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1. 基本設定  
MySQL は、オープンソースの RDBMS(Relational Database Management 
System)です。 

HDE Controller の MySQL 管理では、MySQL のユーザー管理やデータベ

ースの管理、データベースのバックアップやリストアを行うことができます。 

ここでは、データベース管理用アカウントの設定を行います。 

管理を行う権限を持ったユーザーのユーザー名、パスワードを入力してくださ

い。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 

 

 
管理を行うには、グローバル権限に SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, GRANT, RELOAD の権

限、もしくは、ALL PRIVILEGES 権限が必要になります。 
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2. ユーザー管理  
ここでは、データベースサーバーに接続する時のユーザーアカウントの新規

追加、編集、削除を行います。 

 
 

 
このユーザーはデータベースを利用するためだけのもので Linux
のユーザーアカウントとの関連性はありません。 

ユーザーを新規追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 
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ユーザー名、ホスト名、DB 接続時のパスワードを指定します。既に登録され

ているユーザー名を指定することはできません。 

 

ユーザーの編集を行う場合は、ユーザー一覧画面で「編集」ボタンをクリックし

ます。 

 

編集画面では、DB 接続時のパスワードを変更することができます。 

DB 接続時のパスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」にチェッ

クをし、変更を行ってください。 

ユーザーを削除する場合は、ユーザー一覧画面で「削除」ボタンをクリックしま

す。 

後に「設定する」ボタンをクリックします。 
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3. データベース管理  
ここでは、データベースの新規追加と削除を行います。 

 

データベースの新規追加をする場合は、「追加」ボタンをクリックします。 

 

作成するデータベースの名前を指定し、「OK」ボタンをクリックし、次に表示さ

れた画面の「設定」ボタンをクリックします。 

既に登録されているデータベースを作成することはできません。 

データベースを削除する場合は、「データベース一覧」より削除したいデータベ

ースの「削除」ボタンをクリックし、「設定する」ボタンをクリックします。 
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4. 権限管理  
データベースの利用権限をユーザー毎に設定することができます。 

 

データベースに対する利用権限を追加したい場合は、追加したい「ユーザー

名」と「データベース名」を選択して、「追加」ボタンをクリックすると、「権限設定」

画面に移動します。 

 

権限を削除したい場合は「削除」ボタンをクリックします。 

 

 
ここでは mysql データベースの db テーブルの操作を行っていま

す。 

権限を変更したい場合は、変更したいユーザーの「編集」ボタンをクリックし、

次に表示される「権限設定」画面で編集を行ってください。 

 

 
ここでは mysql データベースの user テーブルの操作を行ってい

ます。 
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 権限設定 
データベースに対する INSERT、DELETE 等の使用権限をユーザー毎に設

定することができます。 

追加したい「ユーザー名」と「データベース名」を選択して、「追加」ボタンをクリ

ックし、「権限設定」画面に移動します。 

付与したい権限を SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、

DROP、REFERENCES、INDEX、ALTER から選択した後「OK」ボタンをクリ

ックし、一覧画面下の「設定する」ボタンを 

クリックして設定を反映させます。 
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5. バックアップ  
データベースのバックアップを行います。 

 

データベースの一覧から、バックアップの対象となるデータベースと、抽出した

データの保存先のディレクトリ名とファイル名を指定してください。 

ディレクトリ名は、「ディレクトリ選択」ボタンを押すことでファイルセレクタを利

用して選択することができます。 

バックアップした内容でリストアを行う場合は、バックアップ時と同一の

MySQL バージョンでリストアを行ってください。 
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6. リストア  
データベースのリストアを行います。 

ここでいうリストアとは、新規に作成したデータベースにバックアップデータを

挿入することを指します。新規に作成するデータベースの名称をデータベース

名に、バックアップ画面で作成したバックアップデータの場所をバックアップフ

ァイル名に指定してください。 

データベース名には、すでに存在するデータベースを指定することはできませ

ん。 

 

 
バックアップ時の MySQL と同一のバージョンでリストアを行ってく

ださい。 
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