは、以下のいずれかのスキャンを選択します。
COLSCAN
このステージは、順次収集スキャンです。
{
}

"stage" : "COLLSCAN"

IXSCAN
このステージでは、インデックスキーをスキャンします。オプティマイザはこのステージ内でドキュメン
トを取得し、後でFETCH ステージが追加されることがあります。
db.foo.find({"a": 1})
{
"stage" : "IXSCAN",
"direction" : "forward",
"indexName" : <idx_name>
}

FETCH
オプティマイザが IXSCAN 以外のステージでドキュメントを取得した場合、結果には FETCH ステージが
含まれます。たとえば、上記の IXSCAN クエリでは、FETCH ステージと IXSCAN ステージの組み合わせ
が生成されます。
db.foo.find({"a": 1})
{
"stage" : "FETCH",
"inputStage" : {
"stage" : "IXSCAN",
"indexName" : <idx_name>
}
}

IXONLYSCAN はインデックスキーのみをスキャンします。複合インデックスを作成しても、FETCH は回
避されません。

インデックスの交差点
IXAND
Amazon DocumentDB は、インデックス交差を利用できる場合、IXSCAN の InputStages 配列を持つ
IXAND ステージを含めることができます。たとえば、次のような出力が表示される場合があります。
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{

}

"stage" : "FETCH",
"inputStage" : {
"stage" : "IXAND",
"inputStages" : [
{
"stage" : "IXSCAN",
"indexName" : "a_1"
},
{
"stage" : "IXSCAN",
"indexName" : "b_1"
}
]
}

インデックス結合
イクソール
インデックスの交差と同様に、Amazon DocumentDB にはIXORステージングinputStages[] の配
列$oroperator.
db.foo.find({"$or": [{"a": {"$gt": 2}}, {"b": {"$lt": 2}}]})

上記のクエリでは、explain 出力は次のようになります。
{

}

"stage" : "FETCH",
"inputStage" : {
"stage" : "IXOR",
"inputStages" : [
{
"stage" : "IXSCAN",
"indexName" : "a_1"
},
{
"stage" : "IXSCAN",
"indexName" : "b_1"
}
]
}

複数のインデックス交差/ユニオン
Amazon DocumentDB は、複数のインデックス交差またはユニオンステージを組み合わせて、結果を取得
できます。例:
{

"stage" : "FETCH",
"inputStage" : {
"stage" : "IXOR",
"inputStages" : [
{
"stage" : "IXSCAN",
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},
{

}

}

]

}

...
"stage" : "IXAND",
"inputStages" : [
{
"stage" : "IXSCAN",
...
},
{
"stage" : "IXSCAN",
...
}
]

インデックス交差またはユニオンステージの使用は、インデックスタイプ（スパースやコンパウンドな
ど）の影響を受けません。

複合インデックス
Amazon DocumentDB 複合インデックスの使用は、インデックス付きフィールドの最初のサブセットに限
定されません。接尾辞の部分で index を使用できますが、あまり効率的ではない場合があります。
例えば、の複合指数{ a: 1, b: -1 }は、以下の 3 つのクエリすべてをサポートできます。
db.orders.find( { a: 1 } } )
db.orders.find( { b: 1 } } )
db.orders.find( { a: 1, b: 1 } } )

ソートステージ
要求されたソートキーにインデックスがある場合、DocumentDB はインデックスを使用して順序を取得で
きます。この場合、結果にはSORTステージだが、むしろIXSCANstage。オプティマイザがプレーンソート
を好む場合は、次のようなステージが含まれます。
{

}

"stage" : "SORT",
"sortPattern" : {
"a" : 1,
"b" : -1
}

グループステージ
Amazon DocumentDB は、次の 2 つの異なるグループ戦略をサポートしています。
• AGGREGATE: On disk sort aggregate.
• AGGREGATE: In memory hash aggregate.
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Amazon DocumentDB のトラブル
シューティング
以下のセクションでは、Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) で発生する可能性がある問題をト
ラブルシューティングする方法に関する情報を示します。
トピック
• 接続の問題 (p. 570)
• インデックスの作成 (p. 573)
• パフォーマンスとリソース使用率 (p. 574)

接続の問題
接続に問題がありますか？ 一般的なシナリオと、それらを解決する方法は、次のとおりです。

Amazon DocumentDB エンドポイントConnect できな
い
Amazon DocumentDB に接続しようとすると、以下のような最も一般的なエラーメッセージが表示される
ことがあります。
connecting to: mongodb://docdb-2018-11-08-21-47-27.cluster-ccuszbx3pn5e.us-east1.docdb.amazonaws.com:27017/
2018-11-14T14:33:46.451-0800 W NETWORK [thread1] Failed to connect to
172.31.91.193:27017 after 5000ms milliseconds, giving up.
2018-11-14T14:33:46.452-0800 E QUERY [thread1] Error: couldn't connect to server
docdb-2018-11-08-21-47-27.cluster-ccuszbx3pn5e.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017,
connection attempt failed :
connect@src/mongo/shell/mongo.js:237:13
@(connect):1:6
exception: connect failed

このエラーメッセージは、クライアント (この例では mongo シェル) が Amazon DocumentDB エンドポイ
ントにアクセスできないことを意味します。これには以下のようにいくつかの原因が考えられます。
トピック
• パブリックエンドポイントからの接続 (p. 570)
• リージョン間接続 (p. 571)
• 別のAmazon VPC からの接続 (p. 571)
• セキュリティグループがインバウンド接続をブロックする (p. 572)

パブリックエンドポイントからの接続
ノートパソコンやローカル開発マシンから直接の Amazon DocumentDB クラスターに接続しようとしてい
る。
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ノートパソコンやローカル開発マシンなどのパブリックエンドポイントから Amazon DocumentDB クラス
ターに直接接続しようとしても失敗します。Amazon DocumentDB は仮想プライベートクラウド (VPC) 専
用で、パブリックエンドポイントを現在サポートしていません。したがって、ノートパソコンまたは VPC
の外部のローカル開発環境から直接の Amazon DocumentDB クラスターに接続することはできません。
Amazon VPC の外部から Amazon DocumentDB クラスターに接続するには、SSH トンネルを使用しま
す。詳細については、「Amazon VPC の外部から Amazon DocumentDB クラスターへの接続 (p. 514)」を
参照してください。さらに、開発環境が別の Amazon VPC にある場合は、VPC ピアリングを使用して、
同じリージョンまたは別のリージョンにある別の Amazon DocumentDB クラスターに接続することもでき
ます。

リージョン間接続
別のリージョンの Amazon DocumentDB クラスターに接続しようとしている。
クラスターのリージョン以外のリージョンの Amazon EC2 インスタンスから Amazon DocumentDB クラ
スターに接続しようとすると、たとえば、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) から米国東部 (バー
ジニア北部) リージョン (us-east-1) からクラスターに接続しようとしても失敗します。
Amazon DocumentDB クラスターのリージョンを確認するには、以下のコマンドを実行します。そのリー
ジョンはエンドポイントにあります。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].Endpoint'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

"sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com"

]

EC2 インスタンスのリージョンを確認するには、以下のコマンドを実行します。
aws ec2 describe-instances \
--query 'Reservations[*].Instances[*].Placement.AvailabilityZone'

このオペレーションによる出力は、次のようになります。
[

]

[
]

"us-east-1a"

別のAmazon VPC からの接続
クラスターのデプロイ先のAmazon VPC とは異なる VPC から Amazon DocumentDB クラスターに接続し
ようとしている。
Amazon DocumentDB クラスターと Amazon EC2 インスタンスが両方とも同じにある場合AWS リージョ
ンでは、同じ Amazon VPC 内では、2 つの Amazon VPC 間で VPC ピアリングが有効になっていない限
り、Amazon DocumentDB クラスターに直接接続することはできません。
Amazon DocumentDB インスタンスの Amazon VPC を確認するには、以下のコマンドを実行します。
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aws docdb describe-db-instances \
--db-instance-identifier sample-instance \
--query 'DBInstances[*].DBSubnetGroup.VpcId'

Amazon EC2 インスタンスの Amazon VPC を確認するには、以下のコマンドを実行します。
aws ec2 describe-instances \
--query 'Reservations[*].Instances[*].VpcId'

セキュリティグループがインバウンド接続をブロックする
Amazon DocumentDB クラスターに接続しようとしているが、クラスターのセキュリティグループはクラ
スターのポート (デフォルトポート:27017) でインバウンド接続を許可していない。
Amazon DocumentDB クラスターと Amazon EC2 インスタンスが両方とも同じリージョンと
Amazon VPC 内にあり、同じ Amazon VPC セキュリティグループを使用しているとします。Amazon
DocumentDB クラスターに接続できない場合は、クラスターのセキュリティグループ (ファイアウォール)
で Amazon DocumentDB クラスター用に選択したポート (デフォルトポートは 27017) でインバウンド接
続を許可していないことが原因と考えられます。
Amazon DocumentDB クラスターのポートを確認するには、以下のコマンドを実行します。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Port]'

クラスターの Amazon DocumentDB セキュリティグループを取得するには、以下のコマンドを実行しま
す。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[VpcSecurityGroups[*],VpcSecurityGroupId]'

セキュリティグループのインバウンドルールを確認するには、Amazon EC2 ドキュメントの以下のトピッ
クを参照してください。
• Linux インスタンスのインバウンドトラフィックの承認
• Windows インスタンスのインバウンドトラフィックの承認

Amazon DocumentDB インスタンスへの接続のテスト
一般的な Linux または Windows ツールを使用して、クラスターへの接続をテストできます。
Linux または UNIX のターミナルからは、次のように入力することで接続をテストします (clusterendpoint と port をインスタンスのエンドポイントとポートに置き換えてください)。
nc -zv cluster-endpoint port

サンプルのオペレーションと戻り値の例を次に示します。
nc -zv docdbTest.d4c7nm7stsfc0.us-west-2.docdb.amazonaws.com 27017
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Connection to docdbTest.d4c7nm7stsfc0.us-west-2.docdb.amazonaws.com 27017 port [tcp/*]
succeeded!

無効なエンドポイントへの接続
Amazon DocumentDB クラスターの有効でないクラスターエンドポイントを使用すると、以下のようなエ
ラーが表示されます。
mongo --ssl \
--host sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 \
--sslCAFile rds-combined-ca-bundle.pem \
--username <user-name> \
--password <password>

出力は次のようになります。
MongoDB shell version v3.6
connecting to: mongodb://sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/
2018-11-14T17:21:18.516-0800 I NETWORK [thread1] getaddrinfo("sample-cluster.node.useast-1.docdb.amazonaws.com") failed:
nodename nor servname provided, or not known 2018-11-14T17:21:18.537-0800 E QUERY [thread1]
Error: couldn't initialize
connection to host sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com, address is invalid :
connect@src/mongo/shell/mongo.js:237:13@(connect):1:6
exception: connect failed

クラスターの有効なエンドポイントを取得するには、以下のコマンドを実行します。
aws docdb describe-db-clusters \
--db-cluster-identifier sample-cluster \
--query 'DBClusters[*].[Endpoint,Port]'

インスタンスの有効なエンドポイントを取得するには、以下のコマンドを実行します。
aws docdb describe-db-instances \
--db-instance-identifier sample-instance \
--query 'DBInstances[*].[Endpoint.Address,Endpoint.Port]'

詳細については、「Amazon DocumentDB エンドポイントについて (p. 390)」を参照してください。

インデックスの作成
次のトピックでは、インデックスまたはバックグラウンドインデックスの構築が失敗したときにどうすべ
きかを説明しています。
トピック
• インデックスの構築が失敗する (p. 573)
• バックグラウンドインデックスビルドのレイテンシーの問題と失敗 (p. 574)

インデックスの構築が失敗する
Amazon DocumentDB は、インデックス作成プロセスの一部としてローカルストレージをインスタンス上
で使用します。このディスクの使用状況は、FreeLocalStorageCloudWatch メトリクス (CloudWatch -
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> Metrics -> DocDB -> Instance Metrics). インデックスの構築がすべてのローカルディスクを
消費して失敗すると、エラーが発生します。Amazon DocumentDB にデータを移行する場合は、まずイ
ンデックスを作成してからデータを挿入することをお勧めします。移行戦略とインデックスの作成の詳細
については、を参照してください。Amazon DocumentDB への移行 (p. 123)Amazon DocumentDB のド
キュメントとブログで以下を参照してください。オフラインメソッドを使用して MongoDB から Amazon
DocumentDB に移行する。
既存のクラスターでインデックスを作成するときに、インデックスの構築に予想以上の時間がかかる場
合、または失敗する場合、まずインスタンスをスケールアップし、インデックスの作成後にスケールバッ
クして戻すことが推奨されます。Amazon DocumentDB では、インスタンスサイズを数分単位ですばやく
スケーリングできます。AWS Management ConsoleまたはAWS CLI。詳細については、「インスタンスク
ラスの管理 (p. 322)」を参照してください。秒単位のインスタンス料金によって、使用したリソースの秒
数分のみを支払います。

バックグラウンドインデックスビルドのレイテンシー
の問題と失敗
Amazon DocumentDB のバックグラウンドインデックスビルドは、インデックスビルドが開始される前に
開始されたプライマリインスタンス上のすべてのクエリの実行が完了するまで開始されません。クエリが
長時間実行されている場合、バックグラウンドインデックスビルドはクエリが終了するまでブロックされ
るため、完了までに予想以上に時間がかかることがあります。これは、コレクションが空の場合にも当て
はまります。
フォアグラウンドインデックスビルドは、同じブロッキング動作を示しません。代わりに、フォアグラウ
ンドインデックスビルドは、インデックスのビルドが完了するまで、コレクションを排他的にロックしま
す。したがって、空のコレクションにインデックスを作成し、長時間実行されるクエリでブロックされな
いようにするには、フォアグラウンドインデックスビルドを使用することをお勧めします。

Note
Amazon DocumentDB では、コレクションでバックグラウンドインデックスの作成が 1 つのみ許
可されます。バックグラウンドインデックスの作成中に createIndex() や dropIndex() など
の DDL (データ定義言語) オペレーションが発生すると、バックグラウンドインデックスの作成は
失敗します。

パフォーマンスとリソース使用率
このセクションでは、Amazon DocumentDB デプロイにおける一般的な診断の問題に関する質問と解決
策を示します。提供されている例では mongo シェルを使用し、個々のインスタンスに範囲を設定して
います。インスタンスエンドポイントを見つけるには、「Amazon DocumentDB エンドポイントについ
て (p. 390)」を参照してください 。
トピック
• 長時間実行されているクエリやブロックされているクエリを見つけて終了する方法 (p. 575)
• クエリプランを参照してクエリを最適化する方法 (p. 576)
• インスタンスで実行中のすべての操作をリストする方法 (p. 577)
• クエリが進行するタイミングを知る方法 (p. 579)
• システムの実行速度が突然遅くなった理由を判断する方法 (p. 581)
• 1 つ以上のクラスターインスタンスで CPU 使用率が高くなる原因を特定する方法 (p. 582)
• インスタンスで開いているカーソルを確認する方法 (p. 582)
• 現在の Amazon DocumentDB エンジンのバージョンを確認する方法 (p. 583)
• 未使用のインデックスを識別する方法 (p. 583)
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• 欠落しているインデックスを識別する方法 (p. 584)
• 便利なクエリの概要 (p. 585)

長時間実行されているクエリやブロックされているク
エリを見つけて終了する方法
ユーザークエリの実行は、最適でないクエリプランのために遅くなることも、リソースの競合のためにブ
ロックされる可能性もあります。
クエリプランが最適でないために長時間実行されているクエリ、またはリソースの競合のためにブロック
されているクエリを見つけるには、currentOp コマンドを使用します。コマンドをフィルタリングする
と、終了する関連クエリのリストを絞り込むことができます。クエリを終了できるようにするには、長時
間実行されているクエリに opid を関連付ける必要があります。
次のクエリでは、currentOp コマンドを使用して、ブロックされている、または 10 秒以上実行されてい
るクエリをすべてリストします。
db.adminCommand({
aggregate: 1,
pipeline: [
{$currentOp: {}},
{$match:
{$or: [
{secs_running: {$gt: 10}},
{WaitState: {$exists: true}}]}},
{$project: {_id:0, opid: 1, secs_running: 1}}],
cursor: {}
});

次に、クエリを絞り込み、10 秒以上実行されているクエリの opid を見つけて終了できます。

10 秒以上実行されているクエリを見つけ出して終了するには
1.

クエリの opid を見つけます。
db.adminCommand({
aggregate: 1,
pipeline: [
{$currentOp: {}},
{$match:
{$or:
[{secs_running: {$gt: 10}},
{WaitState: {$exists: true}}]}}],
cursor: {}
});

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"waitedMS" : NumberLong(0),
"cursor" : {
"firstBatch" : [
{
"opid" : 24646,
"secs_running" : 12
}
],
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"id" : NumberLong(0),
"ns" : "admin.$cmd"

}

2.

},
"ok" : 1

killOp オペレーションを使用してクエリを終了します。
db.adminCommand({killOp: 1, op: 24646});

クエリプランを参照してクエリを最適化する方法
クエリの実行が遅い場合は、関連するドキュメントを選択するためにクエリの実行でコレクションのフ
ルスキャンが必要である可能性があります。場合によっては、適切なインデックスの作成により、クエ
リの実行を高速化できます。このシナリオを検出し、インデックスを作成するフィールドを決定するに
は、explain コマンドを使用します。

Note
Amazon DocumentDB は、耐障害性が高い、分散型の自己復旧ストレージシステムを利用する専
用データベースエンジンで MongoDB 3.6 API をエミュレートします。その結果、クエリプラン
とexplain()Amazon DocumentDB と MongoDB では異なる場合があります。クエリプランを制
御する場合は、$hint 演算子を使用して優先インデックスの選択を強制できます。
次のように、explain コマンドで改善対象のクエリを実行します。
db.runCommand({explain: {<query document>}})

以下に示しているのは、オペレーションの例です。
db.runCommand({explain:{
aggregate: "sample-document",
pipeline: [{$match: {x: {$eq: 1}}}],
cursor: {batchSize: 1}}
});

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

"queryPlanner" : {
"plannerVersion" : 1,
"namespace" : "db.test",
"winningPlan" : {
"stage" : "COLLSCAN"
}
},
"serverInfo" : {
"host" : "...",
"port" : ...,
"version" : "..."
},
"ok" : 1

前述の出力は、$match ステージでコレクション全体をスキャンし、各ドキュメントのフィールド "x" が
1 に等しいかどうか確認する必要があることを示しています。コレクションに多くのドキュメントがある
場合、コレクションのスキャン（および全体的なクエリのパフォーマンス）は非常に低速になります。し
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たがって、explain コマンドの出力に "COLLSCAN" が存在することは、適切なインデックスを作成する
ことで、クエリのパフォーマンスを向上できることを示します。
この例では、クエリはすべてのドキュメントでフィールド "x" が 1 と等しいかどうかを確認します。した
がって、フィールド "x" でインデックスを作成すると、クエリは完全なコレクションスキャンを回避し、
インデックスを使用して関連ドキュメントをより早く返すことができます。
フィールド "x" でインデックスを作成した後、explain 出力は次のようになります。
{

}

"queryPlanner" : {
"plannerVersion" : 1,
"namespace" : "db.test",
"winningPlan" : {
"stage" : "IXSCAN",
"indexName" : "x_1",
"direction" : "forward"
}
},
"serverInfo" : {
"host" : "...",
"port" : ...,
"version" : "..."
},
"ok" : 1

フィールド "x" にインデックスを作成すると、$match ステージはインデックススキャンを使用して、述
語 "x = 1" を評価する必要があるドキュメントの数を減らすことができます。
小規模なコレクションで、パフォーマンスの向上がごくわずかである場合、Amazon DocumentDB クエリ
プロセッサはインデックスを使用しないことがあります。

インスタンスで実行中のすべての操作をリストする方
法
ユーザーまたはマスターユーザーは、診断およびトラブルシューティングの目的で、インスタンスで実
行されている現在のすべての操作を頻繁にリストします。（ユーザーの管理の詳細については、Amazon
DocumentDB イベントの管理 (p. 169) を参照してください。）
の使用mongoシェルで、次のクエリを使用して、Amazon DocumentDB インスタンスで実行中のすべての
オペレーションをリストできます。
db.adminCommand({currentOp: 1, $all: 1});

クエリは、インスタンス上で現在動作しているすべてのユーザークエリと内部システムタスクの完全なリ
ストを返します。
このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"inprog" : [
{
"desc" : "INTERNAL"
},
{
"desc" : "TTLMonitor",
"active" : false
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},
{
},
{

}

"desc" : "GARBAGE_COLLECTION"
"client" : ...,
"desc" : "Conn",
"active" : true,
"killPending" : false,
"opid" : 195,
"ns" : "admin.$cmd",
"command" : {
"currentOp" : 1,
"$all" : 1
},
"op" : "command",
"$db" : "admin",
"secs_running" : 0,
"microsecs_running" : NumberLong(68),
"clientMetaData" : {
"application" : {
"name" : "MongoDB Shell"
},
"driver" : {
...
},
"os" : {
...
}

}
}],
"ok" : 1

次に示すのは、"desc" フィールドの有効な値です。
• INTERNAL— カーソルのクリーンアップや古いユーザーのクリーンアップタスクなどの内部システムタ
スク。
• TTLMonitor— 有効期限 (TTL) モニタリングスレッド。その実行ステータスが "active" フィールド
に反映されています。
• GARBAGE_COLLECTION— 内部ガベージコレクタースレッド。最大 3 つのガベージコレクタースレッド
をシステムで同時に実行できます。
• CONN— ユーザーのクエリ。
• CURSOR— 操作は、ユーザーが「getMore」コマンドを呼び出して次の結果のバッチを取得するのを待っ
ているアイドルカーソルです。この状態では、カーソルはメモリを消費していますが、計算は消費され
ません。
前の出力では、システムで実行されているすべてのユーザークエリもリストされます。各ユーザークエリ
はデータベースとコレクションのコンテキストで実行され、これらの 2 つを統合したものが、名前空間と
呼ばれます。各ユーザークエリの名前空間は、"ns" フィールドで利用できます。
特定の名前空間で実行されているすべてのユーザークエリをリストする必要がある場合があります。した
がって、前の出力は "ns" フィールドでフィルタリングする必要があります。次にフィルター処理の出力
を達成するためのクエリの例を示します。クエリは、データベース "db" とコレクション "test"（つま
り、"db.test" 名前空間）で現在実行されているすべてのユーザークエリをリストします。
db.adminCommand({aggregate: 1,
pipeline: [{$currentOp: {allUsers: true, idleConnections: true}},
{$match: {ns: {$eq: "db.test"}}}],
cursor: {}
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});

システムのマスターユーザーは、すべてのユーザーのクエリと、すべての内部システムタスクを表示でき
ます。他のすべてのユーザーは、各自のクエリのみを表示できます。
クエリと内部システムタスクの合計数が、デフォルトのバッチカーソルサイズを超えている場合、mongo
シェルは残りの結果を表示するイテレーターオブジェクト 'it' を自動的に生成します。すべての結果が
なくなるまで、コマンド 'it' の実行を継続します。

クエリが進行するタイミングを知る方法
ユーザーのクエリは、最適とはいえないクエリプランが原因で実行速度が遅くなったり、リソースの競合
が原因でブロックされたりすることがあります。このようなクエリのデバッグは複数ステップのプロセス
であり、同じステップを複数回実行することが必要になる場合があります。
デバッグの最初のステップでは、長時間実行されているか、ブロックされているすべてのクエリをリスト
します。次のクエリは、10 秒以上実行されているか、リソースを待機しているすべてのユーザークエリを
リストします。
db.adminCommand({aggregate: 1,
pipeline: [{$currentOp: {}},
{$match: {$or: [{secs_running: {$gt: 10}},
{WaitState: {$exists: true}}]}},
{$project: {_id:0,
opid: 1,
secs_running: 1,
WaitState: 1,
blockedOn: 1,
command: 1}}],
cursor: {}
});

前述のクエリを定期的に繰り返して、クエリのリストが変更されているかどうかを確認し、実行時間が長
いクエリまたはブロックされているクエリを識別します。
対象のクエリの出力ドキュメントに WaitState フィールドがある場合、クエリの実行が低速であるかブ
ロックされている理由は、リソースの競合であることを示しています。リソースの競合は、I/O、内部シス
テムタスク、またはその他のユーザークエリが原因である可能性があります。
このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

}

"waitedMS" : NumberLong(0),
"cursor" : {
"firstBatch" : [
{
"opid" : 201,
"command" : {
"aggregate" : ...
},
"secs_running" : 208,
"WaitState" : "IO"
}
],
"id" : NumberLong(0),
"ns" : "admin.$cmd"
},
"ok" : 1
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同じインスタンスで同時に実行されているさまざまなコレクションで多くのクエリが実行されているか、
クエリを実行中のデータセットのインスタンスサイズが小さすぎると、I/O がボトルネックとなる場合が
あります。クエリが読み取り専用クエリである場合、各コレクションのクエリを別々のレプリカに分離す
ることで、以前の状況を軽減できます。さまざまなコレクション間で同時更新を行う場合、またはデータ
セットに対するインスタンスサイズが小さすぎる場合の軽減策は、インスタンスをスケールアップするこ
とです。
リソースの競合の原因が他のユーザークエリである場合、出力ドキュメントの "blockedOn" フィールド
に、このクエリに影響しているクエリの "opid" が含まれます。"opid" を使用して、すべてのクエリの
"WaitState" および "blockedOn" フィールドのチェーンに従って、チェーンの先頭にあるクエリを調
べます。
チェーンの先頭にあるタスクが内部タスクである場合の唯一の緩和策は、クエリを終了し、後で再実行す
ることです。
以下は、検索クエリが別のタスクによって所有されているコレクションロックでブロックされるサンプル
出力です。
{

"inprog" : [
{
"client" : "...",
"desc" : "Conn",
"active" : true,
"killPending" : false,
"opid" : 75,
"ns" : "...",
"command" : {
"find" : "...",
"filter" : {

},
{
},
{

],

}

}
},
"op" : "query",
"$db" : "test",
"secs_running" : 9,
"microsecs_running" : NumberLong(9449440),
"threadId" : 24773,
"clientMetaData" : {
"application" : {
"name" : "MongoDB Shell"
},
"driver" : {
...
},
"os" : {
...
}
},
"WaitState" : "CollectionLock",
"blockedOn" : "INTERNAL"
"desc" : "INTERNAL"
"client" : "...",
...
"command" : {
"currentOp" : 1
},
...
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}

"ok" : 1

"WaitState" の値が "Latch"、"SystemLock"、"BufferLock"、"BackgroundActivity"、ま
たは "Other" の場合、リソース競合の原因は内部システムタスクにあります。この状態が長時間続く場
合、唯一の緩和策は、クエリを終了し、後で再実行することです。

システムの実行速度が突然遅くなった理由を判断する
方法
以下にシステムの速度が低下する一般的な理由を示します。
• 同時クエリ間の過剰なリソースの競合
• 時間の経過とともに増加するアクティブな同時クエリの数
• "GARBAGE_COLLECTION" などの内部システムタスク
時間の経過とともにシステムの使用状況をモニタリングするには、以下の "currentOp" クエリを定期的
に実行し、外部ストアに結果を出力します。クエリは、システムの各名前空間内のクエリとオペレーショ
ンの数をカウントします。次に、システムの使用状況の結果を分析し、システムへの負荷を把握して適切
なアクションを行うことができます。
db.adminCommand({aggregate: 1,
pipeline: [{$currentOp: {allUsers: true, idleConnections: true}},
{$group: {_id: {desc: "$desc", ns: "$ns", WaitState:
"$WaitState"}, count: {$sum: 1}}}],
cursor: {}
});

このクエリは、各名前空間で実行されているすべてのクエリとすべての内部システムタスクの合計を返し
ます。また、名前空間ごとに存在する場合は、待機状態の一意の数を返します。
このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{

"waitedMS" : NumberLong(0),
"cursor" : {
"firstBatch" : [
{
"_id" : {
"desc" : "Conn",
"ns" : "db.test",
"WaitState" : "CollectionLock"
},
"count" : 2
},
{
"_id" : {
"desc" : "Conn",
"ns" : "admin.$cmd"
},
"count" : 1
},
{
"_id" : {
"desc" : "TTLMonitor"
},
"count" : 1
}
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"id" : NumberLong(0),
"ns" : "admin.$cmd"

}

},
"ok" : 1

上記の出力では、コレクションロックでブロックされている名前空間 "db.test" に 2 つのユーザークエ
リ、名前空間 "admin.$cmd" に 1 つのクエリ、および 1 つの内部 "TTLMonitor" タスクがあります。
出力が、ブロック待機状態の多くのクエリを示す場合は、「長時間実行されているクエリやブロックされ
ているクエリを見つけて終了する方法 (p. 575)」を参照してください。

1 つ以上のクラスターインスタンスで CPU 使用率が
高くなる原因を特定する方法
以下のセクションは、インスタンスの CPU 使用率が高い原因を特定するのに役立ちます。結果は、ワー
クロードによって異なります。
• インスタンスが突然遅くなる原因を特定するには、「システムの実行速度が突然遅くなった理由を判断
する方法 (p. 581)」を参照してください。
• 特定のインスタンスで長時間実行されるクエリを特定して終了するには、「長時間実行されているクエ
リやブロックされているクエリを見つけて終了する方法 (p. 575)」を参照してください。
• クエリが進行中かどうかを理解するには、「クエリが進行するタイミングを知る方法 (p. 579)」を参照
してください。
• クエリの実行に時間がかかる理由を確認するには、「クエリプランを参照してクエリを最適化する方
法 (p. 576)」を参照してください。
• 実行時間が長いクエリを長期間にわたって追跡するには、「Amazon DocumentDB オペレーションのプ
ロファイリング (p. 439)」を参照してください 。
インスタンスの CPU 使用率が高い理由に応じて、以下の 1 つ以上の操作を行うと役立ちます。
• プライマリインスタンスで高い CPU 使用率が示され、レプリカインスタンスではそうではない場合、
クライアントの読み込み優先設定（secondaryPreferred など）を使用してレプリカ間で読み込み
トラフィックを分散することを検討してください。詳細については、「レプリカセットとしてAmazon
DocumentDB に接続する (p. 511)」を参照してください。
レプリカを読み込みに使用すると、プライマリインスタンスでより多くの書き込みトラフィックを処理
できるようになり、クラスターのリソースをより有効に活用できます。レプリカからの読み込みには結
果整合性があります。
• CPU 使用率が高いことが書き込みワークロードの結果である場合、クラスターのインスタンスのサイズ
をより大きいインスタンスタイプに変更すると、ワークロードに対応する CPU コアの数が増えます。
詳細については、「インスタンス (p. 3)」および「インスタンスクラスの仕様 (p. 326)」を参照してくだ
さい。
• すべてのクラスターインスタンスで高い CPU 使用率が示され、ワークロードでレプリカが読み取り
に使用されている場合、クラスターにレプリカを追加すると、読み取りトラフィックに使用できるリ
ソースが増えます。詳細については、「Amazon DocumentDB インスタンスをクラスターに追加す
る (p. 328)」を参照してください。

インスタンスで開いているカーソルを確認する方法
Amazon DocumentDB インスタンスに接続している場合、次のコマンドを使用できま
す。db.runCommand("listCursors")をクリックして、そのインスタンスで開いているカーソルを一
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覧表示します。インスタンスタイプに応じて、特定の Amazon DocumentDB インスタンスで、特定の時
間に開くことができるアクティブカーソルの数は 4,560 個に制限されています。通常、カーソルはインス
タンスのリソースを消費し、開いている数に上限があるため、不要になったカーソルは閉じることをお勧
めします。「」を参照してください。Amazon DocumentDB のクォータと制限 (p. 551)特定の制限につい
て。
db.runCommand("listCursors")

現在の Amazon DocumentDB エンジンのバージョン
を確認する方法
現在の Amazon DocumentDB エンジンのバージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。
db.runCommand({getEngineVersion: 1})

このオペレーションによる出力は、次のようになります (JSON 形式)。
{ "engineVersion" : "2.x.x", "ok" : 1 }

Note
Amazon DocumentDB 3.6のエンジンバージョンは1.x.x、Amazon DocumentDB 4.0のエンジン
バージョンは2.x.xである。

未使用のインデックスを識別する方法
パフォーマンスを向上させ、コストを削減するために、ベストプラクティスとして、未使用のインデック
スを定期的に識別して削除することをお勧めします。インデックスを維持するために不必要なコンピュー
ティング、ストレージ、I/O が使用されなくなるためです。特定のコレクションのインデックスを識別する
には、次のコマンドを実行します。
db.collection.getIndexes()

インデックスが使用されているかどうかを識別するには、次のコマンドを実行します。コマンドの出力で
は、次のことがわかります。
db.collection.aggregate([{$indexStats:{}}]).pretty()

• opsインデックスを使用したオペレーションの数。ワークロードが十分に長時間実行されており、ワー
クロードが安定していることがはっきりわかる場合、ops 値 0 は、インデックスがまったく使用されて
いないことを示しています。
• since— インデックス使用状況に関する統計情報の収集がにより開始されてからの時間。通常は、前回
のデータベース再起動またはメンテナンスアクション以降の値です。
コレクションの全体的なインデックスサイズを確認するには、次のコマンドを実行します。
db.collection.stats()

未使用のインデックスを削除するには、次のコマンドを実行します。
db.collection.dropIndex("indexName")
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欠落しているインデックスを識別する方法
♪低速なクエリをログに記録する Amazon DocumentDB プロファイラ。低速なクエリのログに繰り返し現
れるクエリがある場合、そのクエリのパフォーマンスを向上させるために追加のインデックスが必要であ
ることを示している可能性があります。
少なくとも 1 つの COLLSCAN ステージで実行される 1 つ以上のステージを持つ長時間実行クエリ (つま
り、クエリのステージは、クエリへのレスポンスを生成するために、コレクション内のすべてのドキュメ
ントを読み取る必要がある) を探すと、どのインデックスが役に立つ可能性があるかを見分けることがで
きます。
次の例は、大規模なコレクションで実行されたタクシー乗車のコレクションに対するクエリを示していま
す。
db.rides.count({"fare.totalAmount":{$gt:10.0}}))

この例を実行するには、fare.totalAmount フィールドにインデックスがないため、クエリはコレク
ションスキャン (つまり、コレクション内のすべてのドキュメントを読み込む) を実行する必要がありまし
た。このクエリの Amazon DocumentDB プロファイラからの出力は、次のようになります。
{

}

...
"cursorExhausted": true,
"nreturned": 0,
"responseLength": 0,
"protocol": "op_query",
"millis": 300679,
"planSummary": "COLLSCAN",
"execStats": {
"stage": "COLLSCAN",
"nReturned": "0",
"executionTimeMillisEstimate": "300678.042"
},
"client": "172.31.5.63:53878",
"appName": "MongoDB Shell",
"user": "example"

この例のクエリを高速化するには、以下に示すように fare.totalAmount にインデックスを作成しま
す。
db.rides.createIndex( {"fare.totalAmount": 1}, {background: true} )

Note
フォアグラウンドで作成されたインデックス (つまり、インデックスの作成時に
{background:true} オプションが指定されなかった場合) は、排他的な書き込みロックを
使用します。これにより、インデックス構築が完了するまでアプリケーションがコレクショ
ンにデータを書き込めなくなります。本番稼働クラスターでインデックスを作成する場合は、
このような影響が生じる可能性がある点に注意してください。インデックスを作成するとき
は、{background:true} を設定することをお勧めします。
一般に、カーディナリティが高いフィールド (たとえば、多数の一意の値) でインデックスを作成します。
カーディナリティの低いフィールドにインデックスを作成すると、使用されないインデックスが大きくな
ることがあります。Amazon DocumentDB オプティマイザは、クエリプランの作成時に、コレクション全
体のサイズとインデックスの選択性を考慮します。インデックスが存在する場合でも、クエリプロセッサ
が COLLSCAN を選択することがあります。これは、インデックスを利用しても、コレクション全体をス
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キャンした場合よりパフォーマンスが高くならないとクエリプロセッサが推定したときに発生します。特
定のインデックスの利用をクエリプロセッサに強制する場合、以下に示すように、hint() 演算子を使用
できます。
db.collection.find().hint("indexName")

便利なクエリの概要
以下のクエリは、Amazon DocumentDB のパフォーマンスとリソース使用率をモニタリングするのに役立
ちます。
• 次のクエリを使用して、すべてのアクティビティをリストします。
db.adminCommand({currentOp: 1, $all: 1});

• 次のコードは、実行時間が長いクエリまたはブロックされたすべてのクエリをリストします。
db.adminCommand({aggregate: 1,
pipeline: [{$currentOp: {}},
{$match: {$or: [{secs_running: {$gt: 10}},
{WaitState: {$exists: true}}]}},
{$project: {_id:0,
opid: 1,
secs_running: 1,
WaitState: 1,
blockedOn: 1,
command: 1}}],
cursor: {}
});

• 次のコードは、クエリを終了します。
db.adminCommand({killOp: 1, op: <opid of running or blocked query>});

• 次のコードを使用して、システム状態の集約ビューを取得します。
db.adminCommand({aggregate: 1,
pipeline: [{$currentOp: {allUsers: true, idleConnections: true}},
{$group: {_id: {desc: "$desc", ns: "$ns", WaitState:
"$WaitState"}, count: {$sum: 1}}}],
cursor: {}
});
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Amazon DocumentDB クラスター、
インスタンス、およびリソース管理
API リファレンス
このセクションでは、HTTP を介してアクセスできるの Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) の
クラスター、インスタンス、およびリソース管理オペレーションについて説明します。AWS Command
Line Interface(AWS CLI)、またはAWSSDK。これらの API を使用して、クラスターおよびインスタンスの
作成、削除、および変更を行うことができます。

Important
これらの API は、クラスター、インスタンス、および関連リソースの管理にのみ使用されます。
実行中の Amazon DocumentDB クラスターに接続する方法については、「」を参照してくださ
い。入門ガイド (p. 33)。
トピック
• アクション (p. 586)
• データ型 (p. 720)
• 一般的なエラー (p. 772)
• 共通パラメータ (p. 774)

アクション
以下のアクションがサポートされています。
• AddSourceIdentifierToSubscription (p. 588)
• AddTagsToResource (p. 590)
• ApplyPendingMaintenanceAction (p. 592)
• CopyDBClusterParameterGroup (p. 594)
• CopyDBClusterSnapshot (p. 596)
• CreateDBCluster (p. 600)
• CreateDBClusterParameterGroup (p. 606)
• CreateDBClusterSnapshot (p. 608)
• CreateDBInstance (p. 610)
• CreateDBSubnetGroup (p. 615)
• CreateEventSubscription (p. 617)
• CreateGlobalCluster (p. 620)
• DeleteDBCluster (p. 623)
• DeleteDBClusterParameterGroup (p. 625)
• DeleteDBClusterSnapshot (p. 627)
• DeleteDBInstance (p. 629)
• DeleteDBSubnetGroup (p. 631)
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• DeleteEventSubscription (p. 633)
•
•
•
•
•

DeleteGlobalCluster (p. 635)
DescribeCertificates (p. 637)
DescribeDBClusterParameterGroups (p. 639)
DescribeDBClusterParameters (p. 641)
DescribeDBClusters (p. 643)

• DescribeDBClusterSnapshotAttributes (p. 645)
• DescribeDBClusterSnapshots (p. 647)
• DescribeDBEngineVersions (p. 650)
• DescribeDBInstances (p. 653)
• DescribeDBSubnetGroups (p. 655)
• DescribeEngineDefaultClusterParameters (p. 657)
• DescribeEventCategories (p. 659)
• DescribeEvents (p. 661)
• DescribeEventSubscriptions (p. 664)
• DescribeGlobalClusters (p. 666)
• DescribeOrderableDBInstanceOptions (p. 668)
• DescribePendingMaintenanceActions (p. 671)
• FailoverDBCluster (p. 673)
• ListTagsForResource (p. 675)
• ModifyDBCluster (p. 677)
• ModifyDBClusterParameterGroup (p. 682)
• ModifyDBClusterSnapshotAttribute (p. 684)
• ModifyDBInstance (p. 686)
• ModifyDBSubnetGroup (p. 691)
• ModifyEventSubscription (p. 693)
• ModifyGlobalCluster (p. 695)
• RebootDBInstance (p. 697)
• RemoveFromGlobalCluster (p. 699)
• RemoveSourceIdentifierFromSubscription (p. 701)
• RemoveTagsFromResource (p. 703)
• ResetDBClusterParameterGroup (p. 705)
• RestoreDBClusterFromSnapshot (p. 707)
• RestoreDBClusterToPointInTime (p. 712)
• StartDBCluster (p. 717)
• StopDBCluster (p. 719)
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AddSourceIdentifierToSubscription
既存のイベント通知サブスクリプションにソース識別子を追加します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SourceIdentifier
追加されるイベントソースの識別子:
• ソースタイプがインスタンスである場合は、DBInstanceIdentifierを指定する必要がありま
す。
• ソースタイプがセキュリティグループである場合は、DBSecurityGroupNameを指定する必要があ
ります。
• ソースタイプがパラメータグループである場合は、DBParameterGroupNameを指定する必要があ
ります。
• ソースタイプがスナップショットである場合は、DBSnapshotIdentifierを指定する必要があり
ます。
Type: 文字列
: 必須 はい
SubscriptionName
ソース識別子を追加する Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
EventSubscription
サブスクライブしたイベントの詳細情報。
型: EventSubscription (p. 752) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
SourceNotFound
リクエストされたソースが見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404
SubscriptionNotFound
サブスクリプション名が存在しません。
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HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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AddTagsToResource
Amazon DocumentDB リソースにメタデータタグを追加します。これらのタグをコスト配分レポートで使
用して、Amazon DocumentDB リソースに関連付けられているコストを追跡したり、ConditionA 内のス
テートメントAWS Identity and Access ManagementAmazon DocumentDB の (IAM) ポリシー。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
ResourceName
タグが追加された Amazon DocumentDB リソース。この値は Amazon リソースネーム。
Type: 文字列
必須: はい
Tags.Tag.N
Amazon DocumentDB リソースに割り当てられるタグ。
Type: の配列Tag (p. 770)オブジェクト
必須: はい

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierが既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifierが既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSnapshotNotFound
DBSnapshotIdentifierが既存のスナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
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• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ApplyPendingMaintenanceAction
保留中のメンテナンスアクションをリソース (たとえば Amazon DocumentDB インスタンス) に適用しま
す。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
ApplyAction
このリソースに適用する保留中のメンテナンスアクション。
有効な値: system-update、db-upgrade
Type: 文字列
必須: はい
OptInType
オプトインリクエストのタイプを指定するか、オプトインクエストを元に戻す値。タイプが
immediate のオプトインリクエストは元に戻すことができません。
有効な値:
• immediate - メンテナンスアクションをすぐに適用します。
• next-maintenance - リソースの次のメンテナンスウィンドウ中にメンテナンスアクションを適用
します。
• undo-opt-in - 既存の next-maintenance オプトインリクエストをキャンセルします。
Type: 文字列
必須: はい
ResourceIdentifier
保留中のアクションが適用されるリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
ResourcePendingMaintenanceActions
の出力を表しますApplyPendingMaintenanceAction (p. 592)。
型: ResourcePendingMaintenanceActions (p. 768) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
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InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundFault
指定されたリソース ID は見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CopyDBClusterParameterGroup
指定されたクラスターパラメータグループをコピーします。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SourceDBClusterParameterGroupIdentifier
識別子またはソースクラスターパラメータグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
制約:
• 有効なクラスターパラメータグループを指定する必要があります。
• ソースクラスタパラメータグループが同じに属している場合AWS リージョンコピーとして、有効な
パラメータグループ識別子を指定します。たとえば、my-db-cluster-param-group、または有
効な ARN。
• ソースパラメータグループが別のパラメータグループに属している場合AWS リージョンコピーよ
りも、有効なクラスタパラメータグループ ARN を指定します。たとえば、arn:aws:rds:useast-1:123456789012:sample-cluster:sample-parameter-group。
Type: 文字列
必須: はい
TargetDBClusterParameterGroupDescription
コピーされたクラスターパラメータグループの説明。
Type: 文字列
必須: はい
TargetDBClusterParameterGroupIdentifier
コピーされたクラスターパラメータグループの識別子。
制約:
• null、空、または空白にすることはできません。
• 1 ～ 255 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster-param-group1
Type: 文字列
必須: はい
Tags.Tag.N
パラメータグループに割り当てられるタグ。
Type: の配列Tag (p. 770)オブジェクト
必須: いいえ
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レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループに関する詳細情報。
型: DBClusterParameterGroup (p. 731) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupAlreadyExists
同じ名前がすでに存在するパラメータ。
HTTP ステータスコード: 400
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupNameは、既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBParameterGroupQuotaExceeded
このリクエストは、許可されたパラメータグループの数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CopyDBClusterSnapshot
クラスターのスナップショットをコピーします。
共有手動クラスタースナップショットからクラスタースナップショットをコピーするに
は、SourceDBClusterSnapshotIdentifier共有クラスタースナップショットの Amazon リソース
ネーム (ARN) であることが必要です。共有 DB クラスタースナップショットは、暗号化されているかどう
かにかかわらず、コピーのみ行うことができます。AWS リージョン。
コピーオペレーションが進行中にキャンセルするには、で識別されるターゲットクラスタースナップ
ショットを削除します。TargetDBClusterSnapshotIdentifierそのクラスタースナップショット
がコピーstatus。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SourceDBClusterSnapshotIdentifier
コピーするクラスタースナップショットの識別子。このパラメータは大文字と小文字が区別されませ
ん。
制約:
• [available (使用可能)] 状態の有効なシステムスナップショットを指定する必要があります。
• ソーススナップショットが同じ内にある場合AWS リージョンコピーとして、有効なスナップショッ
ト識別子を指定します。
• スナップショットのコピー元とコピー先が異なるAWS リージョンコピー先よりも有効なクラスター
スナップショット ARN を指定します。
例: my-cluster-snapshot1
Type: 文字列
: 必須 はい
TargetDBClusterSnapshotIdentifier
ソースクラスタースナップショットから作成する新しいクラスタースナップショットの識別子。この
パラメータは大文字と小文字が区別されません。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster-snapshot2
Type: 文字列
: 必須 はい
CopyTags
に設定するtrueコピー元クラスタースナップショットからターゲットクラスタースナップショットに
すべてのタグをコピーする。false。デフォルトは false です。
Type: [Boolean] (ブール値)
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: 必須 いいえ
KmsKeyId
-AWS KMS暗号化されたクラスタースナップショットのキー ID。AWS KMS キー ID は、AWS KMS
暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN)、AWS KMS キー識別子、または AWS KMS キーエイリ
アスです。
暗号化されたクラスタースナップショットをAWS アカウントに値を指定できます。KmsKeyId新しい
でコピーを暗号化するにはAWS KMS暗号化キー。に値を指定しなかった場合KmsKeyIdを選択する
と、クラスタースナップショットのコピーが同じで暗号化されます。AWS KMSキーをソースクラス
タースナップショットとして指定します。
別のクラスタースナップショットと共有されている暗号化されているクラスタースナップショットを
コピーする場合AWS アカウントに値を指定する必要があります。KmsKeyId。
暗号化されたクラスタースナップショットを別のクラスタースナップショットにコピーするにはAWS
リージョン、設定するKmsKeyIdにAWS KMSコピー先リージョンで、クラスタースナップショットの
コピーの暗号化に使用するキー ID。AWS KMS暗号化キーは、AWS リージョン作成元と暗号化キーの
暗号化キーは使用できません。AWS リージョン別のAWS リージョン。
暗号化されていないクラスタースナップショットをコピーして、KmsKeyIdパラメータの場合は、エ
ラーが返されます。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
PreSignedUrl
署名バージョン 4 で署名されたリクエストを含む URL。CopyDBClusterSnapshotの API アクショ
ンAWS リージョンコピー元クラスタースナップショットが含まれています。を使用する必要がありま
す｡PreSignedUrl別のクラスタースナップショットからクラスタースナップショットをコピーする
ときのパラメータAWS リージョン。
を使用している場合AWSSDK ツールまたはAWS CLIと指定することができま
す。SourceRegion（または--source-region向けのAWS CLI) を指定する代わり
にPreSignedUrl手動。指定するSourceRegionソースで実行できるオペレーションの有効なリクエ
ストである署名付き URL を自動生成します。AWS リージョン。
署名済み URL は、CopyDBClusterSnapshotソースで実行できる API アクションAWS リージョン
コピーするクラスタースナップショットが含まれています。署名付き URL リクエストでは、以下のパ
ラメータ値を指定する必要があります。
• SourceRegion-コピーするスナップショットを含むリージョンのID。
• SourceDBClusterSnapshotIdentifier-コピーする暗号化されているクラスタース
ナップショットの識別子。この識別子は、ソースの Amazon リソースネーム (ARN) 形
式であることが必要です。AWS リージョン。たとえば、us-east-1 から暗号化された
クラスタースナップショットをコピーしている場合AWS リージョンとすると、あなた
のSourceDBClusterSnapshotIdentifier次のようになります。arn:aws:rds:useast-1:12345678012:sample-cluster:sample-cluster-snapshot。
• TargetDBClusterSnapshotIdentifier-作成する新しいクラスタースナップショットの識別
子。このパラメータでは大文字と小文字は区別されません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Tags.Tag.N
クラスタースナップショットに割り当てられるタグ。
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Type: 配列Tag (p. 770)オブジェクト
: 必須 いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
DBClusterSnapshot
クラスタースナップショットの詳細情報。
型: DBClusterSnapshot (p. 733) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterSnapshotAlreadyExistsFault
指定された ID を持つクラスタースナップショットが既に存在します。
HTTP ステータスコード: 400
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifierは、既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
KMSKeyNotAccessibleFault
にアクセス中にエラーが発生しました。AWS KMSkey。
HTTP ステータスコード: 400
SnapshotQuotaExceeded
リクエストにより、許可されたスナップショットの数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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CreateDBCluster
新しい Amazon DocumentDB クラスターを作成します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
クラスター識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster
Type: 文字列
: 必須 はい
Engine
このクラスターに使用するデータベースエンジンの名前。
有効な値:docdb
Type: 文字列
: 必須 はい
availabilityZones.availabilityZone.N
クラスター内のインスタンスを作成できる Amazon EC2 アベイラビリティーゾーンのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
BackupRetentionPeriod
自動バックアップを保管する日数。最小値 1 を指定しなければなりません。
デフォルト: 1
制約:
• 1～35 の値にする必要があります。
Type: 整数
: 必須 いいえ
DBClusterParameterGroupName
このクラスターに関連付けるクラスターパラメータグループの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
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DBSubnetGroupName
このクラスターに関連付けるサブネットグループ。
制約: 既存の DBSubnetGroup の名前と一致する必要があり ます。デフォルト値を使用することはで
きません。
例: mySubnetgroup
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DeletionProtection
このクラスターを削除できるかどうかを指定します。もしDeletionProtectionが有効化されてい
る場合、クラスターを変更しない限り、クラスターを削除できません。DeletionProtectionは無
効です。DeletionProtectionクラスターが誤って削除されるのを防ぎます。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
EnableCloudWatchlogsExports.member.n
Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするために有効にする必要があるログタイプのリスト。監
査ログまたはプロファイラーログを有効にすることができます。詳細については、「」を参照してく
ださい。Amazon DocumentDB イベントの監査そしてAmazon DocumentDB オペレーションのプロ
ファイリング。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
EngineVersion
使用するデータベースエンジンのバージョン番号。--engine-version は、デフォルトで最新のメ
ジャーエンジンバージョンになります。実稼働ワークロードの場合、目的のメジャーエンジンのバー
ジョンで、このパラメータを明示的に宣言することをお勧めします。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
GlobalClusterIdentifier
新しいグローバルクラスターのクラスター識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 いいえ
KmsKeyId
暗号化されたクラスターの AWS KMS キー識別子。
AWS KMS キー識別子は、AWS KMS 暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。新しいクラ
スターの暗号化に使用する AWS KMS 暗号化キーを所有する AWS アカウントと同じアカウントを使
用してクラスターを作成する場合、AWS KMS 暗号化キーの ARN の代わりに AWS KMS キーのエイ
リアスを使用できます。
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KmsKeyId で暗号化キーが指定されていない場合:
• StorageEncrypted パラメータが true の場合、Amazon DocumentDB はデフォルトの暗号化
キーを使用します。
AWS KMS は、AWS アカウント用にデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウントに
は、AWS リージョンごとにデフォルトの暗号化キーがあります。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MasterUsername
クラスターのマスターユーザーの名前。
制約:
• 1～16 の英字、数字である必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• 選択したデータベースエンジンの予約語は使用できません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MasterUserPassword
マスターデータベースユーザーのパスワードです。このパスワードをには、スラッシュ (/)、二重引用
符 (")、または「at」記号 (@) 以外の印刷可能な ASCII 文字を含むことができます。
制約: 8 ～ 100 文字の英数字を使用する必要があります。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Port
クラスターのインスタンスが接続を受け付けることができるポート番号。
Type: 整数
: 必須 いいえ
PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod パラメータを使用して自動バックアップが有効になっている場合に、自
動バックアップが作成される毎日の時間範囲。
デフォルトは、AWS リージョンごとに 8 時間の時間ブロックからランダムに選択された、30 分の時
間枠です。
制約:
• hh24:mi-hh24:mi の形式である必要があります。
• 時間は協定世界時 (UTC) である必要があります。
• 必要なメンテナンス期間と競合してはいけません。
• 少なくとも 30 分以上必要です。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
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PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョンあたり 8 時間の範囲からラン
ダムに選択された 30 分の時間枠です。
有効な日数: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
PreSignedUrl
現在サポートされていません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
StorageEncrypted
クラスターが暗号化されているかどうかを指定します。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
Tags.Tag.N
クラスターに割り当てられるタグ。
Type: の配列Tag (p. 770)オブジェクト
: 必須 いいえ
vpcSecurityGroupIDs.vpcSecurityGroupID.n
このクラスターに関連付ける EC2 VPC セキュリティグループのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
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DBClusterAlreadyExistsFault
指定された ID を持つクラスターが既に存在します。
HTTP ステータスコード: 400
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは、既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterParameterGroupNotFound
DBClusterParameterGroupNameは、既存のクラスターパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterQuotaExceededFault
クラスターの最大許容クォータに達したため、クラスターを作成できません。
HTTP ステータスコード: 403
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifierは、既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs
アベイラビリティーゾーンが 1 つしかない場合を除き、サブネットグループ内のサブネットは少なく
とも 2 つのアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります。
HTTP ステータスコード: 400
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
GlobalClusterNotFoundFault
-GlobalClusterIdentifierは、既存のグローバルクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InsufficientStorageClusterCapacity
現在のアクションに使用可能なストレージが不十分です。使用可能なストレージがより多い別のアベ
イラビリティーゾーンを使用するようにサブネットグループを更新することで、このエラーを解決で
きる場合があります。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidDBSubnetGroupStateFault
サブネットグループは使用中のため削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidGlobalClusterStateFault
要求された操作は、クラスターがこの状態にある間は実行できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
リクエストされたサブネットが有効でないか、またはすべてが共通仮想プライベートクラウド (VPC)
に含まれていない複数のサブネットがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidVPCNetworkStateFault
変更が加えられたため、サブネットグループが作成された後でサブネットグループがすべてのアベイ
ラビリティーゾーンをカバーするわけではありません。
HTTP ステータスコード: 400
KMSKeyNotAccessibleFault
にアクセス中にエラーが発生しましたAWS KMSkey。
HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ容量を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby v3

605

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
CreateDBClusterParameterGroup

CreateDBClusterParameterGroup
新しいクラスターパラメータグループを作成します。
クラスターパラメータグループのパラメータは、クラスター内のすべてのインスタンスに適用されます。
クラスターパラメータグループは、最初はクラスターのインスタンスで使用されるデータベースエンジン
のデフォルトパラメータで作成されます。Amazon DocumentDB では、直接変更を加えることはできま
せん。default.docdb3.6クラスターパラメータグループ。Amazon DocumentDB クラスターがデフォ
ルトのクラスターパラメータグループを使用していて、その中の値を変更する場合は、まずクラスター
パラメータグループを使用する必要があります。新しいパラメータグループを作成するまたは既存のパ
ラメータグループをコピーするをクリックし、変更し、変更したパラメータグループをクラスターに適
用します。新しいクラスターパラメータグループの設定を有効にするには、その後、フェイルオーバー
なしでクラスターのインスタンスを再起動する必要があります。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon DocumentDB クラスターのパラメータグループの変更。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterParameterGroupName
クラスターパラメータグループの名前。
制約:
• 既存の DBClusterParameterGroup の名前と一致してはなりません。

Note
この値は小文字で保存されます。
Type: 文字列
: 必須 はい
DBParameterGroupFamily
クラスターパラメータグループファミリーの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい
Description
クラスターパラメータグループの説明。
Type: 文字列
: 必須 はい
Tags.Tag.N
クラスターパラメータグループに割り当てられるタグ。
Type: の配列Tag (p. 770)オブジェクト
: 必須 いいえ
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レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループに関する詳細情報。
型: DBClusterParameterGroup (p. 731) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupAlreadyExists
同じ名前のパラメータグループがすでに存在します。
HTTP ステータスコード: 400
DBParameterGroupQuotaExceeded
このリクエストにより、許可されたパラメータグループの数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateDBClusterSnapshot
クラスターのスナップショットを作成します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
スナップショットを作成するクラスターの識別子。このパラメータは大文字と小文字が区別されませ
ん。
制約:
• 既存の識別子と一致する必要があります。DBCluster。
例: my-cluster
Type: 文字列
: 必須 はい
DBClusterSnapshotIdentifier
クラスタースナップショットの識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster-snapshot1
Type: 文字列
: 必須 はい
Tags.Tag.N
クラスタースナップショットに割り当てられるタグ。
Type: 配列Tag (p. 770)オブジェクト
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterSnapshot
クラスタースナップショットの詳細情報。
型: DBClusterSnapshot (p. 733) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
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DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifier既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterSnapshotAlreadyExistsFault
指定された ID を持つクラスタースナップショットをすでに持っています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
SnapshotQuotaExceeded
リクエストにより、許可されたスナップショット数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateDBInstance
新しいインスタンスを作成します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してくだ
さい。
DBClusterIdentifier
インスタンスが属するクラスターの識別子。
Type: 文字列
必須: はい
DBInstanceClass
インスタンスのコンピューティング能力とメモリ容量 (例: db.r5.large)。
Type: 文字列
必須: はい
DBInstanceIdentifier
インスタンス識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1 ～ 63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: mydbinstance
Type: 文字列
必須: はい
Engine
このインスタンスに使用するデータベースエンジンの名前。
有効な値: docdb
Type: 文字列
必須: はい
AutoMinorVersionUpgrade
このパラメータは Amazon DocumentDB には適用されません。Amazon DocumentDB は、値セットに
関係なく、マイナーバージョンのアップグレードを実行しません。
デフォルト: false
Type: ブール値
必須: いいえ
AvailabilityZone
インスタンスが作成される Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン。
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デフォルト: エンドポイントの内でランダムにシステムが選択したアベイラビリティーゾーンAWS
リージョン。
例: us-east-1d
Type: 文字列
必須: いいえ
CopyTagsToSnapshot
タグを DB インスタンスから DB インスタンスのスナップショットにコピーするかどうかを示す値。
デフォルトでは、タグはコピーされません。
Type: ブール値
必須: いいえ
EnablePerformanceInsights
DB インスタンスでPerformance Insights を有効にするかどうかを示す値。詳細については、次を参照
してください。Amazon Performance Insights 使用。
Type: ブール値
必須: いいえ
PerformanceInsightsKMSKeyId
パフォーマンスインサイトデータの暗号化の AWS KMS キー識別子。
-AWS KMSキーIDは、KMS キーID、KMS キーのキー ARN、またはのキー ARN、またはのキー ID で
す。
値を指定していない場合 PerformanceInsightsKMSKeyId、Amazon DocumentDB はデフォルトの
KMS キーを使用します。Amazon Web Services アカウントにはデフォルトの KMS キーがありま
す。Amazon Web Services アカウントには、Amazon Web Services リージョンごとにデフォルトの
KMS キーがあります。
Type: 文字列
必須: いいえ
PreferredMaintenanceWindow
毎週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョン あたり 8 時間の範囲からラ
ンダムに選択された、30 分の時間枠です。
有効な日数: Mon、火、水、木、木、金、土、日
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ
Type: 文字列
必須: いいえ
PromotionTier
既存のプライマリインスタンスの障害後に、Amazon DocumentDB レプリカがプライマリインスタン
スに昇格する順序を指定する値。
デフォルト: 1
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有効な値: 0-15
Type: 整数
必須: いいえ
Tags.Tag.N
インスタンスに割り当てられるタグ。インスタンスには最大 10 個のタグを割り当てることができま
す。
Type: の配列Tag (p. 770)オブジェクト
必須: いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBInstance
インスタンスに関する詳細情報。
型: DBInstance (p. 740) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 772)」を参照してください。
AuthorizationNotFound
指定された CIDRIP または Amazon EC2 セキュリティグループは、指定されたセキュリティグループ
に対して権限がありません。
Amazon DocumentDB には、IAM を使用してお客様に代わって必要なアクションを実行する権限がな
い場合もあります。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifier は既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBInstanceAlreadyExists
指定された識別子を持つインスタンスをすでに持っています。
HTTP ステータスコード: 400
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupName は既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSecurityGroupNotFound
DBSecurityGroupName は既存のセキュリティグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
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DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs
アベイラビリティーゾーンが 1 つしかない場合を除き、サブネットグループ内のサブネットは 2 つ以
上のアベイラビリティゾーンをカバーする必要があります。
HTTP ステータスコード: 400
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupName は既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InstanceQuotaExceeded
リクエストにより、インスタンスの許容数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400
InsufficientDBInstanceCapacity
指定されたインスタンスクラスは、指定されたアベイラビリティーゾーンで利用できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
要求されたサブネットが無効であるか、共通の仮想プライベートクラウド （VPC） 内に存在しない複
数のサブネットが要求されました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidVPCNetworkStateFault
サブネットグループは、作成後に変更されたため、すべてのアベイラビリティーゾーンがカバーされ
ません。
HTTP ステータスコード: 400
KMSKeyNotAccessibleFault
AWS KMS キーへのアクセス時にエラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ容量を超過します。
HTTP ステータスコード: 400
StorageTypeNotSupported
指定された StorageType のストレージはDBインスタンスに関連付けられません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDBSubnetGroup
新しいサブネットグループを作成します。サブネットグループには、AWS リージョン。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBSubnetGroupDescription
サブネットグループの説明。
Type: 文字列
必須 はい
DBSubnetGroupName
サブネットグループの名前。この値は小文字で保存されます。
制約: 最大 255 文字の英字、数字、ピリオド、アンダースコア、スペース、またはハイフンのみを使
用できます。デフォルト値を使用することはできません。
例: mySubnetgroup
Type: 文字列
必須 はい
subnetids.subnetidentifier.N
サブネットグループの Amazon EC2 サブネット ID。
Type: 文字列の配列
必須 はい
Tags.Tag.N
サブネットグループに割り当てられるタグ。
Type: 配列のTag (p. 770)オブジェクト
必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBSubnetGroup
サブネットグループに関する詳細情報。
型: DBSubnetGroup (p. 745) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
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DBSubnetGroupAlreadyExists
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループですでに使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs
アベイラビリティーゾーンが 1 つしかない場合を除き、サブネットグループ内のサブネットは少なく
とも 2 つのアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります。
HTTP ステータスコード: 400
DBSubnetGroupQuotaExceeded
リクエストにより、許可されたサブネットグループ数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400
DBSubnetQuotaExceededFault
リクエストにより、サブネットグループ内のサブネットが許可された数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
リクエストされたサブネットが有効でないか、またはすべてが共通の仮想プライベートクラウド
(VPC) に含まれていない複数のサブネットがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateEventSubscription
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションを作成します。このアクションには、Amazon
DocumentDB コンソール、Amazon SNS コンソール、または Amazon SNS API を使用して作成されたト
ピックの Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。Amazon SNS で ARN を取得するには、Amazon
SNS でトピックを作成してそのトピックをサブスクライブする必要があります。ARN は Amazon SNS コ
ンソールに表示されます。
ソースタイプを指定できます。SourceType) が通知されるようにします。Amazon DocumentDB ソース
のリストを提供することもできます (SourceIds）がイベントをトリガーし、イベントカテゴリのリス
トを提供できます（EventCategories) は、通知を希望するイベントです。たとえば、と指定すること
ができます。SourceType = db-instance,SourceIds = mydbinstance1, mydbinstance2そし
てEventCategories = Availability, Backup。
両方を指定した場合SourceTypeそしてSourceIds（など）SourceType = db-instanceそ
してSourceIdentifier = myDBInstance1) では、すべての情報が通知されますdbinstance指定されたソースのイベント。と指定するとSourceTypeただし、aを指定しないでく
ださい。SourceIdentifierを選択すると、すべての Amazon DocumentDB ソースについて、指
定したソースタイプのイベントの通知を受け取ります。いずれも指定しない場合SourceTypeまた
はSourceIdentifierを選択すると、お客様のアカウントに属するすべての Amazon DocumentDB ソー
スから生成されたイベントの通知を受け取ります。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SnsTopicArn
イベント通知用に作成された SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。Amazon SNS は、ト
ピックを作成してそれをサブスクライブするときに ARN を作成します。
Type: 文字列
: 必須 はい
SubscriptionName
サブスクリプションの名前。
制約: 名前は 255 文字未満である必要があります。
Type: 文字列
: 必須 はい
Enabled
ブール値。trueサブスクリプションを有効にするには、に設定します。falseを選択してサブスクリ
プションを作成しますが、アクティブ化しません。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
EventCategories.eventCategory.N
のイベントカテゴリのリストSourceTypeサブスクライブしたいこと。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
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sourceIDs.sourceID.N
イベントが返されるイベントソースの識別子のリスト。指定しない場合は、すべてのソースはレスポ
ンスに含まれます。識別子は文字で開始し、ASCII 文字、数字、ハイフンのみを使用できます。最後
の文字をハイフンにすることはできず、ハイフンを 2 つ続けて使用することもできません。
制約:
• もしSourceIdsは提供され、SourceTypeも提供する必要があります。
• ソースタイプがインスタンスの場合は、DBInstanceIdentifierを指定する必要があります。
• ソースタイプがセキュリティグループである場合は、DBSecurityGroupNameを指定する必要があ
ります。
• ソースタイプがパラメータグループである場合は、DBParameterGroupNameを指定する必要があ
ります。
• ソースタイプがスナップショットである場合は、DBSnapshotIdentifierを指定する必要があり
ます。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
SourceType
イベントを生成しているソースの種類。たとえば、インスタンスによって生成されたイベントの通知
を受ける必要がある場合は、このパラメータをに設定します。db-instance。この値を指定しない場
合、すべてのイベントが返されます。
有効な値: db-instance, db-cluster, db-parameter-group, db-security-group, dbcluster-snapshot
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Tags.Tag.N
イベントサブスクリプションに割り当てられるタグ。
Type: の配列Tag (p. 770)オブジェクト
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
EventSubscription
サブスクライブしたイベントに関する詳細情報。
型: EventSubscription (p. 752) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
EventSubscriptionQuotaExceeded
イベントサブスクリプションの最大数に達しました。
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HTTP ステータスコード: 400
SNSInvalidTopic
Amazon SNS は、指定されたトピックに問題があると回答しました。
HTTP ステータスコード: 400
SNSNoAuthorization
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) にパブリッシュする権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
SNSTopicArnNotFound
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) は存在しません
HTTP ステータスコード: 404
SourceNotFound
リクエストされたソースが見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404
SubscriptionAlreadyExist
指定されたサブスクリプション名はすでに存在します。
HTTP ステータスコード: 400
SubscriptionCategoryNotFound
指定されたカテゴリは存在しません
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateGlobalCluster
複数の複数にまたがることができる Amazon DocumentDB グローバルクラスターを作成します。AWS
リージョン。グローバルクラスタには、読み取り/書き込み機能を備えた 1 つの主クラスタと、読み取り専
用のセカンダリクラスタが含まれます。グローバルクラスタは、ワークロードのパフォーマンスに影響を
与えることなく、専用インフラストラクチャを使用して、レイテンシーが 1 秒未満のリージョン間でスト
レージベースの高速レプリケーションを使用します。
最初は空のグローバルクラスターを作成し、そのクラスターに、プライマリクラスターとセカンダリを追
加できます。または、作成操作中に既存のクラスタを指定して、このクラスタがグローバルクラスタのプ
ライマリになります。

Note
このアクションは Amazon DocumentDB クラスターにのみ適用されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
GlobalClusterIdentifier
新しいグローバルクラスターのクラスター識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 はい
DatabaseName
データベースの名前を、英数字 64 文字以内で入力します。名前を入力しない場合は、Amazon
DocumentDB はここで作成しているグローバルクラスター上にデータベースを作成しません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DeletionProtection
新しいグローバルクラスターの削除保護設定。削除保護が有効な場合、グローバルクラスターは削除
できません。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
Engine
このクラスターに使用するデータベースエンジンの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
グローバルクラスターのエンジンバージョン。
Type: 文字列
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: 必須 いいえ
SourceDBClusterIdentifier
グローバルクラスターのプライマリクラスターとして使用する Amazon リソースネーム (ARN)。この
パラメータはオプションです。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
StorageEncrypted
新しいグローバルクラスターの記憶域暗号化設定。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
GlobalCluster
Amazon DocumentDB グローバルクラスターを表すデータ型。
型: GlobalCluster (p. 755) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは、既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
GlobalClusterAlreadyExistsFault
-GlobalClusterIdentifierすでに存在します。新しいグローバルクラスタ識別子 (一意の名前) を
選択して、新しいグローバルクラスタを作成します。
HTTP ステータスコード: 400
GlobalClusterQuotaExceededFault
このアカウントのグローバルクラスタの数は、すでに許可されている最大数に達しています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteDBCluster
以前にプロビジョニングされたクラスターを削除します。クラスターを削除すると、そのクラスターの自
動バックアップはすべて削除され、復旧することはできません。指定したクラスターの手動の DB クラス
タースナップショットは削除されません。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
削除するクラスターのクラスター識別子。このパラメータでは大文字と小文字は区別されません。
制約:
• 既存のものと一致する必要があります。DBClusterIdentifier。
Type: 文字列
必須 はい
FinalDBSnapshotIdentifier
次の場合に作成される新しいクラスタースナップショットのクラスタースナップショット識別
子。SkipFinalSnapshotは、 に設定されます。false。

Note
このパラメータを指定して設定します。SkipFinalShapshotパラメータをtrueエラーが発
生します。
制約:
• 1 ～ 255 の英字、数字、ハイフンである必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
Type: 文字列
必須 いいえ
SkipFinalSnapshot
クラスターの削除前に最終的なクラスタースナップショットを作成するかどうかを指定します。も
しtrueが指定されている場合、クラスタースナップショットが作成されます。もしfalseが指定され
ている場合、DB クラスターの削除前にクラスタースナップショットが作成されます。

Note
もしSkipFinalSnapshotですfalseで、を指定する必要がありま
す。FinalDBSnapshotIdentifierパラメータ。
デフォルト: false
Type: [Boolean] (ブール値)
必須 いいえ
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レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterSnapshotAlreadyExistsFault
指定された ID を持つクラスタースナップショットをすでに持っています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
SnapshotQuotaExceeded
リクエストにより、許可されたスナップショットの数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteDBClusterParameterGroup
指定されたクラスターパラメータグループを削除します。削除するクラスターパラメータグループは、ど
のクラスターにも関連付けることができません。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterParameterGroupName
クラスターパラメータグループの名前。
制約:
• 既存のクラスターパラメータグループの名前にする必要があります。
• デフォルトのクラスターパラメータグループを削除することはできません。
• クラスターに関連付けることはできません。
Type: 文字列
必須: はい

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupName既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBParameterGroupState
パラメータグループが使用中であるか、無効な状態です。パラメータグループを削除しようとしてい
る場合、パラメータグループがこの状態のときは削除できません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteDBClusterSnapshot
クラスタースナップショットを削除します。スナップショットがコピーされている場合、コピーオペレー
ションは終了します。

Note
クラスタースナップショットはavailable削除する状態。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterSnapshotIdentifier
削除するクラスタースナップショットの識別子。
制約: 既存のクラスタースナップショットの名前でなければなりません。available状態。
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterSnapshot
クラスタースナップショットの詳細情報。
型: DBClusterSnapshot (p. 733) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifier既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は、有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteDBInstance
以前にプロビジョニングされたインスタンスを削除します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBInstanceIdentifier
削除するインスタンスのインスタンス識別子。このパラメータでは大文字と小文字は区別されませ
ん。
制約:
• 既存のインスタンスの名前と一致する必要があります。
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBInstance
インスタンスに関する詳細情報。
型: DBInstance (p. 740) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifier既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSnapshotAlreadyExists
DBSnapshotIdentifier既存のスナップショットですでに使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400
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SnapshotQuotaExceeded
リクエストにより、許可されたスナップショットの数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteDBSubnetGroup
サブネットグループを削除します。

Note
指定されたデータベースサブネットグループは、どの DB インスタンスにも関連付けないでくだ
さい。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBSubnetGroupName
削除するデータベースサブネットグループの名前。

Note
デフォルトのサブネットグループを削除することはできません。
制約:
既存の DBSubnetGroup の名前と一致する必要があり ます。デフォルト値を使用することはできませ
ん。
例: mySubnetgroup
Type: 文字列
:: 必須 はい

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBSubnetGroupStateFault
サブネットグループは使用中のため削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBSubnetStateFault
サブネットは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface

631

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
DeleteDBSubnetGroup

• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteEventSubscription
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションを削除します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SubscriptionName
削除する Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションの名前。
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
EventSubscription
サブスクライブしたイベントに関する詳細情報。
型: EventSubscription (p. 752) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
InvalidEventSubscriptionState
他の誰かがサブスクリプションを変更している可能性があります。数秒後にもう一度お試しくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
SubscriptionNotFound
サブスクリプション名が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteGlobalCluster
グローバルクラスターを削除します。グローバルクラスタを削除する前に、プライマリクラスタとセカン
ダリクラスタがすでにデタッチまたは削除されている必要があります。

Note
このアクションは Amazon DocumentDB クラスターにのみ適用されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
GlobalClusterIdentifier
削除するグローバルクラスターのクラスター識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
GlobalCluster
Amazon DocumentDB グローバルクラスターを表すデータ型。
型: GlobalCluster (p. 755) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
GlobalClusterNotFoundFault
-GlobalClusterIdentifierは、既存のグローバルクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidGlobalClusterStateFault
要求された操作は、クラスターがこの状態にある間は実行できません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeCertificates
Amazon DocumentDB によって提供される証明機関 (CA) 証明書のリストを返します。AWS アカウント。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
CertificateIdentifier
ユーザーが指定した証明書 ID。このパラメータを指定した場合は、指定した証明書の情報だけが返さ
れます。このパラメータを省略すると、次のリストが表示されます。MaxRecords証明書が返されま
す。このパラメータは大文字と小文字が区別されません。
制約
• 既存のものと一致する必要がありますCertificateIdentifier。
Type: 文字列
必須 いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
必須 いいえ
Marker
以前のDescribeCertificates リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。
このパラメータを指定した場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超え
るレコードのみが含まれます。
Type: 文字列
必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定された MaxRecords の値よりも多くのレコードが存在す
る場合、マーカーと呼ばれるページ分割トークンがレスポンスに含まれるため、残りの結果を取得で
きます。
デフォルト: 100
制約:
• Minimum: 20
• 最大: 100
Type: 整数
必須 いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
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証明書.Certificate.N
これに関する証明書のリストAWS アカウント。
Type: 配列のCertificate (p. 722)オブジェクト
Marker
取得されたレコード数がより大きい場合に提供されるオプションのページネーショントーク
ン。MaxRecords。このパラメータを指定した場合は、マーカーがリスト内の次のレコードを指定し
ます。の価値を含めてMarker次の呼び出しでDescribeCertificates次の証明書のページが表示さ
れます。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
CertificateNotFound
CertificateIdentifier既存の証明書を参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBClusterParameterGroups
DBClusterParameterGroup の説明のリストを返します。もしあれ
ばDBClusterParameterGroupNameパラメータを指定した場合、リストには指定されたクラスターパラ
メータグループの説明のみが含まれます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterParameterGroupName
詳細を返す特定のクラスターパラメータグループの名前。
制約:
• 指定した場合、既存のの名前と一致する必要があります。DBClusterParameterGroup。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン（マーカー）がレスポンスに含まれるため、残りの
結果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ

レスポンス要素
のサービスによって返される要素。
dbclusterParameterGroups.dbclusterParameterGroup.N
クラスターパラメータグループのリスト。

639

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
DescribeDBClusterParameterGroups

Type: 配列のDBClusterParameterGroup (p. 731)オブジェクト
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupName既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBClusterParameters
特定のクラスターパラメータグループの詳細なパラメータリストを返します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterParameterGroupName
パラメータの詳細を返す特定のクラスターパラメータグループの名前。
制約:
• 指定した場合、既存のの名前と一致する必要があります。DBClusterParameterGroup。
Type: 文字列
必須 はい
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン（マーカー）がレスポンスに含まれるため、残りの
結果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
必須 いいえ
Source
特定のソースのパラメータのみを返すことを示す値。パラメータのソースは engine、service、ま
たは customer のいずれかとすることができます。
Type: 文字列
必須 いいえ
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レスポンス要素
のサービスによって返される要素は次のとおりです。
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
パラメータ.Parameter.N
クラスターパラメータグループのパラメータのリストを提供します。
Type: 配列のParameter (p. 760)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupName既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBClusters
プロビジョニングされた Amazon DocumentDB クラスターに関する情報を返します。この API オペレー
ションはページ分割をサポートしています。クラスターおよびインスタンスのライフサイクル管理などの
特定の管理機能では、Amazon DocumentDB は Amazon RDS および Amazon Neptune と共有される運用
テクノロジーを使用します。を使用するfilterName=engine,Values=docdbフィルターパラメーター
は、Amazon DocumentDB クラスターのみを返します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
ユーザーが指定したクラスター識別子。このパラメータを指定した場合は、特定のクラスターからの
情報だけが返されます。このパラメータでは大文字と小文字は区別されません。
制約:
• 指定した場合、既存のレコードと一致する必要があります。DBClusterIdentifier。
Type: 文字列
必須 いいえ
Filters.filter.N
記述する 1 つ以上のクラスターを指定するフィルター。
サポートされているフィルター:
• db-cluster-id-クラスター識別子とクラスターの Amazon リソースネーム (ARN) を受け入れま
す。結果リストには、これらの ARN によって識別されたクラスターに関する情報のみが含まれま
す。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン (マーカー) がレスポンスに含まれるため、残りの結
果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
必須 いいえ
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レスポンス要素
のサービスによって返されるエレメントは、次のとおりです。
dbclusters.dbcluster.n
クラスターのリスト。
Type: 配列のDBCluster (p. 725)オブジェクト
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは、既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBClusterSnapshotAttributes
手動の DB クラスタースナップショットの属性名と値のリストを返します。
スナップショットを他の人と共有する場合AWS アカウン
ト,DescribeDBClusterSnapshotAttributesを返します。restore属性との ID のリストAWS アカ
ウント手動クラスタースナップショットをコピーまたは復元する権限があること。もしallの値のリスト
に含まれる。restore属性を指定すると、手動クラスタースナップショットは公開されており、すべての
ユーザーによってコピーまたは復元できます。AWS アカウント。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterSnapshotIdentifier
属性を記述する、クラスタースナップショットの識別子。
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterSnapshotAttributesResult
クラスタースナップショットに関連付けられている属性に関する詳細情報。
型: DBClusterSnapshotAttributesResult (p. 737) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifierは、既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBClusterSnapshots
クラスタースナップショットに関する情報を返します。この API オペレーションは、ページ分割をサポー
トしています。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
クラスタースナップショットのリストを取得するクラスターの ID。このパラメータ
は、DBClusterSnapshotIdentifierパラメータ。このパラメータは大文字と小文字が区別されま
せん。
制約:
• 指定した場合、既存の識別子と一致している必要があります。DBCluster。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBClusterSnapshotIdentifier
記述する特定のクラスタースナップショット識別子。このパラメータは、DBClusterIdentifierパ
ラメータ。この値は小文字で保存されます。
制約:
• 指定した場合、既存の識別子と一致している必要があります。DBClusterSnapshot。
• この識別子が自動スナップショット用の場合、SnapshotType パラメータも指定する必要がありま
す。
Type: 文字列
必須: いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: の配列Filter (p. 754)オブジェクト
必須: いいえ
IncludePublic
に設定するtrueパブリックであり、任意によってコピーまたは復元できる手動クラスタースナップ
ショットを含める場合AWS アカウントであり、そうでない場合はfalse。デフォルトは false で
す。
Type: [Boolean] (ブール値)
必須: いいえ
IncludeShared
に設定するtrue他のユーザーからの共有手動クラスタースナップショットを含めるにはAWS アカ
ウントこれがAWS アカウントコピーまたはリストアする権限が与えられているか、そうでない場
合false。デフォルトは false です。
Type: [Boolean] (ブール値)
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必須: いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
必須: いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン（マーカー）がレスポンスに含まれるため、残りの
結果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
必須: いいえ
SnapshotType
返されるクラスタースナップショットのタイプ。次のいずれかの値を指定できます。
• automated-Amazon DocumentDB がお客様に対して自動的に作成したクラスタースナップショッ
トをすべて返します。AWS アカウント。
• manual-手動で作成したクラスタースナップショットをすべて返すAWS アカウント。
• shared-に共有されているすべての手動クラスタースナップショットを返します。AWS アカウン
ト。
• public-パブリックとしてマークされているクラスタースナップショットをすべて返します。
を指定しない場合SnapshotTypeの値を指定すると、自動クラスタースナップショットと手動の両方
のクラスタースナップショットが返されます。これらの結果に共有クラスタースナップショットを含
めることができます。IncludeSharedパラメータをtrue。これらの結果にパブリッククラスタース
ナップショットを含めることができます。IncludePublicパラメータをtrue。
IncludeShared および IncludePublic パラメータは、manual または automated の
SnapshotType 値には適用されません。SnapshotType が shared に設定されている場
合、IncludePublic パラメータは適用されません。SnapshotType が public に設定されている
場合、IncludeShared パラメータは適用されません。
Type: 文字列
必須: いいえ

レスポンス要素
のサービスによって返される要素は、以下の要素です。
dbclusterSnapshots.dbclusterSnapshots.n
クラスタースナップショットのリストを提供します。
Type: の配列DBClusterSnapshot (p. 733)オブジェクト
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Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifierは、既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBEngineVersions
使用できるエンジンのリストを返します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBParameterGroupFamily
詳細を返す特定のパラメータグループファミリーの名前。
制約:
• 指定した場合、既存のものと一致する必要があります。DBParameterGroupFamily。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DefaultOnly
指定されたエンジンまたはエンジンとメジャーバージョンの組み合わせのデフォルトバージョンのみ
が返されることを示します。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
Engine
返されるデータベースエンジン。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
返されるデータベースエンジンのバージョン。
例: 3.6.0
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
ListSupportedCharacterSets
このパラメータが指定され、要求されたエンジンが CreateDBInstance に対して
CharacterSetName パラメータをサポートしている場合、レスポンスには各エンジンバージョンで
サポートされている文字セットのリストが含まれます。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
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ListSupportedTimezones
このパラメータが指定され、要求されたエンジンが CreateDBInstance に対して TimeZone パラ
メータをサポートしている場合、レスポンスには各エンジンバージョンでサポートされているタイム
ゾーンのリストが含まれます。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン (マーカー) がレスポンスに含まれるため、残りの結
果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素が、のサービスによって返されます。
dbEngineVersions.dbEngineVersion.N
1 つ以上のエンジンのバージョンに関する詳細情報。
Type: 配列のDBEngineVersion (p. 738)オブジェクト
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBInstances
プロビジョニングされた Amazon DocumentDB インスタンスに関する情報を返します。この API はページ
分割をサポートします。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBInstanceIdentifier
ユーザーが指定したインスタンス識別子。このパラメータを指定した場合は、特定のインスタンスか
らの情報だけが返されます。このパラメータでは大文字と小文字は区別されません。
制約:
• 指定した場合、既存の識別子と一致している必要があります。DBInstance。
Type: 文字列
必須: いいえ
Filters.filter.N
記述する 1 つ以上のインスタンスを指定するフィルター。
サポートされているフィルター:
• db-cluster-id-クラスター識別子とクラスターの Amazon リソースネーム (ARN) を受け入れま
す。結果リストには、これらの ARN によって識別されたクラスターに関連付けられているインス
タンスに関する情報のみが含まれます。
• db-instance-id-インスタンス識別子とインスタンス ARN を受け入れます。結果リストには、こ
れらの ARN によって識別されたインスタンスに関する情報のみが含まれます。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
必須: いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
必須: いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値を指定した場合は、ページ分割トークン (マーカー) がレスポンスに含まれるた
め、残りの結果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
必須: いいえ
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レスポンス要素
のサービスによって返される要素は次のとおりです。
dbinstances.dbinstance.n
1 つ以上のインスタンスに関する詳細情報。
Type: 配列のDBInstance (p. 740)オブジェクト
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifierが既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDBSubnetGroups
DBSubnetGroup の説明のリストを返します。もしあればDBSubnetGroupNameを指定した場合、リスト
には指定されたの説明のみが含まれます。DBSubnetGroup。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBSubnetGroupName
詳細を返すサブネットグループの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン（マーカー）がレスポンスに含まれるため、残りの
結果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ

レスポンス要素
のサービスによって返される要素は次のとおりです。
dbsubnetGroups.dbsubnetGroup.N
1 つまたは複数のサブネットグループの詳細情報。
Type: 配列のDBSubnetGroup (p. 745)オブジェクト
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Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeEngineDefaultClusterParameters
クラスターのデータベースエンジンのデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報を返します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBParameterGroupFamily
エンジンパラメータ情報を返す、クラスターパラメータグループファミリーの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン（マーカー）がレスポンスに含まれるため、残りの
結果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
EngineDefaults
呼び出しが成功した結果が含まれています。DescribeEngineDefaultClusterParametersオペ
レーション.
型: EngineDefaults (p. 748) オブジェクト
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeEventCategories
すべてのイベントソースタイプか、指定されている場合は、指定されたソースタイプのイベントカテゴリ
のリストを表示します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列作成Filter (p. 754)オブジェクト
必須 いいえ
SourceType
イベントを生成しているソースの種類。
有効な値: db-instance, db-parameter-group, db-security-group
Type: 文字列
必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
イベントカテゴリマップリスト.eventCategoriesMap.N
イベントカテゴリマップのリスト。
Type: 配列作成EventCategoriesMap (p. 751)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeEvents
インスタンス、セキュリティグループ、スナップショット、DB パラメータグループに関連する過去 14 日
間のイベントを返します。特定の DB インスタンス、セキュリティグループ、スナップショット、または
パラメータグループに固有のイベントは、名前をパラメータとして指定することによって取得できます。
デフォルトでは、過去 1 時間のイベントが返されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
Duration
イベントを取得するための分数。
デフォルト: 60
Type: 整数
: 必須 いいえ
EndTime
ISO 8601 形式で指定された、イベントを取得する時間間隔の終了時刻。
例: 2009-07-08T 18:00 Z
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
EventCategories.eventCategory.N
イベント通知サブスクリプションの通知をトリガーするイベントカテゴリのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecords値を指定すると、ページ分割トークン（マーカー）がレスポンスに含まれるため、残
りの結果を取得できます。
デフォルト: 100
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制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ
SourceIdentifier
イベントが返されるイベントソースの識別子。指定しない場合は、すべてのソースはレスポンスに含
まれます。
制約:
• もしSourceIdentifierは提供されています。SourceTypeも指定する必要があります。
• ソースタイプがである場合DBInstance、aDBInstanceIdentifierを指定する必要があります。
• ソースタイプがである場合DBSecurityGroup、aDBSecurityGroupNameを指定する必要があり
ます。
• ソースタイプがである場合DBParameterGroup、aDBParameterGroupNameを指定する必要があ
ります。
• ソースタイプがである場合DBSnapshot、aDBSnapshotIdentifierを指定する必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceType
イベントソースのイベントを取得します。値を指定しない場合、すべてのイベントが返されます。
Type: 文字列
有効な値: db-instance | db-parameter-group | db-security-group | db-snapshot
| db-cluster | db-cluster-snapshot
: 必須 いいえ
StartTime
ISO 8601 形式で指定された、イベントを取得する時間間隔の開始時刻。
例: 2009-07-08T 18:00 Z
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ

レスポンス要素
のサービスによって返される要素は次のとおりです。
Events.Event.N
1 つ以上のイベントの詳細情報。
Type: 配列のEvent (p. 749)オブジェクト
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
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Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeEventSubscriptions
顧客アカウントのサブスクリプションの説明をすべて表示
します。サブスクリプションの説明には次のものが含まれま
す。SubscriptionName,SNSTopicARN,CustomerID,SourceType,SourceID,CreationTime, およ
びStatus。
と指定するとSubscriptionNameに、そのサブスクリプションの説明を一覧表示します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン (マーカー) がレスポンスに含まれるため、残りの結
果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ
SubscriptionName
記述する Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素が、のサービスによって返されます。
Eventsubscriptionslist.Eventsubscription.N
イベントサブスクリプションのリスト。
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Type: 配列のEventSubscription (p. 752)オブジェクト
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
SubscriptionNotFound
サブスクリプション名が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeGlobalClusters
Amazon DocumentDB グローバルクラスターに関する情報を返します。この API はページ分割をサポート
します。

Note
このアクションは Amazon DocumentDB クラスターにのみ適用されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
Filters.filter.N
記述する 1 つ以上のグローバル DB クラスターを指定するフィルター。
サポートされているフィルター:db-cluster-idは、クラスター識別子とクラスターの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を受け入れます。結果リストには、これらの ARN によって識別されたクラス
ターに関する情報のみが含まれます。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
GlobalClusterIdentifier
ユーザーが指定したクラスター識別子。このパラメータを指定した場合は、特定のクラスターからの
情報だけが返されます。このパラメータでは大文字と小文字は区別されません。
Type: 文字列
長さ制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 いいえ
Marker
以前のDescribeGlobalClusters リクエストによって提供されたオプションのページ分割トーク
ン。このパラメータを指定した場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを
超えるレコードのみが含まれます。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値を指定した場合は、マーカーと呼ばれるページ分割トークンがレスポンスに含ま
れるため、残りの結果を取得できます。
Type: 整数
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素が、のサービスによって返されます。
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GlobalClusters.GlobalClusterMember.
Type: 配列のGlobalCluster (p. 755)オブジェクト
Marker
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
GlobalClusterNotFoundFault
-GlobalClusterIdentifierは、既存のグローバルクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeOrderableDBInstanceOptions
指定されたエンジンの注文可能なインスタンスオプションのリストを返します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
Engine
インスタンスオプションを取得するエンジンの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい
DBInstanceClass
インスタンスクラスのフィルター値。指定したインスタンスクラスと一致する使用可能なオファリン
グのみを表示するには、このパラメータを指定してください。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
エンジンバージョンフィルターの値。指定したエンジンのバージョンと一致する使用可能なオファリ
ングのみを表示するには、このパラメータを指定してください。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ
LicenseModel
ライセンスモデルフィルター値。指定したライセンスモデルと一致する使用可能なオファリングのみ
を表示するには、このパラメータを指定してください。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
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MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン (マーカー) がレスポンスに含まれるため、残りの結
果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
: 必須 いいえ
Vpc
仮想プライベートクラウド (VPC) フィルター値。使用可能な VPC 環境または非 VPC 環境のみを表示
するには、このパラメータを指定してください。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
OrderabledbInstanceOptions.orderabledbInstanceOptions.n
特定の注文可能なインスタンスで使用できるオプション。
Type: 配列のOrderableDBInstanceOption (p. 758)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby v3
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DescribePendingMaintenanceActions
少なくとも 1 つの保留中のメンテナンスアクションを含むリソース (例:インスタンス) のリストを返しま
す。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
Filters.filter.N
保留中のメンテナンスアクションを返す 1 つ以上のリソースを指定するフィルター。
サポートされているフィルター:
• db-cluster-id-クラスター識別子とクラスターの Amazon リソースネーム (ARN) を受け入れま
す。結果のリストには、これらの ARN で識別されたクラスターの保留中のメンテナンスアクショ
ンのみが含まれます。
• db-instance-id-インスタンス識別子とインスタンス ARN を受け入れます。結果のリストには、
これらの ARN で識別された DB インスタンスの保留中のメンテナンスアクションのみが含まれま
す。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
必須: いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
必須: いいえ
MaxRecords
レスポンスに含めるレコードの最大数。指定したレコードよりも多くのレコードが存在する場
合MaxRecordsの値の場合、ページ分割トークン (マーカー) がレスポンスに含まれるため、残りの結
果を取得できます。
デフォルト: 100
制約: 最小 20、最大 100。
Type: 整数
必須: いいえ
ResourceIdentifier
保留中のメンテナンスアクションを返すリソースの ARN。
Type: 文字列
必須: いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
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Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
メンテナンスアクションを保留中です。リソース保留中メンテナンスアクション。N
適用されるメンテナンスアクション。
Type: 配列のResourcePendingMaintenanceActions (p. 768)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
ResourceNotFoundFault
指定されたリソース ID は見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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FailoverDBCluster
クラスターのフェイルオーバーを強制実行します。
クラスターのフェイルオーバーにより、クラスター内の Amazon DocumentDB レプリカの 1 つ (読み取り
専用インスタンス) が、プライマリインスタンス (クラスターライター) に昇格されます。
プライマリインスタンスが失敗した場合、Amazon DocumentDB は、自動的にAmazon DocumentDB レプ
リカにフェイルオーバーします (存在する場合)。テストのため、プライマリインスタンスの失敗をシミュ
レートする場合は、フェイルオーバーを強制できます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
フェイルオーバーを強制するクラスター識別子。このパラメータは大文字と小文字が区別されませ
ん。
制約:
• 既存の識別子と一致する必要がありますDBCluster。
Type: 文字列
必須 いいえ
TargetDBInstanceIdentifier
プライマリインスタンスに昇格するインスタンスの名前。
クラスター内の Amazon DocumentDB レプリカのインスタンス識別子を指定する必要があります。例
えば、mydbcluster-replica1。
Type: 文字列
必須 いいえ

レスポンス要素
のサービスによって返される要素は、次のとおりです。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifier既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
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InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListTagsForResource
Amazon DocumentDB リソースのすべてのタグを一覧表示します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
ResourceName
一覧されるタグを持つ Amazon DocumentDB リソース。この値は Amazon リソースネーム (ARN) で
す。
Type: 文字列
: 必須 はい
Filters.filter.N
このパラメータは、現在サポートされていません。
Type: 配列のFilter (p. 754)オブジェクト
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
taglist.tag.N
1 つ以上のタグのリスト。
Type: 配列のTag (p. 770)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierが既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifierが既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSnapshotNotFound
DBSnapshotIdentifierが既存のスナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ModifyDBCluster
Amazon DocumentDB クラスターの設定を変更します。これらのパラメータとリクエストに新しい値を指
定することで、1 つ以上のデータベース設定パラメータを変更できます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
変更するクラスターのクラスター識別子。このパラメータは大文字と小文字が区別されません。
制約:
• 既存の識別子と一致する必要があります。DBCluster。
Type: 文字列
: 必須 はい
ApplyImmediately
このリクエストの変更と保留中の変更をできるだけ早く非同期に適用するかどうかを指定する
値。PreferredMaintenanceWindowクラスターの設定。このパラメータの設定falseの場合、クラ
スターへの変更は、次のメンテナンス時間中に適用されます。
-ApplyImmediatelyパラメータに影響するのは、NewDBClusterIdentifierそ
してMasterUserPassword値。このパラメータ値をに設定した場合falseとする
と、NewDBClusterIdentifierそしてMasterUserPassword値は、次のメンテナンス時間中に適
用されます。他のすべての変更は、ApplyImmediately パラメータの値に関係なく、即時に適用さ
れます。
デフォルト: false
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
BackupRetentionPeriod
自動バックアップを保管する日数。最小値 1 を指定しなければなりません。
デフォルト: 1
制約:
• 1～35 の値にする必要があります。
Type: 整数
: 必須 いいえ
CloudwatchLogsExportConfiguration
特定のインスタンスまたはクラスターの Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするために有効に
するログタイプの設定。-EnableLogTypesそしてDisableLogTypes配列では、CloudWatch Logs
にエクスポートする (またはエクスポートしない) ログを決定します。
型: CloudwatchLogsExportConfiguration (p. 724) オブジェクト
: 必須 いいえ
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DBClusterParameterGroupName
クラスターに使用するクラスターパラメータグループの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DeletionProtection
このクラスターを削除できるかどうかを指定します。もしDeletionProtectionが有効の場合、
クラスターを変更しない限り、クラスターを削除できません。DeletionProtectionは無効で
す。DeletionProtectionクラスターが誤って削除されるのを防ぎます。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
EngineVersion
アップグレードするデータベースエンジンのバージョン番号。エンジンバージョンの変更は Amazon
DocumentDB ではサポートされていません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MasterUserPassword
マスターデータベースユーザーのパスワードです。このパスワードをには、スラッシュ (/)、二重引用
符 (")、または「at」記号 (@) 以外の印刷可能な ASCII 文字を含むことができます。
制約: 8 ～ 100 文字の英数字を使用する必要があります。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
NewDBClusterIdentifier
クラスターの名前を変更する場合のクラスターの新しいクラスター識別子。この値は小文字で保存さ
れます。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster2
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Port
クラスターが接続を受け付けるポート番号。
制約: 次の値にする必要があります。1150に65535。
デフォルト: 元のクラスターと同じポート。
Type: 整数
: 必須 いいえ
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PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod パラメータを使用して自動バックアップが有効になっている場合に、自
動バックアップが作成される毎日の時間範囲。
デフォルトは、AWS リージョンごとに 8 時間の時間ブロックからランダムに選択された、30 分の時
間枠です。
制約:
• hh24:mi-hh24:mi の形式である必要があります。
• 時間は協定世界時 (UTC) である必要があります。
• 必要なメンテナンス期間と競合してはいけません。
• 少なくとも 30 分以上必要です。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョンあたり 8 時間の範囲からラン
ダムに選択された 30 分の時間枠です。
有効な日数: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
vpcSecurityGroupIDs.vpcsecurityGroupID.n
クラスターが属する Virtual Private Cloud (VPC) セキュリティグループのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterAlreadyExistsFault
指定された ID を持つクラスターをすでに持っています。
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HTTP ステータスコード: 400
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifier既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterParameterGroupNotFound
DBClusterParameterGroupName既存のクラスターパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupName既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBSecurityGroupState
セキュリティグループの状態では削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBSubnetGroupStateFault
サブネットグループは使用中のため削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
リクエストされたサブネットが無効であるか、またはすべてが共通の仮想プライベートクラウド
(VPC) に含まれていない複数のサブネットがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidVPCNetworkStateFault
変更が行われたため、作成後にサブネットグループがすべてのアベイラビリティーゾーンをカバーす
るわけではありません。
HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ量を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ModifyDBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループのパラメータを変更します。複数のパラメータを変更するには、以下のリ
ストを送信します: ParameterName、ParameterValue、ApplyMethod。最大 20 個のパラメータを単
一のリクエストで修正できます。

Note
動的パラメータの変更は直ちに適用されます。静的パラメータの変更の場合、変更を有効にする
には、再起動またはメンテナンスウィンドウが必要です。

Important
クラスターパラメータグループの作成後、デフォルトのパラメータグループとしてそのクラ
スターパラメータグループを使用する最初のクラスターが作成されるまで、5 分以上かかり
ます。その間、Amazon DocumentDB によってインスタンスの作成アクションが完了し、そ
のパラメータグループが新しいクラスターのデフォルトとして使用されるようになります。
このステップは、クラスターのデフォルトデータベースの作成時に必須になるパラメータ
(character_set_database パラメータにより定義されるデフォルトデータベースの文字セッ
トなど) に特に重要です。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterParameterGroupName
変更するクラスターパラメータグループの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい
Parameters.Parameter.N
変更するクラスターパラメータグループ内のパラメータのリスト。
Type: 配列のParameter (p. 760)オブジェクト
: 必須 はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterParameterGroupName
クラスターパラメータグループの名前。
制約:
• 1～255 文字の英字、数字である必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。

Note
この値は小文字で保存されます。
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Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupNameは、既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBParameterGroupState
パラメータグループが使用中であるか、無効な状態です。パラメータグループを削除しようとしてい
る場合、パラメータグループがこの状態のときは削除できません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ModifyDBClusterSnapshotAttribute
属性および値を、手動クラスタースナップショットに追加するか、ここから属性および値を削除します。
手動クラスタースナップショットを他のユーザと共有するにはAWS アカウントで、指定しま
す。restoreとしてAttributeNameとし、ValuesToAddパラメータを使用して、の ID のリストを追加
します。AWS アカウント手動クラスタースナップショットを復元する権限があります。値を使うall手動
クラスタースナップショットをパブリックにするには、すべてのクラスタースナップショットをコピーま
たは復元できます。AWS アカウント。追加しないでください。allただし、すべてのユーザーには利用さ
せたくないプライベート情報を含む手動クラスタースナップショットの値AWS アカウント。手動クラス
タースナップショットが暗号化されている場合は、承認のリストを指定することによってのみ共有できま
す。AWS アカウントの IDValuesToAddパラメータ。この場合、そのパラメータの値として all を使用
することはできません。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
AttributeName
変更するクラスタースナップショット属性の名前。
他の権限を管理するにはAWS アカウント手動クラスタースナップショットをコピーまたは復元するに
は、この値をrestore。
Type: 文字列
必須: はい
DBClusterSnapshotIdentifier
属性を変更するクラスタースナップショットの識別子。
Type: 文字列
必須: はい
追加する値.attributeValue.N
で指定された属性に追加するクラスタースナップショット属性のリストAttributeName。
その他を承認するにはAWS アカウント手動クラスタースナップショットをコピーまたは復元するに
は、このリストに1つ以上のクラスタースナップショットを含めるように設定します。AWS アカウン
トID。手動クラスタースナップショットを任意で復元できるようにするにはAWS アカウントで、それ
をに設定します。all。追加しないでください。allただし、すべてのユーザーには利用させたくない
プライベート情報を含む手動クラスタースナップショットの値AWS アカウント。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ
valueto remove.attributeValue.N
で指定された属性から削除するクラスタースナップショット属性のリストAttributeName。
他の権限を削除するにはAWS アカウント手動クラスタースナップショットをコピーまたは復元するに
は、このリストに1つ以上のクラスタースナップショットを含めるように設定します。AWS アカウン
ト識別子。任意の権限を削除するにはAWS アカウントクラスタースナップショットをコピーまたは復
元するには、クラスタースナップショットをall。を指定した場合all、とAWS アカウントアカウン
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トIDが明示的に追加されるのは誰ですかrestore属性は、手動クラスタースナップショットをコピー
または復元できます。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBClusterSnapshotAttributesResult
クラスタースナップショットに関連付けられている属性の詳細情報。
型: DBClusterSnapshotAttributesResult (p. 737) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifierは、既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
SharedSnapshotQuotaExceeded
手動 DB スナップショットを共有できるアカウントの最大数を超えました。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2

•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby v3
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ModifyDBInstance
インスタンスの設定を変更します。これらのパラメータとリクエストに新しい値を指定することで、1 つ
以上のデータベース設定パラメータを変更できます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してくだ
さい。
DBInstanceIdentifier
インスタンス識別子。この値は小文字で保存されます。
制約:
• 既存の DBInstance の識別子と一致する必要があります。
Type: 文字列
必須: はい
ApplyImmediately
インスタンスの PreferredMaintenanceWindow の設定に関係なく、このリクエストの変更と保留
中の変更をできるだけ早く非同期に適用するかどうかを指定します。
このパラメータを false に設定した場合、クラスターへの変更は次のメンテナンスウィンドウ中に適
用されます。パラメータの変更によっては、機能停止を引き起こす可能性があり、次回の再起動時に
適用されます。
デフォルト: false
Type: ブール値
必須: いいえ
AutoMinorVersionUpgrade
このパラメータは Amazon DocumentDB には適用されません。Amazon DocumentDB は、値セットに
関係なく、マイナーバージョンのアップグレードを実行しません。
Type: ブール値
必須: いいえ
CACertificateIdentifier
インスタンスに関連付ける必要のある証明書を示します。
Type: 文字列
必須: いいえ
CopyTagsToSnapshot
すべてのタグを DB インスタンスから DB インスタンスのスナップショットにコピーするかどうかを
示す値。デフォルトでは、タグはコピーされません。
Type: ブール値
必須: いいえ
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DBInstanceClass
インスタンスの新しいコンピューティング能力とメモリ容量 (例: db.r5.large )。すべてのインスタ
ンスクラスがすべての AWS リージョン で利用できるわけではありません。
インスタンスクラスを変更すると、変更中に機能停止が発生します。ApplyImmediately がこのリ
クエストの true として指定されない限り、変更は次のメンテナンスウィンドウ中に適用されます。
デフォルト: 既存の設定を仕様。
Type: 文字列
必須: いいえ
EnablePerformanceInsights
DB インスタンスでPerformance Insights を有効にするかどうかを示す値。詳細については、次を参照
してください。Amazon Performance Insights 使用。
Type: ブール値
必須: いいえ
NewDBInstanceIdentifier
インスタンス名を変更する場合のインスタンスの新しいインスタンス識別子。インスタンス識別子
を変更し、Apply Immediately を true に設定するとインスタンスの再起動がすぐに実行されま
す。Apply Immediately を false に設定した場合、次のメンテナンスウィンドウ中に発生しま
す。この値は小文字で保存されます。
制約:
• 1 ～ 63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: mydbinstance
Type: 文字列
必須: いいえ
PerformanceInsightsKMSKeyId
パフォーマンスインサイトデータの暗号化の AWS KMS キー識別子。
-AWS KMSキー識別子は、KMS キーのキー ID、キー ID、キー ID、キー ID、キー ID、キー ID、また
は KMS キーです。
値を指定していない場合 PerformanceInsightsKMSKeyId、その場合、Amazon DocumentDB はデフォ
ルトの KMS キーを使用します。Amazon Web Services アカウントには、デフォルトの KMS キーが
あります。Amazon Web Services アカウントには、Amazon Web Services リージョンごとにデフォ
ルトの KMS キーがあります。
Type: 文字列
必須: いいえ
PreferredMaintenanceWindow
システムメンテナンスが発生する可能性がある週単位の時間範囲 (UTC) で、停止する可能性がありま
す。次の場合を除き、このパラメータを変更しても機能停止にはならず、変更はできるだけ早く非同
期的に適用されます。再起動を引き起こす保留中のアクションがあり、メンテナンスウィンドウが現
在の時刻を含めて変更された場合、このパラメータを変更するとインスタンスが再起動されます。こ
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のウィンドウを現在の時刻に変更した場合、保留中の変更が確実に適用されるには、現在の時刻から
ウィンドウの終了まで 30 分以上必要です。
デフォルト: 既存の設定を仕様。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
有効な日数: Mon, Thu, Thu, Thu, Thu, Thu, Thu, Thu
制約: 少なくとも 30 分以上必要です。
Type: 文字列
必須: いいえ
PromotionTier
既存のプライマリインスタンスの障害後に、Amazon DocumentDB レプリカがプライマリインスタン
スに昇格する順序を指定する値。
デフォルト: 1
有効な値: 0-15
Type: 整数
必須: いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBInstance
インスタンスに関する詳細情報。
型: DBInstance (p. 740) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 772)」を参照してください。
AuthorizationNotFound
指定された CIDRIP または Amazon EC2 セキュリティグループは、指定されたセキュリティグループ
に対して権限がありません。
Amazon DocumentDB には、IAM を使用してお客様に代わって必要なアクションを実行する権限がな
い場合もあります。
HTTP ステータスコード: 404
CertificateNotFound
CertificateIdentifier は既存の証明書を参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBInstanceAlreadyExists
指定された識別子を持つインスタンスをすでに持っています。

688

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
ModifyDBInstance

HTTP ステータスコード: 400
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifier は既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupName は既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSecurityGroupNotFound
DBSecurityGroupName は既存のセキュリティグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBUpgradeDependencyFailure
依存するリソースが変更できないため、アップグレードに失敗しました。
HTTP ステータスコード: 400
InsufficientDBInstanceCapacity
指定されたインスタンスクラスは、指定されたアベイラビリティーゾーンで利用できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは 利用可能な 状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBSecurityGroupState
セキュリティグループの状態では削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidVPCNetworkStateFault
サブネットグループは、作成後に変更されたため、すべてのアベイラビリティーゾーンがカバーされ
ません。
HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ容量を超過します。
HTTP ステータスコード: 400
StorageTypeNotSupported
指定された StorageType のストレージはDBインスタンスに関連付けられません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ModifyDBSubnetGroup
既存のサブネットグループを変更します。サブネットグループには、の少なくとも 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンに少なくとも 1 つのサブネットが含まれている必要があります。AWS リージョン。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBSubnetGroupName
サブネットグループの名前。この値は小文字で保存されます。デフォルトのサブネットグループを変
更することはできません。
制約: 既存の DBSubnetGroup の名前と一致する必要があり ます。デフォルト値を使用することはで
きません。
例: mySubnetgroup
Type: 文字列
: 必須 はい
subnetids.subnetidentifier.N
サブネットグループの Amazon EC2 サブネット ID。
Type: 文字列の配列
: 必須 はい
DBSubnetGroupDescription
サブネットグループの説明。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBSubnetGroup
サブネットグループに関する詳細情報。
型: DBSubnetGroup (p. 745) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs
アベイラビリティーゾーンが 1 つしかない場合を除き、サブネットグループ内のサブネットは少なく
とも 2 つのアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります。
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HTTP ステータスコード: 400
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSubnetQuotaExceededFault
リクエストにより、サブネットグループ内のサブネットが許可された数を超過します。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
リクエストされたサブネットが有効でないか、またはすべてが共通の仮想プライベートクラウド
(VPC) に含まれていない複数のサブネットがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
SubnetAlreadyInUse
サブネットはアベイラビリティーゾーンにすでに使われています。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ModifyEventSubscription
既存の Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションを変更します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SubscriptionName
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい
Enabled
ブール値。trueをクリックして、サブスクリプションをアクティブ化します。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
EventCategories.eventCategory.N
のイベントカテゴリのリストSourceTypeサブスクライブするかどうか。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
SnsTopicArn
イベント通知用に作成された SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN は、トピックを
作成してそれをサブスクライブするときに Amazon SNS によって作成されます。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceType
イベントを生成しているソースの種類。たとえば、インスタンスによって生成されたイベントの通知
を受ける必要がある場合は、このパラメータをに設定します。db-instance。この値を指定しない場
合、すべてのイベントが返されます。
有効な値: db-instance, db-parameter-group, db-security-group
Type: 文字列
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
EventSubscription
サブスクライブしたイベントに関する詳細情報。
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型: EventSubscription (p. 752) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
EventSubscriptionQuotaExceeded
最大イベントサブスクリプション数に達しました。
HTTP ステータスコード: 400
SNSInvalidTopic
Amazon SNS は、指定されたトピックに問題があると回答しました。
HTTP ステータスコード: 400
SNSNoAuthorization
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) にパブリッシュする権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
SNSTopicArnNotFound
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) は存在しません
HTTP ステータスコード: 404
SubscriptionCategoryNotFound
指定されたカテゴリは存在しません
HTTP ステータスコード: 404
SubscriptionNotFound
サブスクリプション名が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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ModifyGlobalCluster
Amazon DocumentDB グローバルクラスターの設定を変更します。これらのパラメータとリクエストに新
しい値を指定することで、1 つ以上の設定パラメータ（削除保護など）を変更したり、グローバルクラス
ター識別子を変更できます。

Note
このアクションは Amazon DocumentDB クラスターにのみ適用されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
GlobalClusterIdentifier
変更するグローバルクラスターの識別子。このパラメータでは大文字と小文字は区別されません。
制約:
• 既存のグローバルクラスターの識別子と一致する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 はい
DeletionProtection
グローバルクラスターで削除保護を有効にするかどうかを示します。削除保護が有効な場合、グロー
バルクラスターは削除できません。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
NewGlobalClusterIdentifier
グローバルクラスタを変更するときのグローバルクラスタの新しい識別子。この値は小文字で保存さ
れます。
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
1 字目は文字である必要があります
ハイフンを、文字列を使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません
例: my-cluster2
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
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GlobalCluster
Amazon DocumentDB グローバルクラスターを表すデータ型。
型: GlobalCluster (p. 755) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
GlobalClusterNotFoundFault
-GlobalClusterIdentifier既存のグローバルクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidGlobalClusterStateFault
要求された操作は、クラスターがこの状態にある間は実行できません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RebootDBInstance
通常はメンテナンスのために、インスタンスを再起動する必要があります。たとえば、特定の変更を行う
場合や、インスタンスに関連付けられたクラスターパラメータグループを変更する場合は、変更を有効に
するためにインスタンスを再起動する必要があります。
インスタンスを再起動すると、データベースエンジンサービスが再起動されます。インスタンスを再起動
すると一時的に機能停止になります。その間、インスタンスのステータスは [] に設定されます。再起動。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBInstanceIdentifier
インスタンス識別子 このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 既存の識別子と一致する必要がありますDBInstance。
Type: 文字列
必須: はい
ForceFailover
メトリックtrueの場合、再起動はマルチ AZ フェイルオーバーによって行われます。
制約: 指定することはできませんtrueインスタンスがマルチ AZ 用に設定されていない場合。
Type: [Boolean] (ブール値)
必須: いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
DBInstance
インスタンスに関する詳細情報。
型: DBInstance (p. 740) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifier既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
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HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RemoveFromGlobalCluster
Amazon DocumentDB 二次クラスターをグローバルクラスターからデタッチします。クラスターは、読み
取り専用で、別のリージョンのプライマリからデータを受信するのではなく、読み取り/書き込み機能を備
えたスタンドアロンクラスターになります。

Note
このアクションは Amazon DocumentDB クラスターにのみ適用されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DbClusterIdentifier
Amazon DocumentDB グローバルクラスターからデタッチされたクラスターを識別する Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 はい
GlobalClusterIdentifier
Amazon DocumentDB グローバルクラスターからデタッチするクラスター識別子。
Type: 文字列
[長さの制約]: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
GlobalCluster
Amazon DocumentDB グローバルクラスターを表すデータ型。
型: GlobalCluster (p. 755) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは、既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
GlobalClusterNotFoundFault
-GlobalClusterIdentifierは、既存のグローバルクラスターを参照していません。
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HTTP ステータスコード: 404
InvalidGlobalClusterStateFault
要求された操作は、クラスターがこの状態にある間は実行できません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RemoveSourceIdentifierFromSubscription
既存の Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションからソース識別子を削除します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
SourceIdentifier
インスタンスの場合は、インスタンス識別子など、サブスクリプションから削除されるソース識別
子、またはセキュリティグループの名前。
Type: 文字列
必須: はい
SubscriptionName
ソース識別子を削除する Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションの名前。
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
EventSubscription
サブスクライブしたイベントの詳細情報。
型: EventSubscription (p. 752) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
SourceNotFound
リクエストされたソースが見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404
SubscriptionNotFound
サブスクリプション名が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RemoveTagsFromResource
Amazon DocumentDB リソースからメタデータタグを削除します。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
ResourceName
タグが削除された Amazon DocumentDB リソース。この値は Amazon リソースネーム (ARN) です。
Type: 文字列
必須 はい
tagkeys.member.n
削除するタグのタグキー (名前)。
Type: 文字列の配列
必須 はい

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierが既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBInstanceNotFound
DBInstanceIdentifierが既存のインスタンスを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSnapshotNotFound
DBSnapshotIdentifierが既存のスナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ResetDBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループのパラメータをデフォルト値に変更します。特定のパラメータをリセット
するには、以下のリストを送信します。ParameterNameそしてApplyMethod。クラスターパラメータグ
ループ全体をリセットするには、DBClusterParameterGroupNameそしてResetAllParametersパラ
メータ。
グループ全体をリセットすると、動的パラメータが即座に更新され、静的パラメータがに設定され
てpending-rebootDB インスタンスの次回のリブートで有効になります。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterParameterGroupName
リセットするクラスターパラメータグループの名前。
Type: 文字列
: 必須 はい
パラメータ.Parameter.N
デフォルト値にリセットする、クラスターパラメータグループ内のパラメータ名のリス
ト。ResetAllParameters パラメータが true に設定されている場合は、このパラメータを設定す
ることはできません。
Type: の配列Parameter (p. 760)オブジェクト
: 必須 いいえ
ResetAllParameters
に設定された値trueクラスターパラメータグループ内のすべてのパラメータをデフォルト値にリセッ
トするには、falseそうでない場合は。Parameters パラメータに指定されたパラメータ名のリスト
がある場合、このパラメータは使用できません。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
DBClusterParameterGroupName
クラスターパラメータグループの名前。
制約:
• 1 ～ 255 文字の英字または数字である必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。

Note
この値は小文字で保存されます。
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Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBParameterGroupNotFound
DBParameterGroupName既存のパラメータグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBParameterGroupState
パラメータグループが使用中であるか、無効な状態です。パラメータグループを削除しようとしてい
る場合、パラメータグループがこの状態のときは削除できません。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RestoreDBClusterFromSnapshot
スナップショットまたはクラスタースナップショットから新しいクラスターを作成します。
スナップショットが指定されている場合、ターゲットクラスターは、デフォルト設定とデフォルトセキュ
リティグループを使用してソース DB スナップショットから作成されます。
クラスタースナップショットを指定した場合、新しいクラスターが既定のセキュリティグループを使用し
て作成されることを除いて、ターゲットクラスターは元のソース DB クラスターと同じ構成でソースクラ
スターの復元ポイントから作成されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
スナップショットまたはクラスタースナップショットから作成するクラスターの名前。このパラメー
タでは大文字と小文字は区別されません。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-snapshot-id
Type: 文字列
: 必須 はい
Engine
新しいクラスターに使用するデータベースエンジン。
デフォルト: ソースオブジェクトと同じです。
制約: ソースのエンジンに対応する必要があります。
Type: 文字列
: 必須 はい
SnapshotIdentifier
復元元のスナップショットまたはクラスタースナップショットの識別子。
クラスタースナップショットを指定するには、名前または Amazon リソースネーム (ARN) のいずれか
を使用できます。ただし、スナップショットを指定するには ARN のみを使用できます。
制約:
• 既存のスナップショットの識別子と一致する必要があります。
Type: 文字列
: 必須 はい
availabilityZones.availabilityZone.N
DB クラスターのインスタンスを作成できる Amazon EC2 アベイラビリティーゾーンのリストを入力
します。
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Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
DBSubnetGroupName
新しいクラスターに使用するサブネットグループの名前。
制約: 指定した場合、既存の名前と一致する必要があります。DBSubnetGroup。
例: mySubnetgroup
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DeletionProtection
このクラスターを削除できるかどうかを指定します。もしDeletionProtectionが有効の場合、
クラスターを変更しない限り、クラスターを削除できません。DeletionProtectionが無効で
す。DeletionProtectionクラスターが誤って削除されるのを防ぎます。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
EnableCloudWatchlogsExports.member.n
Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするために有効にする必要があるログタイプのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
EngineVersion
新しいクラスターに使用するデータベースエンジンのバージョン。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
KmsKeyId
-AWS KMSDB スナップショットまたはクラスタースナップショットから暗号化されたクラスターを
復元するときに使用するキー識別子。
AWS KMS キー識別子は、AWS KMS 暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。クラスター
を同じクラスターで復元する場合AWS アカウントそれが所有しているAWS KMS新しいクラスターの
暗号化に使用される暗号化キー。AWS KMSARN の代わりにキーエイリアスAWS KMS暗号化キー。
KmsKeyId パラメータの値を指定しない場合は、以下のようになります。
• のスナップショットまたはクラスタースナップショットの場合SnapshotIdentifierが暗号化
されている場合、復元されたクラスターはAWS KMSスナップショットまたはクラスタースナップ
ショットの暗号化に使用されたキー。
• スナップショットまたはクラスタースナップショットがSnapshotIdentifierが暗号化されてい
ない場合、復元された DB クラスターは暗号化されません。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Port
新しいクラスターが接続を受け付けるポート番号。
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制約: の値にする必要があります。1150に65535。
デフォルト: 元のクラスターと同じポート。
Type: 整数
: 必須 いいえ
Tags.Tag.N
復元されたクラスターに割り当てられるタグ。
Type: 配列のTag (p. 770)オブジェクト
: 必須 いいえ
vpcSecurityGroupIDs.vpcsecurityGroupID.n
新しいクラスターが属する Virtual Private Cloud (VPC) セキュリティグループのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ

レスポンス要素
次の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterAlreadyExistsFault
指定された ID を持つクラスターをすでに持っています。
HTTP ステータスコード: 400
DBClusterQuotaExceededFault
クラスターの最大許容クォータに達したため、クラスターを作成できません。
HTTP ステータスコード: 403
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifierは、既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSnapshotNotFound
DBSnapshotIdentifier既存のスナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
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DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupNameは、既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InsufficientDBClusterCapacityFault
クラスターに現在のオペレーションに十分な容量がありません。
HTTP ステータスコード: 403
InsufficientStorageClusterCapacity
現在のアクションに使用可能なストレージが不十分です。使用可能なストレージがより多い別のアベ
イラビリティーゾーンを使用するようにサブネットグループを更新することで、このエラーを解決で
きる場合があります。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は、有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBSnapshotState
スナップショットの状態では削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRestoreFault
virtual private cloud (VPC) バックアップから VPC 以外の DB インスタンスに復元することはできませ
ん。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
リクエストされたサブネットが有効でないか、またはすべてが共通の Virtual Private Cloud (VPC) に
含まれていない複数のサブネットがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidVPCNetworkStateFault
変更により、作成後に、サブネットグループがすべてのアベイラビリティーゾーンをカバーするわけ
ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
KMSKeyNotAccessibleFault
にアクセスするときにエラーが発生しましたAWS KMSkey。
HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ容量を超過します。
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HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ容量を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RestoreDBClusterToPointInTime
クラスターを任意の時点に復元します。ユーザーは LatestRestorableTime より前の任意の時点に最大
BackupRetentionPeriod 日間復元できます。ターゲットクラスターは、新しいクラスターがデフォル
トのセキュリティグループで作成されない場合、元のクラスターと同じ構成で作成されます。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してくだ
さい。
DBClusterIdentifier
作成する新しいクラスターの名前。
制約:
• 1 ～ 63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
Type: 文字列
必須: はい
SourceDBClusterIdentifier
復元されるソースクラスターの識別子。
制約:
• 既存の DBCluster の識別子と一致する必要があります。
Type: 文字列
必須: はい
DBSubnetGroupName
新しいクラスターに使用するサブネットグループ名。
制約: 指定した場合、既存の DBSubnetGroup の名前と一致する必要があります。
例: mySubnetgroup
Type: 文字列
必須: いいえ
DeletionProtection
このクラスターを削除できるかどうかを指定します。DeletionProtection を有効にすると、クラ
スターが変更され DeletionProtection が無効にならない限り、クラスターを削除することができ
ません。DeletionProtection はクラスターが誤って削除されるのを防ぎます。
Type: ブール値
必須: いいえ
EnableCloudwatchLogsExports.member.n
Amazon にエクスポートするために有効にする必要があるログタイプのリスト CloudWatchログ。
Type: 文字列の配列
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必須: いいえ
KmsKeyId
暗号化されたクラスターから暗号化されたクラスターを復元するときに使用する AWS KMS キー識別
子。
AWS KMS キー識別子は、AWS KMS 暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。新しいクラ
スターを暗号化するための AWS アカウント 暗号化キーを所有する同じ AWS KMS を使用してクラス
ターを復元する場合、AWS KMS 暗号化キーの ARN の代わりに AWS KMS キーエイリアスを使用で
きます。
新しいクラスターに復元し、ソースクラスターの暗号化に使用した AWS KMS キーとは異なる AWS
KMS キーで新しいクラスターを暗号化できます。新しい DB クラスターは、AWS KMS パラメータで
識別される KmsKeyId キーで暗号化されます。
KmsKeyId パラメータの値を指定しない場合は、以下のようになります。
• クラスターが暗号化されている場合、復元されたクラスターはソースクラスターの暗号化に使用さ
れた AWS KMS キーで暗号化されます。
• クラスターが暗号化されていない場合、復元されたクラスターは暗号化されません。
DBClusterIdentifier が暗号化されていないクラスターを参照している場合、復元リクエストは
拒否されます。
Type: 文字列
必須: いいえ
Port
クラスターが接続を受け入れるポート番号。
制約: 値にする必要があります。1150に65535。
デフォルト: エンジンのデフォルトポート。
Type: 整数
必須: いいえ
RestoreToTime
クラスターを復元する日時。
有効な値: 時間は協定世界時 (UTC) 形式の時刻でなければなりません。
制約:
• インスタンスの復元可能な最新時刻より前である必要があります。
• UseLatestRestorableTime パラメータを指定しない場合は、指定する必要があります。
• UseLatestRestorableTime パラメータが true である場合は、指定することはできません。
• RestoreType パラメータが copy-on-write である場合は、指定することはできません。
例: 2015-03-07T23:45:00Z
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
RestoreType
実行する復元のタイプ。次のいずれかの値を指定できます。
• full-copy - 新しい DB クラスターは、ソース DB クラスターのフルコピーとして復元されます。
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• copy-on-write - 新しい DB クラスターは、ソース DB クラスターのクローンとして復元されま
す。
制約: 指定できませんcopy-on-writeDB クラスターのエンジンバージョンが 1.11 より前である場
合。
RestoreType 値を指定しない場合、新しい DB クラスターは、ソース DB クラスターのフルコピー
として復元されます。
Type: 文字列
必須: いいえ
Tags.Tag.N
復元されたクラスターに割り当てられるタグ。
Type: 配列Tag (p. 770)オブジェクト
必須: いいえ
UseLatestRestorableTime
true に設定する場合はクラスターを最新の復元可能なバックアップ時間に復元し、それ以外の場合
は false に設定される値。
デフォルト: false
制約: RestoreToTime パラメータを使用する場合は、指定することができません。
Type: ブール値
必須: いいえ
VpcSecurityGroupIds。VpcSecurityGroupIdN
新しいクラスターが属する VPC セキュリティグループのリスト。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 772)」を参照してください。
DBClusterAlreadyExistsFault
指定された識別子を持つクラスターをすでに持っています。
HTTP ステータスコード: 400
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DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifier は既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBClusterQuotaExceededFault
クラスターの最大許容クォータに達したため、クラスターを作成できません。
HTTP ステータスコード: 403
DBClusterSnapshotNotFoundFault
DBClusterSnapshotIdentifier は既存のクラスタースナップショットを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
DBSubnetGroupNotFoundFault
DBSubnetGroupName は既存のサブネットグループを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InsufficientDBClusterCapacityFault
クラスターには現在の操作に十分な容量がありません。
HTTP ステータスコード: 403
InsufficientStorageClusterCapacity
現在のアクションに使用可能なストレージが不十分です。使用できるストレージがより多い別のアベ
イラビリティーゾーンを使用するようにサブネットグループを更新することで、このエラーを解決で
きる場合があります。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterSnapshotStateFault
指定された値は有効なクラスタースナップショット状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBSnapshotState
スナップショットの状態では削除できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRestoreFault
仮想プライベートクラウド （VPC） のバックアップから VPC以外の DB インスタンスには復元でき
ません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidSubnet
要求されたサブネットが無効であるか、共通の仮想プライベートクラウド （VPC） 内に存在しない複
数のサブネットが要求されました。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidVPCNetworkStateFault
サブネットグループは、作成後に変更されたため、すべてのアベイラビリティーゾーンがカバーされ
ません。
HTTP ステータスコード: 400
KMSKeyNotAccessibleFault
AWS KMS キーへのアクセス時にエラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 400
StorageQuotaExceeded
リクエストにより、すべてのインスタンスで使用可能な許容ストレージ容量を超過します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartDBCluster
によって指定された、停止したクラスタを再起動します。DBClusterIdentifier。詳細については、
「」を参照してください。Amazon DocumentDB クラスターの停止と開始。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
再起動するクラスターの識別子。例: docdb-2019-05-28-15-24-52
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは、既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能です状態。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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StopDBCluster
で指定された実行中のクラスターを停止します。DBClusterIdentifier。クラスターはに存在す
る必要があります。使用可能ですステータス。詳細については、「」を参照してください。Amazon
DocumentDB クラスターの停止と開始。

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメーターの詳細については、「共通パラメータ (p. 774)」を参照してく
ださい。
DBClusterIdentifier
停止するクラスターの ID。例: docdb-2019-05-28-15-24-52
Type: 文字列
必須: はい

レスポンス要素
以下の要素がサービスによって返されます。
DBCluster
クラスターに関する詳細情報。
型: DBCluster (p. 725) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、一般的なエラー (p. 772) を参照してください。
DBClusterNotFoundFault
DBClusterIdentifierは、既存のクラスターを参照していません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidDBClusterStateFault
クラスターは有効な状態ではありません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDBInstanceState
指定されたインスタンスは使用可能ですステータス。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3

データ型
以下のデータ型がサポートされています。
• AvailabilityZone (p. 721)
• Certificate (p. 722)
• CloudwatchLogsExportConfiguration (p. 724)
• DBCluster (p. 725)
• DBClusterMember (p. 730)
• DBClusterParameterGroup (p. 731)
• DBClusterRole (p. 732)
• DBClusterSnapshot (p. 733)
• DBClusterSnapshotAttribute (p. 736)
• DBClusterSnapshotAttributesResult (p. 737)
• DBEngineVersion (p. 738)
• DBInstance (p. 740)
• DBInstanceStatusInfo (p. 744)
• DBSubnetGroup (p. 745)
• Endpoint (p. 747)
• EngineDefaults (p. 748)
• Event (p. 749)
• EventCategoriesMap (p. 751)
• EventSubscription (p. 752)
• Filter (p. 754)
• GlobalCluster (p. 755)
• GlobalClusterMember (p. 757)
• OrderableDBInstanceOption (p. 758)
• Parameter (p. 760)
• PendingCloudwatchLogsExports (p. 762)
•
•
•
•
•

PendingMaintenanceAction (p. 763)
PendingModifiedValues (p. 765)
ResourcePendingMaintenanceActions (p. 768)
Subnet (p. 769)
Tag (p. 770)

• UpgradeTarget (p. 771)
• VpcSecurityGroupMembership (p. 772)
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AvailabilityZone
アベイラビリティーゾーンに関する情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Name
アベイラビリティーゾーンの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Certificate
認証機関 (CA) 証明書AWS アカウント。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
CertificateArn
証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。
例: arn:aws:rds:us-east-1::cert:rds-ca-2019
Type: 文字列
: 必須 いいえ
CertificateIdentifier
証明書を識別する一意のキー。
例: rds-ca-2019
Type: 文字列
: 必須 いいえ
CertificateType
証明書のタイプ。
例: CA
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Thumbprint
証明書のサムプリント。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
ValidFrom
証明書が有効である開始日時。
例: 2019-07-31T17:57:09Z
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
ValidTill
証明書が無効になった日時。
例: 2024-07-31T17:57:09Z
Type: タイムスタンプ
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: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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CloudwatchLogsExportConfiguration
特定のインスタンスまたはクラスターの Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするために有効にする
ログタイプの設定。
-EnableLogTypesそしてDisableLogTypes配列では、CloudWatch Logs にエクスポートする (または、
エクスポートしない) ログを決定します。これらの配列内の値は、使用されているエンジンによって異な
ります。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DisableLogTypes.member.N
無効にするログタイプのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
EnableLogTypes.member.N
有効にするログタイプのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBCluster
クラスターに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストで必須のパラメーターを説明します。
AssociatedRoles.DBClusterRole.N
クラスターに関連付けられている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールのリストを指定
します。クラスターに関連付けられている (IAM) ロールは、ユーザーに代わって他の AWS サービス
にアクセスするためのアクセス許可をクラスターに付与します。
Type: 必須DBClusterRole (p. 732)オブジェクト
必須: いいえ
AvailabilityZones.AvailabilityZone.N
クラスターのインスタンスを作成できる Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン (AZ) のリストを入
力します。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ
BackupRetentionPeriod
自動スナップショットが保持される日数を指定します。
Type: 整数
必須: いいえ
CloneGroupId
DB クラスターが関連付けられているクローングループを識別します。
Type: 文字列
必須: いいえ
ClusterCreateTime
クラスターが作成された時刻を協定世界時 (UTC) で指定します。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
DBClusterArn
クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBClusterIdentifier
ユーザーが指定したクラスター識別子が含まれています。この識別子は、クラスターを識別する一意
のキーです。
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Type: 文字列
必須: いいえ
DBClusterMembers.DBClusterMember.N
クラスターを構成するインスタンスのリストを入力します。
Type: 必須DBClusterMember (p. 730)オブジェクト
必須: いいえ
DBClusterParameterGroup
クラスターに使用するクラスターパラメータグループの名前を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
DbClusterResourceId
クラスターの AWS リージョン 固有のイミュータブルな識別子。この識別子は、クラスターの AWS
CloudTrail キーにアクセスするたびに AWS KMS ログエントリに記録されます。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBSubnetGroup
サブネットグループ内の名前、説明、サブネットなど、クラスターに関連付けられているサブネット
グループに関する情報を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
DeletionProtection
このクラスターを削除できるかどうかを指定します。DeletionProtection を有効にすると、クラ
スターが変更され DeletionProtection が無効にならない限り、クラスターを削除することができ
ません。DeletionProtection はクラスターが誤って削除されるのを防ぎます。
Type: ブール値
必須: いいえ
EarliestRestorableTime
データベースを復元できる最も早い時刻 point-in-time復元します。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
EnabledCloudwatchLogsExports.member.N
このクラスターが Amazon にエクスポートするように設定されているログタイプのリスト
CloudWatchログ。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ
Endpoint
クラスターのプライマリインスタンスの接続エンドポイントを指定します。
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Type: 文字列
必須: いいえ
Engine
このクラスターに使用されるデータベースエンジンの名前を入力します。
Type: 文字列
必須: いいえ
EngineVersion
データベースエンジンのバージョンを示します。
Type: 文字列
必須: いいえ
HostedZoneId
ホストゾーンを作成するときに Amazon Route 53 が割り当てる ID を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
KmsKeyId
StorageEncrypted が true の場合、暗号化されたクラスターの AWS KMS キー識別子。
Type: 文字列
必須: いいえ
LatestRestorableTime
データベースを復元できる最新の日時を指定します point-in-time復元します。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
MasterUsername
クラスターのマスターユーザー名が含まれています。
Type: 文字列
必須: いいえ
MultiAZ
クラスターが複数のアベイラビリティーゾーンにインスタンスを持つかどうかを指定します。
Type: ブール値
必須: いいえ
PercentProgress
オペレーションの進行状況をパーセンテージで指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
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Port
データベースエンジンがリッスンするポートを指定します。
Type: 整数
必須: いいえ
PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod に応じた、自動バックアップが有効な場合に自動バックアップが作成さ
れる毎日の時間範囲を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間範囲を世界標準時 (UTC) で指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
ReaderEndpoint
クラスターの読み込みエンドポイント。クラスター用のリーダーエンドポイントは、クラスタ内の使
用可能な Amazon DocumentDB レプリカ間で接続の負荷分散を行います。クライアントがリーダー
エンドポイントへの新規接続をリクエストすると、Amazon DocumentDB によって接続リクエストが
クラスターの Amazon DocumentDB レプリカ間で配分されます。この機能は、クラスターの複数の
Amazon DocumentDB レプリカ間の読み取りワークロードを分散させる役に立ちます。
フェイルオーバーが発生し、接続している Amazon DocumentDB レプリカがプライマリインスタ
ンスに昇格すると、接続は削除されます。読み取りワークロードをクラスター内の他の Amazon
DocumentDB レプリカに送信し続けるために、リーダーエンドポイントに再接続することができま
す。
Type: 文字列
必須: いいえ
ReadReplicaIdentifiers.ReadReplicaIdentifier.N
このクラスターに関連付けられているセカンダリクラスターの 1 つ以上の識別子を含みます。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ
ReplicationSourceIdentifier
このクラスターがセカンダリークラスターの場合は、ソースクラスターの識別子が含まれます。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
このクラスターの現在の状態を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
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StorageEncrypted
クラスターが暗号化されているかどうかを指定します。
Type: ブール値
必須: いいえ
VpcSecurityGroups.VpcSecurityGroupMembership.N
クラスターに関連付けられる VPC (Virtual Private Cloud) セキュリティグループのリスト。
Type: 必須VpcSecurityGroupMembership (p. 772)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DBClusterMember
クラスターの一部であるインスタンスに関する情報が含まれています。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBClusterParameterGroupStatus
DB クラスターのこのメンバーのクラスターパラメータグループのステータスを指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBInstanceIdentifier
クラスターのこのメンバーのインスタンス ID を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
IsClusterWriter
という値trueクラスターメンバーが、クラスターのプライマリインスタンスの場合は、falseそれ以
外の場合は、です。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
PromotionTier
既存のプライマリインスタンスの障害後に、Amazon DocumentDB レプリカをプライマリインスタン
スに昇格される順序を指定する値。
Type: 整数
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBClusterParameterGroup
クラスターパラメータグループに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBClusterParameterGroupArn
クラスターパラメータグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBClusterParameterGroupName
クラスターパラメータグループの名前を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBParameterGroupFamily
このクラスターパラメータグループと互換性があるパラメータグループファミリーの名前を指定しま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Description
このクラスターパラメータグループに対するユーザー指定の説明を提供します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBClusterRole
について説明しますAWS Identity and Access Managementクラスターに関連付けられている (IAM) ロー
ル。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
RoleArn
DB クラスターに関連付けられる iamRole の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
iamRole とクラスターの間の関連付けの状態を記述します。-Statusプロパティは以下のいずれかの
値にエラーがあります。
• ACTIVE-iamRole ARN はクラスターに関連付けられており、他の ARN にアクセスするために使用
できますAWSユーザーに代わってのサービス。
• PENDING-iamRole ARN はクラスターに関連付けられています。
• INVALID-iamRole ARN はクラスターに関連付けられていますが、クラスターは他の iamRole にア
クセスするために iamRole を引き受けることはできませんAWSユーザーに代わってのサービス。
Type: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBClusterSnapshot
クラスタースナップショットの詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
AvailabilityZones.AvailabilityZone.N
クラスタースナップショットのインスタンスを復元できる Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン
(AZ) のリストを入力します。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
ClusterCreateTime
クラスターが作成された時刻を協定世界時 (UTC) で指定します。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
DBClusterIdentifier
このクラスタースナップショットの作成元となったクラスターのクラスター識別子を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBClusterSnapshotArn
クラスタースナップショットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBClusterSnapshotIdentifier
クラスタースナップショットの識別子を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Engine
データベースエンジンの名前を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
このクラスタースナップショットのデータベースエンジンのバージョンを入力します。
Type: 文字列
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: 必須 いいえ
KmsKeyId
もしStorageEncryptedですtrueとすると、AWS KMS暗号化されたクラスタースナップショット
のキー ID。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MasterUsername
クラスタースナップショットのマスターユーザー名を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
PercentProgress
転送された推定データの割合を指定します。
Type: 整数
: 必須 いいえ
Port
スナップショット時にクラスターが待機していたポートを指定します。
Type: 整数
: 必須 いいえ
SnapshotCreateTime
スナップショットが取られた時刻をUTC で入力します。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
SnapshotType
クラスタースナップショットのタイプを入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceDBClusterSnapshotArn
クラスタースナップショットがソースクラスタースナップショットからコピーされた場合は、ソース
クラスタースナップショットの ARN、それ以外の場合は null 値。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Status
このクラスタースナップショットのステータスを指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
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StorageEncrypted
クラスタースナップショットが暗号化されているかどうかを指定します。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
VpcId
クラスタースナップショットに関連付けられている仮想プライベートクラウド (VPC) ID を入力しま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBClusterSnapshotAttribute
手動クラスタースナップショット属性の名前と値を含みます。
手動クラスタースナップショット属性は、他の承認に使用されます。AWS アカウント手動クラスタース
ナップショットを復元します。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
AttributeName
手動クラスタースナップショット属性の名前。
という名前の属性restoreのリストを参照しますAWS アカウント手動クラスタースナップショット
をコピーまたは復元するアクセス許可を持つ。
Type: 文字列
必須: いいえ
AttributeValues.AttributeValue.N
手動クラスタースナップショット属性の値。
そのファイルにAttributeNameフィールドがrestoreとすると、この要素はの ID のリストを返し
ます。AWS アカウント手動クラスタースナップショットをコピーまたは復元する権限があること。の
値の場合allがリストにある場合、手動クラスタースナップショットは公開されており、どのクラス
タースナップショットでも使用できます。AWS アカウントをクリックしてコピーまたは復元します。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBClusterSnapshotAttributesResult
クラスタースナップショットの詳細。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBClusterSnapshotAttributes.DBClusterSnapshotAttribute.N
クラスタースナップショットの属性と値のリスト。
Type: 配列のDBClusterSnapshotAttribute (p. 736)オブジェクト
: 必須 いいえ
DBClusterSnapshotIdentifier
属性が適用されるクラスタースナップショットの識別子。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBEngineVersion
エンジンのバージョンに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBEngineDescription
データベースエンジンの説明。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBEngineVersionDescription
データベースエンジンのバージョンの説明。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBParameterGroupFamily
データベースエンジンのパラメータグループファミリーの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Engine
データベースエンジンの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
データベースエンジンのバージョン番号。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
ExportableLogTypes.member.N
データベースエンジンが Amazon CloudWatch Logs にエクスポートできるログのタイプ。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
SupportsLogExportsToCloudwatchLogs
エンジンのバージョンがで指定されたログタイプの Exports Types をサポートするかどうかを示す
値。ExportableLogTypesCloudWatch Logs へ。
Type: [Boolean] (ブール値)
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: 必須 いいえ
ValidUpgradeTarget.UpgradeTarget.N
このデータベースエンジンのバージョンをアップグレードできるエンジンのバージョンのリスト。
Type: 配列のUpgradeTarget (p. 771)オブジェクト
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBInstance
インスタンスに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストで必須のパラメーターを説明します。
AutoMinorVersionUpgrade
適用されません。このパラメータは Amazon DocumentDB には適用されません。Amazon
DocumentDB は、値セットに関係なく、マイナーバージョンのアップグレードを実行しません。
Type: ブール値
必須: いいえ
AvailabilityZone
インスタンスを配置するアベイラビリティーゾーンの名前を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
BackupRetentionPeriod
自動スナップショットが保持される日数を指定します。
Type: 整数
必須: いいえ
CACertificateIdentifier
この DB インスタンスの CA 証明書の識別子。
Type: 文字列
必須: いいえ
CopyTagsToSnapshot
タグを DB インスタンスから DB インスタンスのスナップショットにコピーするかどうかを示す値。
デフォルトでは、タグはコピーされません。
Type: ブール値
必須: いいえ
DBClusterIdentifier
インスタンスがクラスターのメンバーである場合は、インスタンスがメンバーとなっているクラス
ターの名前が含まれます。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBInstanceArn
インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN)。
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Type: 文字列
必須: いいえ
DBInstanceClass
インスタンスのコンピューティングおよびメモリ容量クラスの名前を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBInstanceIdentifier
ユーザーが指定したデータベース識別子が含まれています。この識別子は、インスタンスを識別する
一意のキーです。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBInstanceStatus
このデータベースの現在の状態を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
DbiResourceId
インスタンスの AWS リージョン 固有のイミュータブルな識別子。この識別子は、インスタンスの
AWS CloudTrail キーにアクセスするたびに AWS KMS ログエントリに記録されます。
Type: 文字列
必須: いいえ
DBSubnetGroup
サブネットグループ内の名前、説明、サブネットなど、インスタンスに関連付けられているサブネッ
トグループに関する情報を指定します。
型: DBSubnetGroup (p. 745) オブジェクト
必須: いいえ
EnabledCloudwatchLogsExports.member.N
このインスタンスがエクスポートするように設定されているログタイプのリスト CloudWatch ログ。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ
Endpoint
接続エンドポイントを指定します。
型: Endpoint (p. 747) オブジェクト
必須: いいえ
Engine
このインスタンスに使用されるデータベースエンジンの名前を入力します。
Type: 文字列
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必須: いいえ
EngineVersion
データベースエンジンのバージョンを示します。
Type: 文字列
必須: いいえ
InstanceCreateTime
インスタンスが作成された日時を入力します。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
KmsKeyId
StorageEncrypted が true の場合、暗号化されたインスタンスの AWS KMS キー識別子。
Type: 文字列
必須: いいえ
LatestRestorableTime
データベースを復元できる最新の日時を指定します point-in-time必須。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
PendingModifiedValues
インスタンスへの変更が保留中であることを指定します。この要素は、変更が保留中の場合にのみ含
まれます。特定の変更は、サブエレメントによって識別されます。
型: PendingModifiedValues (p. 765) オブジェクト
必須: いいえ
PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod に応じた、自動バックアップが有効な場合に自動バックアップが作成さ
れる毎日の時間範囲を指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間範囲を世界標準時 (UTC) で指定します。
Type: 文字列
必須: いいえ
PromotionTier
既存のプライマリインスタンスの障害後に、Amazon DocumentDB レプリカがプライマリインスタン
スに昇格する順序を指定する値。
Type: 整数
必須: いいえ
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PubliclyAccessible
サポート外。Amazon DocumentDB は現在パブリックエンドポイントをサポートしていませ
ん。PubliclyAccessible の値は常に false です。
Type: ブール値
必須: いいえ
StatusInfos.DBInstanceStatusInfo.N
リードレプリカのステータス。インスタンスがリードレプリカではない場合、これは空白です。
Type: 必須DBInstanceStatusInfo (p. 744)オブジェクト
必須: いいえ
StorageEncrypted
インスタンスが暗号化されているかどうかを指定します。
Type: ブール値
必須: いいえ
VpcSecurityGroups.VpcSecurityGroupMembership.N
インスタンスが属する VPC セキュリティグループ要素のリストを入力します。
Type: 必須VpcSecurityGroupMembership (p. 772)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DBInstanceStatusInfo
インスタンスのステータス情報のリストを入力します。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Message
インスタンスにエラーがある場合のエラーの詳細。インスタンスがエラー状態にない場合、この値は
空白です。
Type: 文字列
必須 いいえ
Normal
ブール値trueインスタンスが正常に動作している場合、またはfalseインスタンスがエラー状態にあ
る場合。
Type: [Boolean] (ブール値)
必須 いいえ
Status
インスタンスのステータス。aの場合StatusTypeリードレプリカの値は次のいずれかになりま
す。replicatingというエラーが表示される。stopped, またはterminated。
Type: 文字列
必須 いいえ
StatusType
この値は現在」read replication。」
Type: 文字列
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DBSubnetGroup
サブネットグループに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBSubnetGroupArn
DB サブネットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBSubnetGroupDescription
サブネットグループの説明を入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBSubnetGroupName
サブネットグループの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SubnetGroupStatus
サブネットグループのステータスを入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Subnets.Subnet.N
サブネットグループ内の 1 つ以上のサブネットに関する詳細情報。
Type: 配列のSubnet (p. 769)オブジェクト
: 必須 いいえ
VpcId
サブネットグループの仮想プライベートクラウド (VPC) ID を入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Endpoint
クラスターまたはインスタンスにアクセスするためのネットワーク情報。クライアントプログラムは、こ
れらの Amazon DocumentDB リソースにアクセスするための有効なエンドポイントを指定する必要があり
ます。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Address
インスタンスの DNS アドレスが指定されます。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
HostedZoneId
ホストゾーンを作成するときに Amazon Route 53 が割り当てる ID を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Port
データベースエンジンが待機しているポートを指定します。
Type: 整数
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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EngineDefaults
呼び出しが成功した結果が含まれています。DescribeEngineDefaultClusterParametersオペレー
ション.

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBParameterGroupFamily
エンジンパラメータ情報を返す、クラスターパラメータグループファミリーの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Marker
以前の リクエストによって提供されたオプションのページ分割トークン。このパラメータを指定した
場合、レスポンスには MaxRecords で指定された値まで、マーカーを超えるレコードのみが含まれま
す。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Parameters.Parameter.N
特定のクラスタパラメータグループファミリのパラメータ。
Type: 配列のParameter (p. 760)オブジェクト
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Event
イベントに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Date
イベントの日付と時刻を指定します。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
EventCategories.EventCategory.N
イベントのカテゴリを指定します。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
Message
このイベントのテキストを入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceArn
イベントの Amazon リソースネーム (ARN)
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceIdentifier
イベントの発生元の識別子を入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceType
このイベントのソースタイプを指定します。
Type: 文字列
有効な値: db-instance | db-parameter-group | db-security-group | db-snapshot
| db-cluster | db-cluster-snapshot
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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EventCategoriesMap
イベントソースタイプ。1 つ以上のイベントカテゴリ名が含まれます。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
EventCategories.EventCategory.N
指定されたソースタイプのイベントカテゴリ
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
SourceType
返されたカテゴリに属しているソースタイプ。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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EventSubscription
サブスクライブしたイベントの詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
CustomerAwsId
-AWSAmazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションに関連付けられている顧客アカウン
ト。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
CustSubscriptionId
Amazon DocumentDB イベント通知のサブスクリプション ID。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Enabled
サブスクリプションが有効になっているかどうかを示すブール値。の値は次のいずれかを指定できま
す。trueサブスクリプションが有効になっていることを表します。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
EventCategoriesList.EventCategory.N
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションのイベントカテゴリのリスト。
Type: 文字列の配列
: 必須 いいえ
EventSubscriptionArn
イベントサブスクリプションの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SnsTopicArn
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションのトピック ARN。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SourceIdsList.SourceId.N
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションのソース ID のリスト。
Type: 文字列の配列
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: 必須 いいえ
SourceType
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションのソースタイプ。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Status
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションのステータス。
制約:
の値は次のいずれかを指定できます。creating,modifying,deleting,active,nopermission,topic-not-exist
-no-permissionステータス:Amazon DocumentDB が SNS トピックに投稿するアクセス許可を持た
ないことを示します。-topic-not-existstatus はサブスクリプションの作成後にトピックが削除さ
れたことを示します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SubscriptionCreationTime
Amazon DocumentDB イベント通知サブスクリプションが作成された時刻。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Filter
フィルタ値の名前付きセット。より具体的な結果のリストを返すために使用されます。フィルタを使用し
て、ID などの特定の基準でリソースのセットを照合できます。
ワイルドカードは、フィルタではサポートされていません。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Name
フィルターの名前。フィルタ名では大文字と小文字が区別されます。
Type: 文字列
: 必須: はい
Values.Value.N
1 つ以上のフィルタ値。フィルタの値は大文字と小文字が区別されます。
Type: 文字列の配列
: 必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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GlobalCluster
Amazon DocumentDB グローバルクラスターを表すデータ型。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DatabaseName
新しいグローバルクラスタ内のデフォルトのデータベース名。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DeletionProtection
新しいグローバルクラスターの削除保護設定。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
Engine
グローバルクラスターで使用される Amazon DocumentDB データベースエンジン。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
データベースエンジンのバージョンを示します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
GlobalClusterArn
グローバルクラスターの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
GlobalClusterIdentifier
ユーザーが指定したグローバルクラスター識別子が含まれています。この識別子は、グローバルクラ
スターを識別する一意のキーです。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: [A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*
: 必須 いいえ
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GlobalClusterMembers.GlobalClusterMember.N
グローバルクラスタ内のセカンダリクラスタのクラスタ ID のリスト。現在、1つのアイテムに制限さ
れています。
Type: 配列のGlobalClusterMember (p. 757)オブジェクト
: 必須 いいえ
GlobalClusterResourceId
-AWS リージョングローバルデータベースクラスターの一意イミュータブルな識別子。この識別子は
AWS CloudTrailログのエントリAWS KMSクラスターのカスタマーマスターキー (CMK) にアクセスさ
れます。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Status
このグローバルクラスターの現在の状態を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
StorageEncrypted
グローバルクラスターの記憶域暗号化設定。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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GlobalClusterMember
Amazon DocumentDB グローバルクラスターに関連付けられているプライマリおよびセカンダリクラス
ターに関する情報を含むデータ構造。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
DBClusterArn
各 Amazon DocumentDB クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
Type: 文字列
必須 いいえ
IsWriter
Amazon DocumentDB クラスターが関連付けられている Amazon DocumentDB グローバルクラスター
の主クラスタ (読み取り/書き込み機能を持つ) かどうかを指定します。
Type: [Boolean] (ブール値)
必須 いいえ
Readers.member.N
Aurora グローバルクラスターに関連付けられている各読み取り専用二次クラスターの Amazon リソー
スネーム (ARN)。
Type: 文字列の配列
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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OrderableDBInstanceOption
インスタンスで使用できるオプション。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
AvailabilityZones.AvailabilityZone.N
インスタンスのアベイラビリティーゾーンのリスト。
Type: 配列配列AvailabilityZone (p. 721)オブジェクト
必須: いいえ
DBInstanceClass
インスタンスのインスタンスクラス。
Type: 文字列
必須: いいえ
Engine
インスタンスのエンジンタイプ。
Type: 文字列
必須: いいえ
EngineVersion
インスタンスのエンジンバージョン。
Type: 文字列
必須: いいえ
LicenseModel
インスタンスのライセンスモデル。
Type: 文字列
必須: いいえ
Vpc
インスタンスがVirtual Private Cloud (VPC) 内にあるかどうかを示します。
Type: [Boolean] (ブール値)
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Parameter
個々のパラメータに関する詳細情報。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
AllowedValues
パラメータの有効な値の範囲を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
ApplyMethod
パラメータの更新を適用するタイミングを指定します。
Type: 文字列
有効な値: immediate | pending-reboot
: 必須 いいえ
ApplyType
エンジン固有のパラメータタイプを指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DataType
パラメータの有効なデータ型を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Description
パラメータの説明を入力します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
IsModifiable
パラメータを変更できるか (true) 、できない (false) かを示します。いくつかのパラメータには、
それらの変更を妨げるセキュリティ上または運用上の影響があります。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
MinimumEngineVersion
パラメータを適用できる最も古いエンジンバージョン。
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Type: 文字列
: 必須 いいえ
ParameterName
パラメータの名前を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
ParameterValue
パラメータの値を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Source
パラメータ値のソースを示します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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PendingCloudwatchLogsExports
設定がまだ保留中のログタイプのリスト。これらのログタイプは有効化中または無効化中です。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
LogTypesToDisable.member.N
有効化中のログタイプ。有効にすると、これらのログタイプは Amazon CloudWatch Logs にエクス
ポートされます。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ
LogTypesToEnable.member.N
無効化中のログタイプ。無効化されたログタイプは CloudWatch Logs にエクスポートされません。
Type: 文字列の配列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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PendingMaintenanceAction
リソースの保留中のメンテナンスアクションに関する情報を入力します。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Action
リソースに対して使用可能な保留中のメンテナンスアクションのタイプ。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
AutoAppliedAfterDate
アクションが適用されたときのメンテナンスウィンドウの日付。メンテナンスアクションは、こ
の日以降の最初のメンテナンスウィンドウ中にリソースに適用されます。この日付を指定した場
合、next-maintenance オプトインリクエストは無視されます。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
CurrentApplyDate
保留中のメンテナンスアクションがリソースに適用される有効日。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
Description
メンテナンスアクションについての詳細を提供する説明。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
ForcedApplyDate
アクションが自動的に適用されたときのメンテナンスウィンドウの日付。メンテナンスアクション
は、リソースのメンテナンスウィンドウに関係なく、この日にリソースに適用されます。この日付を
指定した場合、immediate オプトインリクエストは無視されます。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
OptInStatus
リソースに対して受信されたオプトインリクエストのタイプを示します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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PendingModifiedValues
インスタンスの 1 つ以上の変更された設定。これらの変更された設定はリクエストされていますが、まだ
適用されていません。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
AllocatedStorage
新しいが含まれていますAllocatedStorage適用される、または現在適用されているインスタンスの
サイズ。
Type: 整数
: 必須 いいえ
BackupRetentionPeriod
自動バックアップを保持する保留日数を指定します。
Type: 整数
: 必須 いいえ
CACertificateIdentifier
DB インスタンスの認証局 (CA) 証明書の識別子を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBInstanceClass
新しいが含まれていますDBInstanceClass適用される、または現在適用されているインスタンスの
場合。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBInstanceIdentifier
新しいが含まれていますDBInstanceIdentifier適用される、または現在適用されているインスタ
ンスの場合。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
DBSubnetGroupName
インスタンスの新しいサブネットグループ。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
データベースエンジンのバージョンを示します。
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Type: 文字列
: 必須 いいえ
Iops
適用される、または現在適用されているインスタンスの新しいプロビジョンド IOPS 値を指定しま
す。
Type: 整数
: 必須 いいえ
LicenseModel
インスタンスのライセンスモデル。
有効な値: license-included, bring-your-own-license, general-public-license
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MasterUserPassword
インスタンスのマスター認証情報の保留中または現在進行中の変更が含まれています。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
MultiAZ
Single-AZ インスタンスをマルチ AZ 配置に変更することを示します。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
PendingCloudwatchLogsExports
設定がまだ保留中のログタイプのリスト。これらのログタイプは、有効化中または無効化中です。
型: PendingCloudwatchLogsExports (p. 762) オブジェクト
: 必須 いいえ
Port
インスタンスの保留ポートを指定します。
Type: 整数
: 必須 いいえ
StorageType
インスタンスに関連付けられるストレージタイプを指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ResourcePendingMaintenanceActions
の出力を表しますApplyPendingMaintenanceAction (p. 592)。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
PendingMaintenanceActionDetails.PendingMaintenanceAction.N
リソースの保留中のメンテナンスアクションに関する詳細を提供するリスト。
Type: 配列のPendingMaintenanceAction (p. 763)オブジェクト
: 必須 いいえ
ResourceIdentifier
保留中のアクションがあるリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

768

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
Subnet

Subnet
サブネットに関する詳細情報です。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
SubnetAvailabilityZone
サブネットのアベイラビリティーゾーンを指定します。
型: AvailabilityZone (p. 721) オブジェクト
: 必須 いいえ
SubnetIdentifier
サブネットの識別子を指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
SubnetStatus
サブネットのステータスを指定します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Tag
キーと値のペアからなる Amazon DocumentDB リソースに割り当てられるメタデータ。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Key
タグに必要な名前。文字列値は、1〜128 文字の Unicode 文字です。「をプレフィックスに使用す
ることはできません。aws:「または」rds:「。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、
「_」、「」、「」を含めることができます。 。 「,「/」,「=」、「+」、「-」(Java 正規表現:「^ ([[\
\ p {L}\\ p {Z}\\ p {N} _.: /=+\\-] *) $」)))。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Value
タグの省略可能な値。文字列値は、1〜256 文字の Unicode 文字です。「をプレフィックスに使用す
ることはできません。aws:「または」rds:「。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、
「_」、「」、「」を含めることができます。 。 「,「/」,「=」、「+」、「-」(Java 正規表現:「^ ([[\
\ p {L}\\ p {Z}\\ p {N} _.: /=+\\-] *) $」)))。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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UpgradeTarget
インスタンスをアップグレードできるデータベースエンジンのバージョン。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
AutoUpgrade
次のソース DB インスタンスにターゲットバージョンが適用されるかどうかを示す
値。AutoMinorVersionUpgradeに設定するtrue。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
Description
インスタンスをアップグレードできるデータベースエンジンのバージョン。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
Engine
アップグレードターゲットデータベースエンジンの名前。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
EngineVersion
アップグレードターゲットのデータベースエンジンのバージョン番号。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
IsMajorVersionUpgrade
データベースエンジンがメジャーバージョンにアップグレードされているかどうかを示す値。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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VpcSecurityGroupMembership
Virtual Private Cloud (VPC) セキュリティグループメンバシップに関するクエリのレスポンス要素として使
用されます。

目次
Note
次のリストでは、必要なパラメータを最初に説明します。
Status
VPC セキュリティグループのステータス。
Type: 文字列
必須 いいえ
VpcSecurityGroupId
VPC セキュリティグループの名前。
Type: 文字列
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

一般的なエラー
このセクションでは、すべての AWS のサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。
AccessDeniedException
このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature
リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。
HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure
リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction
要求されたアクション、または操作は無効です。アクションが正しく入力されていることを確認しま
す。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId
指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。
HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination
同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue
無効な値または範囲外の値が入力パラメータとして指定されました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter
AWS クエリ文字列が正しい形式でないか、AWS 基準を順守していません。
HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString
クエリ文字列に構文エラーがあります。
HTTP ステータスコード: 404
MissingAction
リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。
HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken
リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter
指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized
このアクションを実行するアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired
サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
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RequestExpired
リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場合など) の
15 分以上後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプが現在より 15 分以
上先です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable
リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。
HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException
リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。
HTTP ステータスコード: 400
ValidationError
入力は、AWS のサービスで指定された制約を満たしていません。
HTTP ステータスコード: 400

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションがクエリ文字列を使用して署名バージョン 4 リクエストに署名す
るために使用するパラメータが含まれています。アクション固有のパラメーターは、そのアクションのト
ピックで示されています。署名バージョン 4 の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレン
スの「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
Action
実行するアクション。
型: 文字列
必須 はい
Version
リクエストが想定している API バージョン。YYYY-MM-DD 形式で表現されます。
型: 文字列
必須 はい
X-Amz-Algorithm
リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
有効な値: AWS4-HMAC-SHA256
必須 条件付き
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X-Amz-Credential
認証情報スコープは、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストするサービ
ス、および終了文字列（ "aws4_request"）を含む文字列です。値は次の形式で表現されま
す。access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request
詳細については、「」を参照してください。タスク 2: 署名バージョン 4 の署名文字列を作成す
るのAmazon Web Services 全般リファレンス。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
必須 条件付き
X-Amz-Date
署名を作成するときに使用できる日付。形式は ISO 8601 基本形式 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z') でな
ければなりません。例えば、20120325T120000Z の日時は有効な X-Amz-Date 値です。
条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストに対してオプションです。署名リクエストで使用する日付
よりも優先される日付として使用できます。ISO 8601 基本形式で Date ヘッダーが指定されている場
合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも優先
されます。詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスガイドの「署名バージョン 4 の
日付の処理」 を参照してください。
型: 文字列
必須 条件付き
X-Amz-Security-Token
AWS Security Token Service (AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトーク
ン。AWS Security Token Service の一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービス一覧につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWS IAMで動作するサービス」を参照してください。
条件: から一時的なセキュリティ認証情報を使用している場合AWSセキュリティトークンサービス。
セキュリティトークンを含める必要があります。
型: 文字列
必須 条件付き
X-Amz-Signature
署名する文字列と派生した署名キーから計算された 16 進数でエンコードされた署名を指定します。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
必須 条件付き
X-Amz-SignedHeaders
正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定の詳細については、「」を参照してください。タスク 1: 署名バージョン 4 の正規リクエストを
作成するのAmazon Web Services 全般リファレンス。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
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型: 文字列
必須 条件付き
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リリースノート
リリースノートセクションでは、Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) の機能、改善点、バ
グフィックスをリリース日別に解説しています。2020 年 11 月 11 日の MongoDB 4.0 互換性の開始に伴
い、リリースノートには Amazon DocumentDB 3.6 と 4.0 エンジンバージョンの両方のアップデートが記
載されます。
Amazon DocumentDB エンジンの最新バージョンは、次のコマンドを実行して確認できます。
db.runCommand({getEngineVersion: 1})

クラスターがエンジンの最新バージョンでない場合は、エンジンをアップグレードする保留中のメンテナ
ンスがある可能性があります。詳細については、「Amazon DocumentDB のメンテナンス (p. 403)」を参
照してください。
トピック
• 2022 年 1 月 21 日 (p. 777)
• 2021 年 10 月 25 日 (p. 778)
• 2021 年 6 月 24 日 (p. 778)
• 2021 年 5 月 4 日 (p. 778)
• 2021 年 1 月 15 日 (p. 779)
• 2020 年 11 月 9 日 (p. 779)
• 2020 年 10 月 30 日 (p. 781)
• 2020 年 9 月 22 日 (p. 781)
• 2020 年 7 月 10 日 (p. 782)
• 2020 年 6 月 30 日 (p. 782)

2022 年 1 月 21 日
新機能
Amazon DocumentDB 0.0 (エンジンバージョン 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

• Amazon
DocumentDB .、r.、r、r、r、r、r、r、r、r.、r、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.、r.
Amazon DocumentDB 3.6（エンジンバージョン 1.0.0.0.0.20770.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
• 以下の MongoDB API のサポートを追加しました。
• $reduce
• $mergeObjects
• $geoWithin
• $geoIntersects
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2021 年 10 月 25 日
新機能
Amazon DocumentDB 3.6（エンジンバージョン 1.0.207780）と 4.0（エンジンバージョン 2.0.5704）
• 以下の MongoDB API のサポートを追加しました。
• $literal
• $map
• $$ROOT
• サポート対象 GeoSpatial クエリ機能。詳しくはこちらの ブログ投稿 をご覧ください
• ユーザー定義ロールによるアクセスコントロールに対応しています。詳しくはこちらの ブログ投稿 をご
覧ください
• Amazon DocumentDB JDBC ドライバにより、Tableau などの BI ツールや SQL Workbench などのクエ
リツールからの接続を有効にします。

バグの修正とその他の変更
Amazon DocumentDB 3.6（エンジンバージョン 1.0.207780）と 4.0（エンジンバージョン 2.0.5704）
• $natural と共に明示的な .sort() が存在する場合、$natural が正しくソートされるようにバグ修
正
• 変更ストリームが $redact で動作するようにバグ修正
• $ifNull が空の配列でも動作するようにバグ修正
• 現在ログインしているユーザーを削除したり、進行中のアクティビティに対するユーザーの権限を取り
消すと、リソースが過剰に消費され、サーバーがクラッシュする不具合を修正
• listDatabase と listCollectionの権限チェックのバグ修正
• マルチキーエレメントのデデュープロジックのバグ修正

2021 年 6 月 24 日
新機能
Amazon DocumentDB 3.6（エンジンバージョン 1.0.207117）と 4.0（エンジンバージョン 2.0.3371）
• r5.8xlarge and r5.16xlarge instances are now supported. Learn more at the blog post Amazon
DocumentDB で r5.8xlarge インスタンスと r5.16xlarge がサポートされるようになりました.
• グローバルクラスター are now supported to provide disaster recovery from region-wide outages and
enable low-latency global reads by allowing reads from the nearest Amazon DocumentDB cluster.

2021 年 5 月 4 日
新機能
すべての新機能はこちらの ブログ投稿 でご確認ください。
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Amazon DocumentDB 3.6（エンジンバージョン 1.0.207117）と 4.0（エンジンバージョン 2.0.3371）
• renameCollection
• $zip
• $indexOfArray
• $reverseArray
• $natural
• $hint support for update
• Index scan for distinct

バグの修正とその他の変更
Amazon DocumentDB 3.6（エンジンバージョン 1.0.207117）と 4.0（エンジンバージョン 2.0.3371）
• Reduced memory usage for $in queries
• Fixed a memory leak in multikey indexes
• Fixed the explain plan and profiler output for $out
• Added a timeout for operations from internal monitoring system to improve reliability
• Fixed a defect impacting the query predicates passed to multikey indexes

2021 年 1 月 15 日
新機能
Amazon DocumentDB 4.0 (エンジンバージョン 2.0.722)
• None
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• Ability to use an index with the $lookup aggregation stage
• find() queries with projections can be served direction from an index (covered query)
• Ability to use hint() with the findAndModify
• Performance optimizations for $addToSet operator
• Improvements to reduce overall index sizes
• New aggregation operators: $ifNull, $replaceRoot, $setIsSubset, $setInstersection,
$setUnion, and $setEquals
• Users can also end their own cursors without requiring the KillCursor role

2020 年 11 月 9 日
新機能
すべての新機能はこちらの ブログ投稿 でご確認ください。
Amazon DocumentDB 4.0 (エンジンバージョン 2.0.722)
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• MongoDB 4.0 compatibility
• ACID transactions
• Support for cluster(client.watch() or mongo.watch()) and the database level (db.watch())
change streams
• Ability to start or resume a change streams using startAtOperation[Time] (##)
• Extend your change stream retention period to 7 days (previously 24 hours)
• AWS DMS target for Amazon DocumentDB 4.0
• CloudWatch metrics: TransactionsOpen, TransactionsOpenMax, TransactionsAborted,
TransactionsStarted, and TransactionsCommitted
• New fields for transactions in currentOp, ServerStatus, and #######.
• Ability to use an index with the $lookup aggregation stage
• find() queries with projections can be served direction from an index (covered query)
• Ability to use hint() with the findAndModify
• Performance optimizations for $addToSet operator
• Improvements to reduce overall index sizes.
• New aggregation operators: $ifNull, $replaceRoot, $setIsSubset, $setInstersection,
$setUnion, and $setEquals
• With the ListCollection and ListDatabase commands, you can now optionally use the
authorizedCollections and authorizedDatabases parameters to allow users to list the
collections and databases that they have permission to access without requiring the listCollections
and listDatabase roles, respectively
• Users can also end their own cursors without requiring the KillCursor role
• Comparing numeric types of subdocuments is now consistent with comparing numeric types of first-level
documents. The behavior in Amazon DocumentDB 4.0 is now compatible with MongoDB.
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• None

バグ修正、およびその他の変更
Amazon DocumentDB 4.0 (エンジンバージョン 2.0.722)
• $setOnInsert no longer allow updates when using the positional operator $. The behavior in Amazon
DocumentDB 4.0 is now compatible with MongoDB.
• Fixed issue with $createCollection and set autoIndexId
• Projection for nested documents
• Changed default setting for working memory to scale with instance memory size
• Garbage collection improvements
• Lookup with empty key in path, behavior difference with mongo
• Fixed dateToString bug in timezone behavior
• Fixed $push (aggregation) to respect sort order
• Fixed bug in $currentOp with aggregate
• Fixed issue with readPreference on secondary
• Fixed issue with validating $createIndex is the same database as the command was issued
• Fixed inconsistent behavior for minKey, maxKey lookup fails
• Fixed issue with $size operator not working with composite array
• Fixed issue with the negation of $in with regex
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• Fixed issue with $distinct command run against a view
• Fixed issue with aggregations and find commands sorting missing fields differently
• Fixed $eq to regular expression not checking type
• Fixed $currentDate bug in timestamp ordinal position behavior
• Fixed millisecond granularity for $currentDate
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• None

2020 年 10 月 30 日
新機能
すべての新機能はこちらの ブログ投稿 でご確認ください。
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• Added the ability to open a change stream cursor at the cluster level (client.watch() or
mongo.watch()) and the database (db.watch())
• Ability to increase the change stream retention period to 7 days (previously 24 hours)

バグ修正、およびその他の変更
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• Various general case performance improvements
• A targeted security improvement
• Fixed an issue with skip sort on second field of a compound index
• Enable regular index for equality on single field of a multi-key index (not compound)
• Fixed authentication race condition
• Fixed issue that caused an infrequent garbage collection crash
• RBAC security improvement
• Added databaseConnectionsMax metric
• Performance improvements for certain workloads on r5.24xlarge instances

2020 年 9 月 22 日
新機能
すべての新機能はこちらの ブログ投稿 でご確認ください。
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• $out aggregation stage
• Increased the maximum number of connections and cursor per instance by as much as 10x
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バグ修正、およびその他の変更
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• None

2020 年 7 月 10 日
新機能
すべての新機能はこちらの ブログ投稿 でご確認ください。
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• Cross Region Snapshot Copy

バグ修正、およびその他の変更
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• None

2020 年 6 月 30 日
新機能
すべての新機能はこちらの ブログ投稿 でご確認ください。
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• T3 medium instances

バグ修正、およびその他の変更
Amazon DocumentDB 3.6 (エンジンバージョン 1.0.206295)
• Idle memory reclamation for t3 instances
• Authentication improvements
• Improved SASL authentication performance
• Fixed currentOp issue when exceeding maximum possible ops
• Fixed killOps issue for bulk update and delete
• Improvements to $sample performance with $match
• Fixed support for $$ in cond case in redact stage
• Fixed various recurring crash root causes
• Improvements to TTL sweeping to reduce IOs and latency
• Optimized memory utilization for $unwind
• Fixed collection stats race condition with drop index

782

Amazon DocumentDB デベロッパーガイド
バグ修正、およびその他の変更

• Fixed race condition during concurrent index build
• Fixed infrequent crash in hash_search in index
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Amazon DocumentDB デベロッパー
ガイドのドキュメント履歴
• API バージョン: 2014-10-31
• ドキュメントの最終更新日:2020 年 11 月 11 日
以下の表は、Amazon DocumentDB デベロッパーガイド の今回のリリースの内容をまとめたものです。
変更

説明

日付

グローバルクラスター

グローバルクラスターの使用方法 2021 年 6 月 2 日
に関してのドキュメントを追加し
ました。

イベントサブスクリプション

イベントサブスクリプションのド 2021 年 3 月 26 日
キュメントを追加しました。

Version 3.6 アップグレード

ロールベースのアクセス制御、集 2021 年 1 月 15 日
約オペレータ、およびパフォーマ
ンスにおけるバージョン 3.6 への
文書化された改善。

MongoDB 4.0 互換性

Amazon DocumentDB は今、
MongoDB のバージョン 4.0 と互
換性があります。

2020 年 11 月 9 日

入門ガイド

Amazon EC2、Robo3T、また
は Studio3T を使用して Amazon
DocumentDB を始めるための新
しい入門ガイド。

2020 年 8 月 15 日

Additional Availability Zones
supported

Amazon DocumentDB は、ア
2020 年 7 月 14 日
ジアパシフィック (ソウル)(apnortheast-2) の追加アベイラビリ
ティーゾーンのサポートを追加し
ました。

リージョン間のスナップショッ
トのコピーのためのサポートを
追加しました。

Amazon DocumentDB は、AWS 2020 年 7 月 10 日
リージョン を通してクラスター
スナップショットをコピーするサ
ポートを追加しました。詳細につ
いては、リージョン間のスナップ
ショットのコピー を参照してく
ださい。

T3 インスタンスクラスのサポー
トを追加しました。

Amazon DocumentDB をサポー
2020 年 6 月 30 日
トするすべてのリージョンにお
いて、T3 インスタンスタイプの
ためのサポートを追加しました。
詳細については、「リージョン別
にサポートされているインスタン
スクラス」および「インスタンス
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クラスの仕様」を参照してくださ
い。
のサポートの追加AWS
GovCloud (US)。

Amazon DocumentDB がで利
用可能になりました。AWS
GovCloud (US)リージョン (usgov-west-1)。

2020 年 6 月 29 日

16 の新規追加 CloudWatch メト
リクス。

Amazon DocumentDB は 16 の
新しい Amazon のサポートを
追加しました CloudWatch メト
リクス。詳細については、次
を参照してください。Amazon
DocumentDB と CloudWatch。

2020 年 6 月 23 日

ヌル文字と $regex 演算子のサ
ポートが追加されました。

Amazon DocumentDB に、文
2020年6月22日
字列内の null 文字のサポート
と $regex のインデックスを
使用する機能が追加されまし
た。Amazon DocumentDB でサ
ポートされている MongoDB API
と集約パイプライン機能について
は、「MongoDB との機能的な違
い」を参照してください。

マルチキーインデックス機能の
改善のサポートが追加されまし
た。

Amazon DocumentDB は、2,048 2020 年 4 月 23 日
バイトを超える配列のインデック
ス作成を含むマルチキーインデッ
クス機能のサポートを強化し、同
じ配列に複数のキーを持つ複合マ
ルチキーインデックスを作成する
機能を追加しました。詳細につい
ては、「MongoDB との機能的な
違い」を参照してください。

Amazon DocumentDB AWS
CloudFormation スタックの削
除保護のサポートを追加しまし
た。

Amazon DocumentDB は、
2020 年 4 月 20 日
Amazon DocumentDB の AWS
CloudFormation のスタックの作
成時に、削除保護を有効にするサ
ポートを追加しました。

ロールベースのアクセスコント
ロールのサポートを追加しまし
た。

Amazon DocumentDB は、組み
2020 年 3 月 26 日
込みロールを使用して、ロール
ベースのアクセスコントロールの
ためのサポートを追加しました。

カナダ (中部) (ca-central-1) で
追加されたアベイラビリティー
ゾーンのサポートを追加しまし
た。

Amazon DocumentDB が今、R5
クラスのインスタンスと 3 つの
アベイラビリティーゾーンを用
いて、カナダ (中部) リージョン
(ca-central-1) で利用できるよう
になりました。

2 つの MongoDB API の追加サ
ポートが追加されました。

Amazon DocumentDB
2020年3月23日
は、$dateFromString と
executionStats の MongoDB
API のためのサポートを追加しま
した。
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5 つの追加の MongoDB API のサ
ポートが追加されました。

Amazon DocumentDB
2020 年 2 月 6 日
は、$objectToArray、$arrayToObject、$slice、$mod、
および $range の MongoDB API
のためのサポートを追加しまし
た。

カナダ (中部) のサポートを追加
しました。

Amazon DocumentDB は今、R5
クラスのインスタンスを用い
てカナダ (中部)リージョン (cacentral-1) で使用できるようにな
りました。

2019 年 12 月 11 日

のサポートの追加
ChangeStreamLogSize。

Amazon DocumentDB
は、Cloudwatch メトリクスのた
めのChangeStreamLogSize の
サポートを追加しました。

2019 年 11 月 22 日

欧州 (パリ) のサポートを追加し
ました。

Amazon DocumentDB は、R5 ク
ラスのインスタンスを用いて、
欧州（パリ）リージョン (euwest-3) で使用できるようになり
ました。

2019 年 10 月 30 日

アジアパシフィック (ムンバイ)
リージョンのサポートが追加さ
れました

Amazon DocumentDB は今、R5 2019 年 10 月 17 日
クラスのインスタンスを用いて、
アジアパシフィック (ムンバイ)
リージョン (ap-south-1) で使用で
きるようになりました。

3 の追加 MongoDB API のサポー
トを追加しました。

Amazon DocumentDB は
2019 年 10 月 16 日
$addFields、$concatArrays、
および $lookup の MongoDB
API のためのサポートを追加しま
した。

アジアパシフィック (シンガポー
ル) リージョンのサポートを追加
しました

Amazon DocumentDB は今、R5 2019 年 10 月 14 日
クラスのインスタンスを用いて、
アジアパシフィック (シンガポー
ル) リージョン (ap-southeast-1)
で使用できるようになりました。

TLS 証明書を更新するための新
しいドキュメントを追加しまし
た

新しい CA 証明書を使用して
2019 年 10 月 2 日
TLS 接続を作成するための CA
証明書の更新手順が追加されまし
た。

証明書の API サポートを追加

インスタンスの新しい証明書デー 2019 年 10 月 1 日
タ型、Amazon DocumentDB。詳
細については、「DBInstance」
を参照してください。

クエリプロファイリングの
Support

Amazon DocumentDB は、クラ
2019 年 8 月 19 日
スターのインスタンスとデータ
ベース上で、でサポートされたオ
ペレーションをプロファイルする
機能を追加しました。
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アジアパシフィック (東京) に 3
番目の AZ を追加しました。

Amazon DocumentDB は、アジ
アパシフィック (東京) でのコ
ンピューティングインスタンス
のために 3 番目のアベイラビリ
ティーゾーン (AZ) を追加しまし
た。

追加の Mongo API のSupport

2019 年 7 月 31 日
$in、$isoWeek、$isoWeekYear、$isoDayOfWeek、
および $dateToString の集
計演算子と $addToSet の集計
ステージを含む、追加のアグ
リゲーションパイプライン機
能のサポートが追加されまし
た。Amazon DocumentDB は、
コレクションレベルの診断のた
めの top() コマンドのサポー
トと、expireAfterSeconds
のコマンドを使用してTTL イン
デックスの collMod() のパラ
メータサポートを変更する機能も
追加しました。

欧州 (ロンドン) のサポートを追
加しました

Amazon DocumentDB は今、R5 2019 年 7 月 18 日
クラスのインスタンスを用いて、
欧州 (ロンドン) (eu-west-2) で使
用できるようになりました。

コードサンプルを追加しまし
た。

プログラムで Amazon
2019 年 7 月 17 日
DocumentDB に接続するための
R および Ruby のコード例が追加
されました。

ベストプラクティスの追加

Amazon DocumentDB コストの
2019 年 7 月 17 日
管理に役立つベストプラクティス
を追加しました。

クラスターの停止と開始に関す
るSupport

Amazon DocumentDB は、開発
2019 年 7 月 1 日
とテスト環境のコスト管理に役
立つクラスターの停止と開始のサ
ポートを追加しました。

クラスター削除保護のSupport

クラスターが誤って削除され
ることを防ぐために、Amazon
DocumentDB に削除保護が
追加されました。詳細につ
いては、次のトピックを参
照してください。Amazon
DocumentDB グローバル
クラスターの作成,Amazon
DocumentDB クラスターの変
更,Amazon DocumentDB グロー
バルクラスターの削除、およ
びDeletionProtectionAPI ト
ピックでDBCluster。

関数の違いに関する更新

機能的な違いに暗示的なトランザ 2019 年 6 月 26 日
クションが追加されました。
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機能差の追加

Amazon DocumentDB でのスト
2019 年 6 月 13 日
レージとインデックスの圧縮に関
する注記が追加されました。

追加のリージョンのサポート

Amazon DocumentDB は今、R5 2019 年 6 月 5 日
クラスのインスタンスを用いて、
アジアパシフィック (シドニー)
(ap-southeast-2) で使用できるよ
うになりました。

R5 インスタンスクラスは他の
リージョンでサポートされてい
ます

R5 インスタンスクラスのサポー 2019 年 5 月 17 日
トを 4 つのリージョンに追加し
ました。米国東部 (オハイオ)、米
国東部 (バージニア北部)、米国西
部 (オレゴン)、欧州 (アイルラン
ド)。この変更により、R5 インス
タンスは Amazon DocumentDB
をサポートするすべてのリージョ
ンでサポートされます。

追加リージョンのサポート

R5 インスタンスクラスを用い
2019 年 5 月 8 日
て、2 つの追加リージョン、
アジアパシフィック (東京)
(ap-northeast-1) およびアジ
アパシフィック (ソウル) (apnortheast-2) のサポートが追加
されました。詳細については、
「リージョン別にサポートされて
いるインスタンスクラス」および
「インスタンスクラスの仕様」を
参照してください。

接続コードの例をさらに追加し
ました

Amazon DocumentDB に接続す
るためのコード例が Java と C#
言語で追加されました。

追加の Mongo API サポート

7 つの集約文字列演算子
2019年4月4日
($indexOfBytes、$indexOfCP、$strLenBytes、$strLenCP、$toLower、$t
つの日時演算子
($dayOfYear、$dayOfMonth、$dayOfWeek、$year、$month、$hour、$minu
および $sample 集約パイプライ
ンステージのサポートが追加され
ました。

接続コード例を追加

Amazon DocumentDB
に接続するための
Python、Node.js、PHP、および
Go のコード例を追加しました。

フランクフルトリージョンと R5
インスタンスのSupport

R5 インスタンスクラスを用い
2019 年 3 月 13 日
て、欧州 (フランクフルト) リー
ジョン (eu-central-1) のためのサ
ポートが追加されました。詳細
については、「リージョン別にサ
ポートされているインスタンスク
ラス」および「インスタンスクラ
スの仕様」を参照してください。
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アグリゲーションパイプライン
オペレーターのサポート

新しい集約文字列演算子
2019 年 2 月 28 日
($concat、$substr、$substrBytes、$substrCP、$strcasecmp)、
配列集約演算子 ($size)、
集約グループアキュムレー
タ演算子 ($push)、および
集約ステージ ($redact お
よび $indexStats) のサ
ポートが追加されました。
位置配列演算子 ($[] および
$[<identifier>]) と hint()
のサポートも追加されました。

エンジンのアップグレード

保留中のクラスターの変更の確認 2019 年 2 月 15 日
およびクラスターのエンジンバー
ジョンのアップグレードに関する
ドキュメントが追加されました。

監査イベント

Amazon を用いてデータベースイ 2019 年 2 月 12 日
ベントを監査するためにサポート
を追加しました。 CloudWatch ロ
グ。

クイックスタート

AWS CloudFormation を使用して 2019 年 1 月 11 日
Amazon DocumentDB を簡単に
開始するのに役立つクイックス
タートトピックが追加されまし
た。

パブリックリリース (p. 784)

これは、Amazon DocumentDB
2019 年 1 月 9 日
の最初のパブリックリリースで
す (MongoDB 互換)。このリリー
スには、開発者ガイドと統合され
たリソース管理 API リファレン
スが含まれています。
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