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Amazon Redshift 入門ガイド
前提条件

Amazon Redshift の開始方法
Amazon Redshift 入門ガイドをご覧ください。Amazon Redshift は、フルマネージド型で、ペタバイト
スケールのデータウェアハウスを提供する、AWS クラウド クラウドのサービスです。Amazon Redshift 
データウェアハウスは、ノードと呼ばれるコンピューティングリソースの集合で、クラスターと呼ばれ
るグループに編成されています。各クラスターは Amazon Redshift エンジンを実行し、1 つ以上のデータ
ベースを含みます。

Amazon Redshift を初めて使用する方には、以下のセクションを初めに読むことをお勧めします。

• Amazon Redshift 管理の概要 – このトピックでは、Amazon Redshift の概要について知ることができま
す。

• 主なサービスと料金設定 — この製品詳細ページでは、Amazon Redshift の主要なサービスと料金設定を
確認できます。

• Amazon Redshift 入門ガイド (本ガイド) – 本ガイドでは、Amazon Redshift を使用してサンプルクラス
ターを作成し、サンプルデータを使用する方法に関する説明がご覧になれます。

このガイドには、次の項目をウォークスルーするチュートリアルが掲載されています:

• Amazon Redshift コンソールの使用開始方法 (p. 5)
• Amazon Redshift に接続する (p. 6)
• Amazon Redshift クラスターとデータロードの開始方法 (p. 6)
• 一般的なデータベースタスクの使用開始 (p. 19)
• データレイクにクエリを実行する方法 (p. 35)
• リモートデータソース上のデータのクエリ方法 (p. 35)
• 他の Amazon Redshift クラスターのデータへのアクセス方法 (p. 36)
• Amazon Redshift データを使用した機械学習モデルのトレーニング方法 (p. 36)

組織が適格であれば、Amazon Redshift 無料トライアルプログラムの下でクラスターを作成できる場合が
あります。これを行うには、[Free trial (無料トライアル)] を選択して、dc2.large ノードタイプの設定を作
成します。無料トライアルの選択に関する詳細については、Amazon Redshift 無料トライアルを参照して
ください。

トピック
• 前提条件 (p. 1)
• Amazon Redshift の概念とデータ処理フロー (p. 2)

前提条件
Amazon Redshift クラスターの設定を開始する前に、このセクションに記載する前提条件を満たしている
ことを確認してください。

• AWS にサインアップする (p. 1)
• ファイアウォールルールの決定 (p. 2)

AWS にサインアップする
まだAWS アカウントをお持ちでない場合は、サインアップを行います。すでにアカウントをお持ちの場合
は、この前提条件をスキップして既存のアカウントを使用します。
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ファイアウォールルールの決定

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。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。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、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

ファイアウォールルールの決定
本チュートリアルの一部として、Amazon Redshift クラスターを起動するときのポートを指定します。ま
た、このポートを経由するクラスターへのアクセスを許可するために、インバウンド進入ルールをセキュ
リティグループに作成します。

クライアントコンピュータがファイアウォールの内側にある場合、使用可能な開いているポートを把握し
ていることを確認してください。この開いているポートを使用して、SQL クライアントツールからクラ
スターに接続してクエリを実行できます。このポートが分からない場合は、ネットワークファイアウォー
ルのルールを把握している担当者の協力を得て、ファイアウォールで開いているポートを確認してくださ
い。

Amazon Redshift はデフォルトでポート 5439 を使用しますが、お使いのファイアウォールでこのポート
が開いていない場合は接続できません。作成後の Amazon Redshift クラスターでは、ポート番号を変更す
ることはできません。したがって、必ず起動プロセス中にお使いの環境で機能する開いているポートを指
定してください。

この前提条件は、独自のデータを Amazon Redshift に導入する場合にのみ適用されます。詳細について
は、「Amazon Redshift への独自のデータの導入 (p. 10)」を参照してください。

Amazon Redshift の概念とデータ処理フロー
以下のセクションでは、Amazon Redshift の主要な概念と、一般的な Amazon Redshift データ処理フロー
の説明と図表について紹介します:

• Amazon Redshift の概念 (p. 2)
• Amazon Redshift の一般的なデータ処理フロー (p. 3)

Amazon Redshift の概念
以下に、Amazon Redshift の主要な概念をいくつか示します:

• クラスター – Amazon Redshift データウェアハウスの中核となるインフラストラクチャコンポーネント
は、クラスターです。

クラスターは、1 つまたは複数のコンピューティングノードで構成されます。コンピューティングノー
ドは、コンパイルされたコードを実行します。

クラスターが 2 つ以上のコンピューティングノードでプロビジョニングされている場合、追加のリー
ダーノードがコンピューティングノードを調整します。リーダーノードは、ビジネスインテリジェンス
ツールやクエリエディタなどのアプリケーションとの外部通信を処理します。クライアントアプリケー
ションはリーダーノードとのみ直接通信します。コンピューティングノードは外部アプリケーションに
対して透過的です。
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• データベース – クラスターには、1 つ以上のデータベースが含まれています。

ユーザーデータは、コンピューティングノード上の 1 つ以上のデータベースに保存されます。SQL クラ
イアントはリーダーノードと通信し、リーダーノードは実行中のクエリをコンピューティングノードと
調整します。コンピューティングノードとリーダーノードの詳細については、データウェアハウスシス
テムのアーキテクチャを参照してください。データベース内では、ユーザーデータは 1 つ以上のスキー
マに編成されます。

Amazon Redshift はリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) であり、他の RDBMS アプリ
ケーションと互換性があります。それは、標準的な RDBMS と同じ機能、データの挿入や削除といった
オンライントランザクション処理 (OLTP) 機能を提供します。Amazon Redshift は、データセットのハ
イパフォーマンスなバッチ分析とレポート作成にも最適化されています。

以下に、Amazon Redshift の一般的なデータ処理フローの説明とともに、フローのさまざまな部分の説明
を示します。Amazon Redshift システムアーキテクチャーの詳細については、データウェアハウスシステ
ムのアーキテクチャを参照してください。

Amazon Redshift の一般的なデータ処理フロー
次の図表は、Amazon Redshift の一般的なデータ処理フローを示しています。

Amazon Redshift データウェアハウスは、エンタープライズクラスのリレーショナルデータベースのクエ
リおよび管理を行うためのシステムです。Amazon Redshift では、ビジネスインテリジェンス (BI) や、
レポート作成、データ処理、分析用のツールなど、多種類のアプリケーションとのクライアント接続をサ
ポートしています。分析クエリを実行するときは、大量のデータを複数のステージからなる操作で取得、
比較、および評価して、最終的な結果を生成します。

データ取り込みレイヤーでは、さまざまなタイプのデータソースが、構造化データ、半構造化データ、非
構造化データをデータストレージレイヤーに継続的にアップロードします。このデータストレージエリア
は、さまざまな消費準備状態のデータを保存するステージングエリアとして機能します。ストレージの例
として、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットがあります。

オプションのデータ処理レイヤーでは、ソースデータは、抽出、変換、ロード (ETL)、または抽出、ロー
ド、変換 (ELT) パイプラインを使用して、前処理、検証、変換を行います。これらの生のデータセット
は、ETL オペレーションを使用して洗練されます。ETLエンジンの例はAWS Glueです。

データ消費レイヤーでは、データが Amazon Redshift クラスターにロードされ、そこで分析ワークロード
を実行できます。
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データは、次のように分析ワークロードにも使用できます:

• データ共有を使用して、Amazon Redshift クラスター間での読み取り目的のライブデータの共有を、比
較的に安全かつ簡単に行えます。データベース、スキーマ、テーブル、ビュー (通常ビュー、遅延バイ
ンディングビュー、マテリアライズドビューを含む)、および SQL ユーザー定義関数 (UDF)など、さま
ざまなレベルでデータを共有することが可能です。

データ共有の詳細については、他の Amazon Redshift クラスターのデータへのアクセス方
法 (p. 36)を参照してください。

• Amazon Redshift Spectrum を使用して、データを Amazon Redshift テーブルにロードすることな
く、Amazon S3 のファイルのデータをクエリします。Amazon Redshift は、Amazon Redshift クラス
ターと Amazon S3 データレイクの両方に保存されている非常に大きなデータセットの高速オンライン
分析処理(OLAP)用に設計された SQL 機能を提供します。

Redshift Spectrumの詳細については、データレイクにクエリを実行する方法 (p. 35)を参照してくだ
さい。

• 横串検索を使用して、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)やAmazon Auroraまたは
Amazon S3などのリレーショナルデータベースのデータをAmazon Redshiftのデータベースのデータと
結合できます。Amazon Redshift を使用すると、操作するデータを直接 (移動せずに) クエリしたり、変
換を適用したり、そのデータをAmazon Redshift テーブルに挿入することができます。

横串検索クエリの詳細については、「リモートデータソース上のデータのクエリ方法 (p. 35)」を参照
してください。

• Amazon Redshift の機械学習(ML)では、提供したデータとデータ入力に関連付けられたメタデータを
使用して、モデルを作成します。これらのモデルは、入力データのパターンをキャプチャします。
これらのモデルを使用して、新しい入力データの予測を生成できます。Amazon Redshift は Amazon 
SageMaker Autopilot と連携して、最適なモデルを自動的に取得し、Amazon Redshift で予測機能を利用
できるようにします。

Amazon Redshift 機械学習の詳細については、Amazon Redshift データを使用した機械学習モデルのト
レーニング方法 (p. 36) を参照してください。
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Amazon Redshift コンソールの使用開始方法

Amazon Redshift の基本機能の使用
開始方法

Amazon Redshift を初めて使用する方は、次のセクションをお読みになり、Amazon Redshift の使用開始
方法を確認することをお勧めします

トピック
• Amazon Redshift コンソールの使用開始方法 (p. 5)
• Amazon Redshift に接続する (p. 6)
• Amazon Redshift クラスターとデータロードの開始方法 (p. 6)
• 一般的なデータベースタスクの使用開始 (p. 19)

Amazon Redshift コンソールの使用開始方法
Amazon Redshift コンソールにサインインすると、クラスター、データベース、ノードを含むすべての 
Amazon Redshift オブジェクトの作成や管理が行えます。クエリの表示と実行、およびその他のデータ定
義言語 (DDL) やデータ操作言語 (DML) オペレーションの実行も可能です。

Amazon Redshift の初めてのユーザーの場合は、コンソールの [Dashboard] (ダッシュボード] 、[Clusters]
(クラスター) 、および [query editor v2] (クエリエディタ v2) の各ページから、使用を開始することをお勧
めします。

Amazon Redshift コンソールの使用開始については、次の動画、Getting stated with Amazon Redshift をご
覧ください。

以下に、Amazon Redshift コンソールのスクリーンショットと、それぞれのセクションに関する説明を記
載します。

以下に、Amazon Redshift コンソールのナビゲーションペイン項目の説明を示します。

• Amazon Redshift Serverless – Amazon Redshift でプロビジョニングされたクラスターで、データにアク
セスして分析を行う際に、セットアップや調整そして管理の必要はありません。

• プロビジョニングされたクラスターのダッシュボード – [Cluster metrics] (クラスターメトリクス) および
[Query overview] (クエリの概要) でメトリクスデータ (CPU 使用率など) のインサイトを確認し、クエリ
に関する情報を得ることができます。これらを使用すると、パフォーマンスデータの異常が指定した時
間範囲で発生しているかどうかを判断できます。

• クラスター – AWS アカウントのクラスターを一覧表示し、クエリを開始するクエリを選択するか、関連
するアクションを実行します。また、このページで新しいクラスターを作成することもできます。

• クエリエディタ – Amazon Redshift クラスターでホストされているデータベースに対してクエリを実行
したり、再利用のためにクエリを保存したり、それらを将来実行するようにスケジュールしたり (クエ
リエディタのみ) できます。

• クエリエディタ v2 – 独立したウェブベースの SQL クライアントアプリケーションであるクエリエディ
タ v2 を使用して、Amazon Redshift データウェアハウスでクエリを作成および実行できます。結果をグ
ラフで視覚化し、チーム内の他のユーザーとクエリを共有することで共同作業を行うことができます。

• クエリとロード – 最近のクエリのリストや各クエリの SQL テキストなど、リファレンスまたはトラブル
シューティングに使用するための情報を取得します。

• データ共有 – プロデューサアカウントの管理者は、コンシューマアカウントがデータ共有にアクセスす
ることを許可するか、アクセスを許可しないかのいずれかを選択できます。承認されたデータ共有を使
用するには、コンシューマアカウントの管理者は AWS アカウント全体、またはアカウント内の特定の

5

https://www.youtube.com/embed/fr-sAHyKjE0


Amazon Redshift 入門ガイド
Amazon Redshift に接続する

クラスター名前空間に対し、データ共有を関連付けます。また管理者は、データ共有を拒否することも
できます。

• 設定 – Java Database Connectivity (JDBC) および Open Database Connectivity (ODBC) 接続を介
して、SQL クライアントツールから Amazon Redshift クラスターに接続します。Amazon RedShift 
が管理する仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントを設定することもできます。これによ
り、Amazon VPC サービスをベースにしており、クラスターが置かれている VPC と、クライアント
ツールを実行している別の VPC との間にプライベート接続が提供されます。

• アドバイザー – Amazon Redshift クラスターに加えることができる変更に関する、具体的な推奨事項を
入手して、最適化の優先順位を決定します。

• AWS Marketplace – 他のツール、もしくは Amazon Redshift と連携する AWS サービスに関する情報を
取得します。

• アラーム – パフォーマンスデータを表示するためにクラスターメトリクスのアラームを作成し、指定し
た期間中のメトリクスを追跡します。

• イベント – イベントを追跡し、そのイベントが発生した日付、その説明、およびイベントソースなどの
情報に関するレポートを取得します。

• 最新情報 – Amazon Redshift の新機能と製品アップデートを表示します。

Amazon Redshift に接続する
Amazon Redshift クラスターに接続するには、[クラスター] ページで [Amazon Redshift クラスターに接続
する] を展開し、次のいずれかを実行します。

• クエリエディタ v2 を使用して、Amazon Redshift クラスターでホストされているデータベースでクエ
リを実行します。クラスターの作成後は、クエリエディタ v2 を使用して、すぐにクエリを実行できま
す。

詳細については、「Amazon Redshift クエリエディタ v2 を使用したデータベースのクエリの実行」を参
照してください。

• JDBC または ODBC ドライバーの URL をコピーし、そのドライバーを使用することで、クライアント
ツールから Amazon Redshiftに接続します。

クラスター内のデータを操作するには、クライアントコンピューターまたはインスタンスから接続でき
るようにするために JDBC または ODBC ドライバーが必要です。JDBC または ODBC のデータアクセ
ス API オペレーションを使用する、もしくは JDBC または ODBC をサポートする SQL クライアント
ツールを使用するように、アプリケーションを記述します。

クラスター接続文字列を検索する方法については、「クラスター接続文字列を検索する」を参照してく
ださい。

• Amazon Redshift に接続するために、SQL クライアントツールにドライバが必要な場合は、オペレー
ティングシステム固有のドライバをダウンロードできます。

SQL クライアントに適したドライバーをインストールする方法の詳細については、「JDBC ドライバー
のバージョン 2.0 接続の構成」を参照してください。

ODBC 接続を設定する方法の詳細については、「ODBC 接続の設定」を参照してください。

Amazon Redshift クラスターとデータロードの開始
方法

このセクションでは、サンプルのAmazon Redshift クラスターを作成する手順を説明するための、2 つの
チュートリアルを提供します。その 1 つではサンプルデータセットを使用し、もう 1 つでは独自のデータ
セットを使用します。
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使用を開始するための前提条件を満たしていることを確認してください。詳細については、「前提条
件 (p. 1)」を参照してください。

トピック
• サンプルデータセットを使用する (p. 7)
• Amazon Redshift への独自のデータの導入 (p. 10)

サンプルデータセットを使用する
このチュートリアルでは、サンプルデータセットを使用して Amazon Redshift クラスターを作成する手順
について説明します。Amazon Redshift では、新しいクラスターを作成する際にサンプルのデータセット
が自動的にロードされます。クラスターの作成後は、すぐにこのデータをクエリできます。

Amazon Redshift クラスターの設定を開始する前に、必ず AWS にサインアップする (p. 1) および ファイ
アウォールルールの決定 (p. 2) を完了してください。

本チュートリアルでは、以下のステップを実行します。

トピック
• ステップ 1: サンプルの Amazon Redshift クラスターを作成する (p. 7)
• ステップ 2: クエリエディタを使用してクエリ例を試す (p. 9)

Important

作成するサンプルクラスターは、ライブ環境で実行されます。本チュートリアルで設計されるサ
ンプルクラスターの使用については、サンプルクラスターを削除するまでのオンデマンドレート
が 1 時間あたり 0.25 USD になります。料金の詳細については、Amazon Redshift 料金表を参照
してください。質問がある場合や行き詰まった場合は、ディスカッションフォーラムに投稿して 
Amazon Redshift チームにお問い合わせください。

本チュートリアルでは、運用環境での使用を想定していないため、オプションについては詳しく説明しま
せん。本チュートリアルのステップを完了したら、その他のリソース (p. 38) を使用してより詳細な情
報を確認できます。この情報は、クラスターの計画、展開、保守と、データウェアハウスのデータの操作
に役立ちます。

ステップ 1: サンプルの Amazon Redshift クラスターを作成する
前提条件を満たしたら、サンプルデータセットをベースにしながら、Amazon Redshift クラスターの作成
を開始することができます。

サンプルデータセットをベースに Amazon Redshift クラスターを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、(https://console.aws.amazon.com/redshift/)でAmazon 
Redshift コンソール を開きます。

2. クラスターを作成するには、以下のいずれかの操作を実行します。

• Amazon Redshift のサービスページで、[クラスターの作成] をクリックします。[クラスターの作成] 
ページが表示されます。

• https://console.aws.amazon.com/redshift/ で、[ダッシュボード]、[クラスターを作成] の順にクリッ
クします。

• https://console.aws.amazon.com/redshift/] で、[クラスター]、[クラスターを作成] の順にクリックし
ます。
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3. [クラスター設定] セクションで、[クラスター識別子] を指定します。この識別子は一意である必要が
あります。識別子は、有効な文字として a～z (小文字のみ) および - (ハイフン) を使って、1～63 文字
にする必要があります。

このチュートリアルでは、examplecluster と入力します。
4. 組織が適格であれば、Amazon Redshift 無料トライアルプログラムの下でクラスターを作成できる場

合があります。これを行うには、[Free trial (無料トライアル)] を選択して、dc2.large ノードタイプの
設定を作成します。無料トライアルの選択に関する詳細については、Amazon Redshift 無料トライア
ルを参照してください。

次のスクリーンショットに示すように、選択した内容がコンソールに表示されます。

後に別のノードタイプを選択した場合、お客様の組織は無料トライアルの対象から外れます。

ノードタイプを選択したら、次のいずれかの操作を行います。

• [Sample data (サンプルデータ) で、[Load sample data] (サンプルデータをロード) をクリックし
て、サンプルのデータセットを Amazon Redshift クラスターにロードします。Amazon Redshift 
は、デフォルトの dev データベースと public スキーマに、サンプルのデータセット Tickit をロー
ドします。これで、クエリエディタ v2 を使用しながらデータに対するクエリを開始できます。

• Amazon Redshift クラスターに独自のデータを導入するには、[本番稼働] をクリックします。次
に、[サンプルデータ] で、[サンプルデータをロード] をクリックします。独自のデータ導入の詳細
については、「Amazon Redshift への独自のデータの導入 (p. 10)」を参照してください。

Amazon Redshift が、サンプルデータセットをサンプルの Amazon Redshift クラスターに自動的に
ロードします。

5. [データベース設定] セクションで、[管理者ユーザー名] および [管理ユーザーのパスワード] を指定し
ます。または、パスワードの生成を選択して、Amazon Redshift によって生成されたパスワードを使
用します。

このチュートリアルでは以下の値を使用します。

• [管理者ユーザー名]: awsuser を入力します。
• [管理者ユーザーパスワード]: パスワードの値を入力します。

6. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。

このチュートリアルでは、Amazon Redshift のクエリエディタ v2 を使用します。Amazon Redshift がクラ
スターの作成を完了した直後から、このエディタを使用してデータをクエリできます。
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JDBC または ODBC ドライバーをサポートする他の SQL クライアントツールを選択して、クラスター内
のデータを操作することもできます。詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「SQL クライ
アントツールを使用して Amazon Redshift クラスターに接続する」を参照してください。

ステップ 2: クエリエディタを使用してクエリ例を試す
Amazon Redshift クラスターの作成時に、Tickit というサンプルデータセット が Amazon Redshift クラス
ターにより自動的にアップロードされます。クラスターの作成には数分かかることがあります。作成が完
了すると、クラスターのステータスは ACTIVE になります。サンプルデータセットからサンプルテーブル
の Tickit を表示できます。

クエリエディタの使用
クラスター、dev データベース、および public スキーマを選択すると、クエリエディタ v2 内でサンプ
ルテーブル Tickit を表示することができます。

Amazon Redshift クラスターの作成が完了したら、[Amazon Redshift クラスターに接続する] で、[データ
のクエリ] をクリックします。

クエリエディタ v2 からデータベースに接続し、ツリービューパネルでクラスター名を選択します。プロ
ンプトが表示されたら、接続パラメータを入力します。

クラスターとそのデータベースに接続するときは、 データベース 名と ユーザー名を提供します。また、
次の認証方法のいずれかに必要なパラメータも指定します。

データベースユーザー名とパスワード

この方法では、接続先のデータベースの パスワード も提供します。
一時的な認証情報

この方法では、クエリエディタ v2 は、データベースに接続するための一時パスワードを生成します。

クエリエディタ v2 でクラスターを選択すると、コンテキストに応じて、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを使用して接続を作成、編集、削除できます。

デフォルトでは、Amazon Redshift は、dev という名前のデフォルトのデータベースと、public という
名前のデフォルトのスキーマを作成します。サンプルデータセットにある個々のデータファイルを表示
するには、クラスターを選択した上でクエリエディタ v2 を開き、データベース dev、スキーマ public
、Tables の順にクリックします。

または、ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) をクリックし、データをクエリするクラスター
を選択します。その後、[Query data] (データのクエリ) で、[Query in query editor] (クエリエディタでのク
エリ)、または　[Query in query editor v2] (クエリエディタ v2 でのクエリ) のいずれかを指定し、そのクエ
リエディタでデータをクエリします。

クエリ例を試す
以下に示すように、いずれかのクエリエディタでクエリ例を試します。SELECT コマンドの使用方法につ
いては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「SELECT」を参照してください。

-- Find total sales on a given calendar date.
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SELECT sum(qtysold)  
FROM   sales, date  
WHERE  sales.dateid = date.dateid  
AND    caldate = '2008-01-05';

-- Find top 10 buyers by quantity.
SELECT firstname, lastname, total_quantity  
FROM   (SELECT buyerid, sum(qtysold) total_quantity 
        FROM  sales 
        GROUP BY buyerid 
        ORDER BY total_quantity desc limit 10) Q, users
WHERE Q.buyerid = userid
ORDER BY Q.total_quantity desc;

-- Find events in the 99.9 percentile in terms of all time gross sales.
SELECT eventname, total_price  
FROM  (SELECT eventid, total_price, ntile(1000) over(order by total_price desc) as 
 percentile  
       FROM (SELECT eventid, sum(pricepaid) total_price 
             FROM   sales 
             GROUP BY eventid)) Q, event E 
       WHERE Q.eventid = E.eventid 
       AND percentile = 1
ORDER BY total_price desc;

本チュートリアルのステップを完了したら、その他のリソース (p. 38) を使用してより詳細な情報を確
認できます。この情報は、クラスターの計画、展開、保守と、データウェアハウスのデータの操作に役立
ちます。

また、Amazon Redshift への独自のデータの導入 (p. 10) チュートリアルを通じて、独自のデータセッ
トを使用するクラスターの作成を試すこともできます。

Amazon Redshift への独自のデータの導入
このチュートリアルでは、独自のデータセットを Amazon Redshift に導入しながら、Amazon Redshift ク
ラスターを作成するプロセスについて説明します。このサンプルクラスターは、Amazon Redshift サービ
スを評価するのに使用できます。

Amazon Redshift クラスターの設定を開始する前に、必ず AWS にサインアップする (p. 1) および ファイ
アウォールルールの決定 (p. 2) を完了してください。

このチュートリアルでは、以下のステップを実行します。

Important

作成するサンプルクラスターは、ライブ環境で実行されます。本チュートリアルで設計されるサ
ンプルクラスターの使用については、サンプルクラスターを削除するまでのオンデマンドレー
トが 1 時間あたり 0.25 USD になります。料金の詳細については、Amazon Redshift の料金ペー
ジを参照してください。質問がある場合や行き詰まった場合は、ディスカッションフォーラムに
投稿して Amazon Redshift チームにお問い合わせください。

本チュートリアルでは、運用環境での使用を想定していないため、オプションについては詳しく説明しま
せん。本チュートリアルのステップを完了したら、その他のリソース (p. 38) を使用してより詳細な情
報を確認できます。この情報は、クラスターの計画、展開、保守と、データウェアハウスのデータの操作
に役立ちます。
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トピック
• ステップ 1: サンプルの Amazon Redshift クラスターを作成する (p. 11)
• ステップ 2: SQL クライアントのインバウンドルールを設定する (p. 13)
• ステップ 3: クエリエディタの 1 つにアクセス許可を付与しクエリを実行する (p. 13)
• ステップ 4: Amazon S3 から Amazon Redshift にデータをロードする (p. 15)
• ステップ 5: クエリエディタを使用してクエリ例を試す (p. 18)
• ステップ 6: 環境をリセットする (p. 19)

ステップ 1: サンプルの Amazon Redshift クラスターを作成する
別の AWS リソースからデータにアクセスするオペレーションの場合、クラスターには、そのリソースと
リソース上のデータに対しユーザーに代わってアクセスするためのアクセス許可が必要です。この場合の
例としては、COPY コマンドを使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) からデータをロー
ドすることが挙げられます。AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してアクセス権限を提供
できます。クラスターにアタッチされている IAM ロールを通してこれを行うことができます。または、必
要な許可を持つ IAM ユーザーに対し、AWS アクセスキーを提供することもできます。認証情報とアクセ
ス許可の詳細については、「認証情報とアクセス許可」を参照してください。

機密データおよび AWS のアクセス認証情報を最良の状態で保護するためには、IAM ロールを作成
し、自分のクラスターにアタッチすることをお勧めします。アクセス許可の提供の詳細については、
「Permissions to access other AWS resources」を参照してください。

ここで作成するクラスターはライブであり、サンドボックスでは実行されません。クラスターを削除する
まで、そのクラスターについて Amazon Redshift 標準使用料が発生します。ここで説明したチュートリア
ルを 1 種類の設定だけで実行し、完了した時点でクラスターを削除すれば、課金される合計料金はごくわ
ずかです。

Amazon Redshift クラスターを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、(https://console.aws.amazon.com/redshift/)でAmazon 
Redshift コンソール を開きます。

Important

IAM ユーザー認証情報を使う場合は、クラスターオペレーションを実行するために必要なア
クセス許可を持っていることを確認してください。詳細については、「Amazon Redshift 管
理ガイド」の「IAM ユーザーへのアクセスの制御」を参照してください。

2. 画面右上で、クラスターを作成する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター)、[Create cluster] (クラスターの作成) の順に選択し

ます。[クラスターの作成] ページが表示されます。
4. [Cluster configuration (クラスター構成)] セクションで、[Cluster identifier (クラスター識別子)]、[Node 

type (ノードタイプ)]、および [Nodes (ノード)] の値を指定します。

• クラスター識別子: このチュートリアルでは examplecluster を入力します。この識別子は一意
である必要があります。識別子は、有効な文字として a～z (小文字のみ) および - (ハイフン) を使っ
て、1～63 文字にする必要があります。

• クラスターのサイズを設定するには、次のいずれかの方法を選択します。
Note

以下のステップでは、AWS リージョンにおいて RA3 ノードタイプがサポートされている
ことを想定しています。RA3 ノードタイプをサポートする AWS リージョンのリストにつ
いては、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「RA3 ノードタイプの概要」を参照してくだ
さい。

• AWS リージョンが RA3 ノードタイプをサポートしている場合は、[このクラスターを何に使用す
る予定ですか?] の項目から、[本番稼働用] または [無料トライアル] のいずれかを選択してださい
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組織が適格であれば、Amazon Redshift 無料トライアルプログラムの下でクラスターを作成でき
る場合があります。無料トライアルプログラムを使用したクラスターの作成の詳細については、
「サンプルデータセットを使用する (p. 7)」を参照してください。これを行うには、[Free 
trial (無料トライアル)] を選択して、dc2.large ノードタイプの設定を作成します。無料トライアル
の選択に関する詳細については、Amazon Redshift 無料トライアルを参照してください。

• クラスターのサイズがわからない場合は、[Help me choose (選択ヘルプ)] を選んでください。こ
れにより、データウェアハウスに保存する予定のデータのサイズとクエリの特性について質問す
るサイジング計算ツールが起動されます。

クラスターの必須サイズ (ノードタイプとノード数) がわかっている場合は、[I'll choose (選択す
る)] を選んでください。次に、ノードの種類とノードの数量を選択して、概念実証のためにクラ
スターのサイズを設定します。

• このチュートリアルでは、[Node type] (ノードタイプ) に [dc2.large] を、[Nodes] (ノード数) に [2]
をそれぞれ選択します。

• [本番稼働用] クラスター選択した場合は、次のいずれかの操作を行います。
• Amazon Redshift が提供するサンプルデータセットを使用するには、[Sample data] (サンプル

データ) で、[Load sample data] (サンプルデータをロード) をクリックします。Amazon Redshift 
は、サンプルデータセットの Tickit をデフォルトのdev データベースと public スキーマにロー
ドします。

• 独自のデータを Amazon Redshift に導入する場合は、このチュートリアルで以降の部分に進みま
す。

5. [データベース設定] セクションで、[データベース名 (オプション)]、[データベースポート (オプショ
ン)]、[管理者ユーザー名]、[管理ユーザーのパスワード] の値をそれぞれ指定します。または、パス
ワードの生成を選択して、Amazon Redshift によって生成されたパスワードを使用します。

このチュートリアルでは以下の値を使用します。

• データベース名 (オプション): dev と入力します。
• データベースポート (オプション): 5439 と入力します。
• [管理者ユーザー名]: awsuser を入力します。
• [管理者ユーザーパスワード]: パスワードの値を入力します。

6. 以下で説明するように、このチュートリアルでは、 IAM ロールを作成し、そのロールをクラスターの
デフォルトとして設定しています。クラスターにデフォルトとして設定できる IAM ロールセットは 1 
つのみです。

a. [Cluster permissions] (クラスターのアクセス許可) にある [Manage IAM roles] (IAM ロールの管理) 
で、[Create IAM role] (IAM ロールを作成) をクリックします。

b. 次のいずれかの方法で、 IAM ロールがアクセスする Amazon S3 バケットを指定します。

• 作成された IAM ロールに対し、redshift という名前の Amazon S3 バケットへのアクセスの
みを許可するには、[No additional Amazon S3 bucket] (追加の Amazon S3 バケットはありませ
ん) を選択します。

• 作成された IAM ロールが、すべての Amazon S3 バケットにアクセスできるようにするに
は、[Any Amazon S3 bucket] (すべての Amazon S3 バケット) を選択します。

• 作成された IAM ロールがアクセスする 1 つ以上の Amazon S3 バケットを指定するに
は、[Specific Amazon S3 buckets] (特定の Amazon S3 バケット) を選択します 次に、テーブル
から Amazon S3 バケットを 1 つ以上選択します。

c. [Create IAM role as default] (デフォルトとして IAM ロールを作成する) をクリックしま
す。Amazon Redshift は、クラスター用に IAM ロールを自動的に作成し、デフォルトとして設定
します。

コンソールから IAM ロールを作成したため、IAM ロールには
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess ポリシーがアタッチされています。これにより 
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Amazon Redshift は、IAM アカウント内の Amazon リソースからのデータのコピーやロード、そ
のデータに対するクエリおよび分析の実行が可能になります。

クラスターのデフォルト IAM ロールを管理する方法については、「Amazon Redshift 用にデフォルト
の IAM ロールを作成する」を参照してください。

7. (オプション) [Additional configurations] (追加設定) セクションで、[Use defaults] (デフォルトを使
用) をオフにして、[Network and security] (ネットワークとセキュリティ)、[Database configurations]
(データベース設定)、[Maintenance] (メンテナンス)、[Monitoring] (モニタリング)、および [Backup]
(バックアップ) 設定を変更します。

場合によっては、[Load sample data] (サンプルデータをロード) を使用してクラスターを作成し、拡
張 Amazon VPC ルーティングを有効すること考えられます。その場合、仮想プライベートクラウド 
(VPC) のクラスターは Amazon S3 エンドポイントにアクセスし、データをロードする必要がありま
す。

クラスターをパブリックにアクセスできるようにするには、以下の 2 つのうちいずれかを実行しま
す。クラスターがインターネットにアクセスできるように、ネットワークアドレス変換 (NAT) アド
レスを VPC 内で設定します。または、VPC で Amazon S3 VPC エンドポイントを設定します。拡張
された Amazon VPC ルーティングの詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「Amazon 
VPC ルーティングの拡張を有効にする」を参照してください。

8. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。

ステップ 2: SQL クライアントのインバウンドルールを設定する
このチュートリアルの後半では、Amazon VPC サービスに基づく Virtual Private Cloud (VPC) 内からクラ
スターにアクセスします。ただし、ファイアウォールの外部から SQL クライアントを使用してクラスター
にアクセスする場合は、必ずインバウンドアクセスを許可してください。

VPC 内から Amazon Redshift クエリエディタを使用してクラスターにアクセスする場合は、この手順を省
略できます。

ファイアウォールを確認し、クラスターへのインバウンドアクセスを許可するには

1. ファイアウォールの外側からクラスターがアクセスされる必要がある場合、ファイアウォールのルー
ルを確認します。この例としては、クライアントが Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスか、外部のコンピュータである場合などが挙げられます。

ファイアウォールルールの詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」
の「セキュリティグループルール」を参照してください。

2. Amazon EC2 外部クライアントからアクセスするには、インバウンドトラフィックを許可するクラ
スターにアタッチされたセキュリティグループに進入ルールを追加します。Amazon EC2 コンソール
に Amazon EC2 セキュリティグループのルールを追加します。例えば、CIDR/IP が192.0.2.0/24 の場
合、その IP アドレス範囲のクライアントはクラスターに接続できます。環境に適した CIDR/IP を見
つけます。

ステップ 3: クエリエディタの 1 つにアクセス許可を付与しクエ
リを実行する
Amazon Redshift クラスターによってホストされているデータベースをクエリする方法は 2 つあります。

1. クラスターに接続し、いずれかのクエリエディタを使用して、AWS Management Console に対してク
エリを実行します。
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いずれかのクエリエディタを使用すれば、SQL クライアントアプリケーションをダウンロードしてセッ
トアップする必要はありません。

2. SQL Workbench/J などの SQL クライアントツールを介してクラスターに接続します。SQL 
Workbench/J の使用に関する詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「SQL Workbench/J 
を使用してクラスターに接続する」を参照してください。

Amazon Redshift クラスターによってホストされているデータベースでクエリを実行するには、Amazon 
Redshift のクエリエディタの 1 つを使用することが最も簡単な方法です。クラスターを作成した
後、Amazon Redshift コンソールを使用して、すぐにクエリを実行できます。Amazon Redshift クエリエ
ディタを使用する場合の詳しい考慮事項については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「クエリエディ
タを使用してデータベースをクエリする」を参照してください。

クエリエディタ v2 に対するアクセス許可を付与する

管理者が AWS アカウントのために最初にクエリエディタ v2 を設定するときは、クエリエディタ v2 の
リソースを暗号化するために使用する AWS KMS key を選択します。デフォルトでは、AWS 所有キー
は、リソースを暗号化するために使用されます。または、管理者は、設定ページでキーの Amazon リソー
スネーム (ARN) を選択することで、カスタマー管理キーを使用できます。アカウントの設定後は、AWS 
KMS を使用した暗号化の設定は変更できません。詳細については、「AWS アカウント の設定」を参照し
てください。

クエリエディタ v2 にアクセスするには、アクセス許可が必要です。管理者は、以下のいずれかの AWS 管
理ポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチして、アクセス許可を付与することができます。こ
れらのAWS管理ポリシーは、リソースのタグ付けでクエリを共有する方法を制御するさまざまなオプショ
ンを使用して記述されます。IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を使用して IAM ポリ
シーをアタッチできます。

また、提供された管理ポリシーで許可もしくは拒否されたアクセス権限に基づいて、独自のポリシーを
作成することもできます。IAM コンソールのポリシーエディタを使用して独自のポリシーを作成する場
合は、ビジュアルエディタでポリシーを作成する対象のサービスとして、[SQL Workbench] を選択しま
す。クエリエディタ v2 では、ビジュアルエディタ および IAM Policy Simulator の中で、サービス名とし
て AWS SQL Workbench を使用します。

詳細については、「クエリエディタ v2 へのアクセス」を参照してください。

クエリエディタ v2 の使用

データベースのクエリにクエリエディタ v2 を使用する場合は、「クエリエディタ v2 の操作」を参照して
ください。

クエリエディタへのアクセス権限を付与する

Amazon Redshift クエリエディタを使用するには、アクセス許可が必要です。アクセスを設定するに
は、AmazonRedshiftQueryEditor および AmazonRedshiftReadOnlyAccess IAM ポリシーを、ク
ラスターにアクセスするために使用する IAM ユーザーにアタッチします。

すでに Amazon Redshift にアクセスするために IAM ユーザーを作成している場
合、AmazonRedshiftQueryEditor および AmazonRedshiftReadOnlyAccess ポリシーをそのユー
ザーにアタッチできます。まだ IAM ユーザーを作成していない場合、作成し、ポリシーを IAM ユーザー
にアタッチします。

クエリエディタに必要な IAM ポリシーをアタッチするには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ユーザーを選択します。
3. クエリエディタへのアクセスが必要なユーザーを選択します。
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4. [許可の追加] を選択します。
5. [既存のポリシーを直接アタッチ] を選択します。
6. [Policy names (ポリシー名)] には、 [AmazonRedshiftQueryEditor] および 

[AmazonRedshiftReadOnlyAccess] を選択します。
7. 次へ: レビューを選択します。
8. [Add permissions] を選択します。

クエリエディタの使用

クエリエディタを使用してデータベースをクエリする場合は、「クエリエディタを使用してデータベース
のクエリを実行する」を参照してください。

ステップ 4: Amazon S3 から Amazon Redshift にデータをロード
する
テーブルにデータをロードする場合、Amazon Redshift クエリエディタの 1 つを使用することが最も簡単
な方法となります。クラスターを作成した後は、Amazon Redshift コンソールを使用して Amazon S3 から
クラスターにデータをロードできます。

クエリエディタ v2 を使用することにより、[データのロード] ウィザードの使用時に、データのロード
が簡単になります。詳細については、「クエリエディタ v2 を使用して独自のデータを Amazon S3 から 
Amazon Redshift にロードする (p. 15)」を参照してください。クエリエディタ v2 を使用してテーブル
を作成し、データをロードすることもできます。詳細については、「クエリエディタにより Amazon S3 
からサンプルデータをロードする (p. 15)」を参照してください。

クエリエディタ v2 を使用して独自のデータを Amazon S3 から Amazon Redshift にロードする

Amazon S3 から Amazon Redshift に独自のデータをロードする際、Amazon Redshift には、指定された 
Amazon S3 バケットからデータをロードするための権限を持つ IAM ロールが必要です。

初めにデータベースに接続します。次に、データベースにいくつかのテーブルを作成します。その
後、Amazon S3 から独自のデータを Amazon Redshift にロードします。クエリエディタ v2 の操作方法に
ついては、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「クエリエディタ v2 の操作」を参照してください。

クエリエディタ v2 の [データのロード] ウィザードで生成および使用される COPY コマンドは、Amazon 
S3 からデータをロードするための COPY コマンド構文で使用できるすべてのパラメータをサポートして
います。Amazon S3 からコピーおよびロードをするために使用される COPY コマンドと、そのオプショ
ンの詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon S3 からの COPY」を参照
してください。

クエリエディタにより Amazon S3 からサンプルデータをロードする

これでデータベース dev を作成し、それに接続できました。次に、このデータベースにテーブルを作成
し、テーブルにデータをアップロードして、クエリを実行してみます。すぐにロードして使えるサンプル
データを Amazon S3 バケットに用意しました。

Note

SQL クライアントツールを使用している場合、SQL クライアントがクラスターに接続されている
ことを確認してください。

このステップを完了したら、次の点を実行できます。

• ステップ 5: クエリエディタを使用してクエリ例を試す (p. 18) でサンプルクエリをお試しください。
• ステップ 6: 環境をリセットする (p. 19) で環境をリセットします。
• Amazon Redshift の詳細については、その他のリソース (p. 38) を参照してください。

15

https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor-v2-using.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/copy-parameters-data-source-s3.html


Amazon Redshift 入門ガイド
Amazon Redshift への独自のデータの導入

Note

独自のデータをロードせずにクエリエディタ内でデータをクエリするには、[サンプルデータ] で 
[サンプルデータをロード] をクリックします。この設定により、クラスターの作成時に、Amazon 
Redshift のサンプルデータセットが、Amazon Redshift クラスターに自動的にロードされます。

Amazon S3 のサンプルデータをロードするには

1. テーブルを作成します。

Amazon Redshift クエリエディタを使用している場合は、次のテーブル作成ステートメントを個別
にコピーして実行し、dev データベースにテーブルを作成します。構文の詳細については、Amazon 
Redshift データベースデベロッパーガイドの CREATE TABLE を参照してください。

create table users( 
 userid integer not null distkey sortkey, 
 username char(8), 
 firstname varchar(30), 
 lastname varchar(30), 
 city varchar(30), 
 state char(2), 
 email varchar(100), 
 phone char(14), 
 likesports boolean, 
 liketheatre boolean, 
 likeconcerts boolean, 
 likejazz boolean, 
 likeclassical boolean, 
 likeopera boolean, 
 likerock boolean, 
 likevegas boolean, 
 likebroadway boolean, 
 likemusicals boolean); 
             

create table venue( 
 venueid smallint not null distkey sortkey, 
 venuename varchar(100), 
 venuecity varchar(30), 
 venuestate char(2), 
 venueseats integer);

create table category( 
 catid smallint not null distkey sortkey, 
 catgroup varchar(10), 
 catname varchar(10), 
 catdesc varchar(50));

create table date( 
 dateid smallint not null distkey sortkey, 
 caldate date not null, 
 day character(3) not null, 
 week smallint not null, 
 month character(5) not null, 
 qtr character(5) not null, 
 year smallint not null, 
 holiday boolean default('N'));

create table event( 
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 eventid integer not null distkey, 
 venueid smallint not null, 
 catid smallint not null, 
 dateid smallint not null sortkey, 
 eventname varchar(200), 
 starttime timestamp);

create table listing( 
 listid integer not null distkey, 
 sellerid integer not null, 
 eventid integer not null, 
 dateid smallint not null  sortkey, 
 numtickets smallint not null, 
 priceperticket decimal(8,2), 
 totalprice decimal(8,2), 
 listtime timestamp);

create table sales( 
 salesid integer not null, 
 listid integer not null distkey, 
 sellerid integer not null, 
 buyerid integer not null, 
 eventid integer not null, 
 dateid smallint not null sortkey, 
 qtysold smallint not null, 
 pricepaid decimal(8,2), 
 commission decimal(8,2), 
 saletime timestamp);

2. COPY コマンドを使用して Amazon S3 からサンプルデータをロードします。

Note

Amazon S3 または Amazon DynamoDB から大容量のデータセットを Amazon Redshift に
ロードする場合は、COPY コマンドの使用をお勧めします。COPY 構文の詳細について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの COPY を参照してください。

a. 個別のサンプルデータファイルを含むファイル tickitdb.zip をダウンロードします。
b. 個別のファイルを .zip 解凍して、自分の AWS リージョン の Amazon S3 バケットにある

tickit フォルダにロードします。
c. このチュートリアルの COPY コマンドを編集して、Amazon S3 バケットにあるファイルを指定

します。Amazon S3 でファイルを管理する方法については、Amazon Simple Storage Service
ユーザーガイドの S3 バケットの作成と設定を参照してください。

d. サンプルデータをロードするために、ユーザーに代わってクラスターが Amazon S3 にアクセス
するための認証を提供します。前の手順で作成し、クラスターにデフォルトとしてアタッチした 
IAM ロールを参照することで認証を実現します。

COPY コマンドには、次の例のように、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)、バケット
名、AWS リージョン のプレースホルダーが含まれます。

copy users from 's3://<myBucket>/tickit/allusers_pipe.txt'  
iam_role default
delimiter '|' region '<aws-region>';

COPY コマンドは、次の例のようになります。

copy users from 's3://<myBucket>/tickit/allusers_pipe.txt'  
iam_role default
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delimiter '|' region '<aws-region>';

サンプルデータをロードするには、次の COPY コマンドの <myBucket>、および <aws-
region> を実際の値に置き換え使用します。Amazon Redshift クエリエディタを使用している場
合は、次のコマンドを個別に実行します。

copy users from 's3://<myBucket>/tickit/allusers_pipe.txt'  
iam_role default  
delimiter '|' region '<aws-region>';

copy venue from 's3://<myBucket>/tickit/venue_pipe.txt'  
iam_role default
delimiter '|' region '<aws-region>';

copy category from 's3://<myBucket>/tickit/category_pipe.txt'  
iam_role default
delimiter '|' region '<aws-region>';

copy date from 's3://<myBucket>/tickit/date2008_pipe.txt'  
iam_role default
delimiter '|' region '<aws-region>';

copy event from 's3://<myBucket>/tickit/allevents_pipe.txt'  
iam_role default
delimiter '|' timeformat 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS' region '<aws-region>';

copy listing from 's3://<myBucket>/tickit/listings_pipe.txt'  
iam_role default
delimiter '|' region '<aws-region>';

copy sales from 's3://<myBucket>/tickit/sales_tab.txt'
iam_role default
delimiter '\t' timeformat 'MM/DD/YYYY HH:MI:SS' region '<aws-region>';

ステップ 5: クエリエディタを使用してクエリ例を試す
次に示すように、今、いくつかのクエリ例をお試しください。SELECT コマンドの使用に関する詳細につ
いては、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの SELECT を参照してください。

-- Get definition for the sales table.
SELECT *     
FROM pg_table_def     
WHERE tablename = 'sales';     

-- Find total sales on a given calendar date.
SELECT sum(qtysold)  
FROM   sales, date  
WHERE  sales.dateid = date.dateid  
AND    caldate = '2008-01-05';

-- Find top 10 buyers by quantity.
SELECT firstname, lastname, total_quantity  
FROM   (SELECT buyerid, sum(qtysold) total_quantity 
        FROM  sales 
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        GROUP BY buyerid 
        ORDER BY total_quantity desc limit 10) Q, users
WHERE Q.buyerid = userid
ORDER BY Q.total_quantity desc;

-- Find events in the 99.9 percentile in terms of all time gross sales.
SELECT eventname, total_price  
FROM  (SELECT eventid, total_price, ntile(1000) over(order by total_price desc) as 
 percentile  
       FROM (SELECT eventid, sum(pricepaid) total_price 
             FROM   sales 
             GROUP BY eventid)) Q, event E 
       WHERE Q.eventid = E.eventid 
       AND percentile = 1
ORDER BY total_price desc;

これで、Amazon Redshift クラスターを作成し、Amazon Redshift クエリエディタを使用して独自のデー
タセットからデータをクエリすることに成功しました。

ステップ 6: 環境をリセットする
このチュートリアルを完了したら、サンプルクラスターを削除して、環境を前の状態にリセットすること
をお勧めします。クラスターを削除するまで、そのクラスターについて Amazon Redshift サービスの使用
料が継続して発生します。

ただし、他の Amazon Redshift ガイドのタスクを試す意向がある場合は、実行しているサンプルクラス
ターを維持することもできます。

クラスターを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、(https://console.aws.amazon.com/redshift/)でAmazon 
Redshift コンソール を開きます。

2. ナビゲーションメニューから [Clusters] (クラスター) を選択してクラスターのリストを表示します。
3. examplecluster クラスターを選択します。[アクション] で、[削除] を選択します。[クラスターの

削除] ページが表示されます。
4. 削除するクラスターを確認し、[クラスターの削除] を選択します。

クラスターリストページで、クラスターのステータスはクラスターが削除される際に更新されます。

本チュートリアルを完了した後は、その他のリソース (p. 38) で、Amazon Redshift に関する詳細と次
に行うステップを説明しています。

一般的なデータベースタスクの使用開始
以下に、Amazon Redshift データベースの使用を開始するための、一般的なタスクの説明とチュートリア
ルを示します。

最初のクラスターのデータベース dev に接続した後は、新しいデータベースの作成に移れます。クラス
ターの作成時にサンプルデータセットを使用するか、独自のデータを Amazon Redshift に導入するかに関
係なく、Amazon Redshift はデータベース dev を作成します。

このセクションの例では、以下を前提とします。

• Amazon Redshift にサインアップしている。詳細については、「前提条件 (p. 1)」を参照してください。
• Amazon Redshift クラスターが作成済みである。詳細については、「Amazon Redshift クラスターと

データロードの開始方法 (p. 6)」を参照してください。
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• Amazon Redshift コンソールのクエリエディタなどの SQL クライアントツールから、クラスターへの接
続を確立済みである。詳細については、「ステップ 3: クエリエディタの 1 つにアクセス許可を付与しク
エリを実行する (p. 13)」を参照してください。

Important

この演習用にデプロイしたクラスターは、実働環境で実行します。この実行中は、お客様の AWS 
アカウントに課金されます。料金については、Amazon Redshift の料金表ページを参照してくだ
さい。
不要な課金を回避するため、作業が完了したクラスターは削除してください。演習の最後のス
テップでその方法を説明します。

タスク 1: データベースを作成する
クラスターが立ち上がり実行中であることを確認したら、最初のデータベースを作成します。このデータ
ベースを使用して実際にテーブルを作成し、データをロードし、クエリを実行します。1 つのクラスター
で複数のデータベースをホストすることができます。例えば、SALESDB データベースと ORDERSDB デー
タベースを 1 つのクラスターに置くことができます。

例えば、SALESDB という名前のデータベースを作成するには、SQL クライアントツールで次のコマンド
を実行します。

CREATE DATABASE SALESDB;

この演習では、デフォルトの設定をそのまま使用します。この他のコマンドオプションについて
は、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「CREATE DATABASE」を参照してください。

SALESDB データベースを作成した後は、SQL クライアントからこのデータベースに接続できます。現在
の接続に使用したものと同じ接続パラメータを使用しますが、データベース名は SALESDB に変更してく
ださい。

タスク 2: ユーザーを作成する
デフォルトでは、クラスターを起動したときに作成した管理者ユーザーのみが、クラスター内の初期デー
タベースにアクセスできます。他のユーザーにもアクセス権を与えるには、そのためのアカウントを作成
する必要があります。データベースのユーザーアカウントは、クラスター内のすべてのデータベースで共
通のアカウントです。個々のデータベースに固有のものではありません。

新しいユーザーを作成するには、CREATE USER コマンドを使用します。新しいユーザーを作成する際
は、ユーザー名とパスワードを指定します。ユーザーには、パスワードを指定することをお勧めします。
パスワードは 8～64 文字で構成し、大文字、小文字、数字をそれぞれ少なくとも 1 つずつ含める必要があ
ります。

例えば、GUEST という名前と ABCd4321 というパスワードでユーザーを作成するには、以下のコマンド
を実行します。

CREATE USER GUEST PASSWORD 'ABCd4321';

GUEST ユーザーとして SALESDB データベースに接続するには、ユーザーの作成時に同じパスワード (例
えば ABCd4321) を使用します。

その他のコマンドオプションについては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「CREATE 
USER」を参照してください。
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タスク 3: スキーマを作成する
新しいデータベースを作成した後は、そのデータベースに新しいスキーマを作成できます。スキーマと
は、テーブル、ビュー、およびユーザー定義関数 (UDF) など、名前が付けられたデータベースオブジェク
トが含まれる名前空間です。データベースには 1 つまたは複数のスキーマを含めることができ、各スキー
マは 1 つのデータベースにのみ属します。2 つのスキーマが、同じ名前を共有する異なるオブジェクトを
持つことができます。

同じデータベース内に複数のスキーマを作成して、好みの方法でデータを整理したり、データを機能的に
グループ化したりできます。例えば、すべてのステージングデータを格納するスキーマや、すべてのレ
ポートテーブルを保存する別のスキーマを作成できます。また、同じデータベースにある異なるビジネス
グループに関連するデータを保存するために、別々のスキーマを作成することもできます。スキーマごと
に、テーブル、ビュー、ユーザー定義関数 (UDF) など、異なるデータベースオブジェクトを格納できま
す。さらに、AUTHORIZATION 句を使用してスキーマを作成することもできます。この句では、特定の
ユーザーに所有権を与えることや、指定したスキーマが使用できる最大ディスク領域を指定するクオータ
を設定することなどが可能です。

Amazon Redshift は、新しいデータベースごとに、public という名前のスキーマを自動的に作成しま
す。データベースオブジェクトの作成中にスキーマ名を指定しない場合、そのオブジェクトは public ス
キーマに入ります。

スキーマ内のオブジェクトにアクセスするには、schema_name.table_name 表記を使用してオブジェク
ト修飾します。スキーマの修飾名は、ドットで区切られたスキーマ名とテーブル名で構成されます。例え
ば、price テーブルを持つ sales スキーマや、price テーブルを持つ inventory スキーマのようにな
ります。price テーブルを参照する際には、その名前を sales.price または inventory.price のよ
うに修飾する必要があります。

次の例では、GUEST ユーザーのために、SALES という名前のスキーマを作成します。

CREATE SCHEMA SALES AUTHORIZATION GUEST;

その他のコマンドオプションについては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「CREATE 
SCHEMA」を参照してください。

データベース内のスキーマのリストを表示するには、次のコマンドを実行します。

select * from pg_namespace;

出力は以下の例のようになります。

  nspname             | nspowner |         nspacl
----------------------+----------+-------------------------- 
  sales               |  100     | 
  pg_toast            |   1      | 
  pg_internal         |   1      | 
  catalog_history     |   1      | 
  pg_temp_1           |   1      |  
  pg_catalog          |   1      | {rdsdb=UC/rdsdb,=U/rdsdb} 
  public              |   1      | {rdsdb=UC/rdsdb,=U/rdsdb} 
  information_schema  |   1      | {rdsdb=UC/rdsdb,=U/rdsdb}

カタログテーブルに対するクエリの方法については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「カ
タログテーブルへのクエリの実行」を参照してください。

スキーマへのアクセス許可をユーザーに付与するには、GRANT ステートメントを使用します。

次の例では、GUESTユーザーに対し、SALESCHEMA 内のすべてのテーブルまたはビューから、SELECT ス
テートメントを使用してデータを選択するための権限を付与しています。
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GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA SALES TO GUEST;

次の例では、使用可能なすべての権限を、一度に GUEST ユーザーに対し付与します。

GRANT ALL ON SCHEMA SALES TO GUEST;

タスク 4: テーブルを作成する
新しいデータベースの作成後には、データを格納するためのテーブルを作成します。テーブルを作成する
際は、テーブルの列情報を指定します。

次の例では、GUEST ユーザーが SALESDB にログオンし、新しいテーブルを作成しています。

例えば、DEMO という名前のテーブルを作成するには、次のコマンドを実行します。

CREATE TABLE Demo ( 
  PersonID int, 
  City varchar (255)
);

また、schema_name.object_name 表記を使用して SALES スキーマ内にテーブルを作成することもで
きます。

CREATE TABLE SALES.DEMO ( 
  PersonID int, 
  City varchar (255)
);

スキーマとそのテーブルを表示および検査するには、Amazon Redshift のクエリエディタを使用します。
または、システムビューを使用して、スキーマ内のテーブルのリストを表示することもできます。詳細に
ついては、「タスク 6: システムテーブルをクエリする (p. 23)」を参照してください。

デフォルトでは、テーブルなどの新しいデータベースオブジェクトは、クラスターの作成中に作成され
る public という名前のデフォルトスキーマ内に作成されます。また別のスキーマを使用しても、データ
ベースオブジェクトを作成できます。スキーマの詳細については、Amazon Redshift データベース開発者
ガイドの「データベースセキュリティの管理」を参照してください。

encoding 列、distkey 列、および sortkey 列は、Amazon Redshift が並列処理のために使用します。
これらの要素を含むテーブルの設計については、「Amazon Redshift テーブル設計のベストプラクティ
ス」を参照してください。

テーブルにデータ行を挿入する
テーブルの作成後は、そのテーブル内にデータ行を挿入します。

Note

INSERT コマンドは、テーブルに行を挿入します。標準的なバルク負荷の場合は、COPY コマン
ドを使用します。詳細については、「COPY コマンドを使ってデータをロードする」を参照して
ください。

例えば、DEMO テーブルに値を挿入するには、以下のコマンドを実行します。

INSERT INTO DEMO VALUES (781, 'San Jose'), (990, 'Palo Alto');
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テーブルからデータを選択する
テーブルを作成してデータを挿入した後、テーブル内にあるデータを表示するには、SELECT ステートメ
ントを使用します。SELECT * ステートメントは、テーブル内のすべてのデータについて、すべての列名
と行の値を返します。SELECT を使用すると、新しく追加したデータがテーブルに正しく入力されたかど
うかを、便利に確認できます。

DEMO テーブルに入力したデータを表示するには、次のコマンドを実行します。

SELECT * from DEMO;

結果は次のようになります。

 personid |   city     
----------+----------- 
      781 | San Jose 
      990 | Palo Alto
(2 rows)

クエリテーブルでの SELECT ステートメントの使用方法については、「SELECT」を参照してください。

タスク 5: サンプルデータをロードする
このガイドの例のほとんどでは、TICKIT サンプルデータセットを使用しています。個別のサンプルデータ
ファイルを含むファイル tickitdb.zip をダウンロードします。

サンプルデータは、自分の Amazon S3 バケットにロードすることができます。

データベースのサンプルデータをロードするには、まずテーブルを作成します。その後、COPY コマン
ドを使って、Amazon S3 バケットに保存されている、サンプルデータを格納したテーブルをロードしま
す。テーブルを作成し、サンプルデータをロードする手順については、「ステップ 4: Amazon S3 から 
Amazon Redshift にデータをロードする (p. 15)」を参照してください。

タスク 6: システムテーブルをクエリする
作成したテーブルに加え、データベースにはいくつかのシステムテーブルが含まれています。これらのシ
ステムテーブルには、インストールに関する情報と、システムで実行されている各種のクエリや処理に関
する情報が格納されます。これらのシステムテーブルに対してクエリを実行して、データベースに関する
情報を収集することができます。

Note

このドキュメントに記載されている、各テーブルについての説明では、テーブルが表示されるの
はすべてのユーザーに対してか、スーパーユーザーのみに対してかを示しています。スーパー
ユーザーのみが表示可能なテーブルに対してクエリを実行するには、スーパーユーザーとしてロ
グインします。

Amazon Redshift では、以下のタイプのシステムテーブルに対するアクセス権を提供しています。

• STL テーブル

これらのシステムテーブルは、システムの履歴を提供するために Amazon Redshift ログファイルから生
成されます。ログテーブルには STL プレフィックスが付けられています。

• STV テーブル

これらのテーブルは、現在のシステムデータのスナップショットを格納した仮想システムテーブルで
す。スナップショットテーブルには STV プレフィックスが付けられています。
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• システムビュー

システムビューには、 の複数の STL および STV システムテーブルから集めたデータのサブセットが含
まれます。システムビューには SVV または SVL プレフィックスが付けられています。

• システムカタログテーブル

システムカタログテーブルには、テーブルや列に関する情報などのスキーマメタデータが格納されてい
ます。システムカタログテーブルには PG プレフィックスが付けられています。

クエリに関するシステムテーブル情報を取得するには、そのクエリに関連付けられたプロセス ID の指定が
必要になる場合があります。詳細については、「実行中のクエリのプロセス ID を調べる (p. 26)」を参
照してください。

テーブル名のリストを表示する
スキーマ内のすべてのテーブルのリストを表示するには、PG_TABLE_DEF システムカタログテーブルを
クエリします。最初に search_path に対する設定を確認します。

SHOW search_path;

その結果は以下のようになります。

  search_path
--------------- 
 $user, public
(1 row)

次の例では、SALES スキーマを検索パスに追加し、SALES スキーマ内のすべてのテーブルを表示します。

set search_path to '$user', 'public', 'sales'; 
                 
SHOW search_path; 
      search_path        
------------------------ 
 "$user", public, sales
(1 row)

select * from pg_table_def where schemaname = 'sales'; 
 schemaname | tablename |  column  |          type          | encoding | distkey | sortkey 
 | notnull  
------------+-----------+----------+------------------------+----------+---------+---------
+--------- 
 sales      | demo      | personid | integer                | az64     | f       |       0 
 | f 
 sales      | demo      | city     | character varying(255) | lzo      | f       |       0 
 | f
(2 rows)

次の例では、現在のデータベース上のすべてのスキーマに含まれる、DEMO という名前のすべてのテーブ
ルのリストを表示します。

select * from pg_table_def where tablename = 'demo'; 
 schemaname | tablename |  column  |          type          | encoding | distkey | sortkey 
 | notnull  
------------+-----------+----------+------------------------+----------+---------+---------
+--------- 
 public     | demo      | personid | integer                | az64     | f       |       0 
 | f 
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 public     | demo      | city     | character varying(255) | lzo      | f       |       0 
 | f 
 sales      | demo      | personid | integer                | az64     | f       |       0 
 | f 
 sales      | demo      | city     | character varying(255) | lzo      | f       |       0 
 | f
(4 rows)

詳細については、「PG_TABLE_DEF」を参照してください。

クエリエディタ v2 を使用して、最初に接続先のデータベースを選択して、指定したスキーマ内のすべて
のテーブルを表示することもできます。

ユーザーを表示する
ユーザー ID (USESYSID) およびユーザー権限とともに、すべてのユーザーのリストを表示するに
は、PG_USER カタログをクエリします。

SELECT * FROM pg_user; 
  usename   | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd |  passwd  | valuntil | 
 useconfig
------------+----------+-------------+----------+-----------+----------+----------
+----------- 
 rdsdb      |        1 | true        | true     | true      | ******** | infinity | 
 awsuser    |      100 | true        | true     | false     | ******** |          | 
 guest      |      104 | true        | false    | false     | ******** |          |
(3 rows)

定期的な管理およびメンテナンスタスクを実行するために、Amazon Redshift の内部でユーザー名 rdsdb
が使用されます。SELECT ステートメントに where usesysid > 1 を追加すると、クエリをフィルタリ
ングしてユーザー定義のユーザー名のみを表示することができます。

SELECT * FROM pg_user WHERE usesysid > 1; 
  usename   | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd |  passwd  | valuntil | 
 useconfig
------------+----------+-------------+----------+-----------+----------+----------
+----------- 
 awsuser    |      100 | true        | true     | false     | ******** |          | 
 guest      |      104 | true        | false    | false     | ******** |          |
(2 rows)

最近のクエリを表示する
先の例では、adminuser のユーザー ID (USESYSID) は 100 です。adminuser が最も最近実行した 5 つ
のクエリを一覧表示するには、SVL_QLOG ビューをクエリします。

SVL_QLOG ビューには、STL_QUERY テーブルの情報のサブセットがわかりやすく表示されています。
このビューを使用して、最近実行されたクエリのクエリ ID (QUERY) やプロセス ID (PID) を知ることがで
きます。また、このビューを使用してクエリが完了するまでにかかった時間を確認できます。クエリを特
定しやすくするため、SVL_QLOG には、クエリ文字列 (SUBSTRING) の最初の 60 文字が含まれていま
す。SELECT ステートメントで LIMIT 句を使用すると、結果を 5 行に制限することができます。

SELECT query, pid, elapsed, substring from svl_qlog
WHERE userid = 100
ORDER BY starttime desc
LIMIT 4;

結果は以下のようになります。
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 query|  pid  |  elapsed |       substring
------+-------+----------+---------------------------------------------------------------- 
 892  | 21046 |  55868   | SELECT query, pid, elapsed, substring from svl_qlog WHERE us  
 620  | 17635 | 1296265  | SELECT query, pid, elapsed, substring from svl_qlog WHERE us 
 610  | 17607 |  82555   | SELECT * from DEMO;  
 596  | 16762 |  226372  | INSERT INTO DEMO VALUES (100);)

実行中のクエリのプロセス ID を調べる
しかし、実行中のクエリの PID を調べたいときもあります。例えば、実行に時間がかかりすぎているクエ
リをキャンセルしたい場合などに、この PID が必要です。STV_RECENTS システムテーブルに対してク
エリを実行すると、実行中のクエリのプロセス ID とそれに対応するクエリ文字列のリストを取得すること
ができます。クエリに複数の PID がある場合は、クエリテキストを参照して、どれが目的の PID かを判断
することができます。

実行中のクエリの PID を調べるには、以下の SELECT ステートメントを実行します。

SELECT pid, user_name, starttime, query
FROM stv_recents
WHERE status='Running';

タスク 7: クエリをキャンセルする
クエリの実行に時間がかかりすぎている場合や、クラスターのリソースが大量に消費されている場合は、
そのクエリをキャンセルします。この例としては、チケット販売者の名前と販売済みのチケット数を記載
したリストを、作成しようとしているような場合が挙げられます。以下のクエリでは、SALES テーブルと
USERS テーブルからデータを選択し、WHERE 句内で SELLERID と USERID を一致させることで 2 つの
テーブルを結合しています。

SELECT sellerid, firstname, lastname, sum(qtysold)
FROM sales, users
WHERE sales.sellerid = users.userid
GROUP BY sellerid, firstname, lastname
ORDER BY 4 desc;

結果は以下のようになります。

 sellerid | firstname | lastname | sum
----------+-----------+----------+------ 
  48950   |   Nayda   |   Hood   | 184 
  19123   |   Scott   | Simmons  | 164 
  20029   |    Drew   | Mcguire  | 164 
  36791   |  Emerson  | Delacruz | 160 
  13567   |   Imani   |   Adams  | 156 
  9697    |  Dorian   |    Ray   | 156 
  41579   | Harrison  | Durham   | 156 
  15591   |  Phyllis  |  Clay    | 152 
  3008    |  Lucas    | Stanley  | 148 
  44956   |  Rachel   |Villarreal| 148

Note

これは複雑なクエリです。このチュートリアルでは、このクエリの構造を理解する必要はありま
せん。

前のクエリは数秒間で実行され、2,102 行を返しました。
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ここで、WHERE 句を挿入し忘れたとします。

SELECT sellerid, firstname, lastname, sum(qtysold)
FROM sales, users
GROUP BY sellerid, firstname, lastname
ORDER BY 4 desc;

その場合、結果セットには、SALES テーブルのすべての行と、USERS テーブルのすべての行を掛け合わせ
た数 (49989×3766) が含まれることになります。これはデカルト結合と呼ばれ、推奨されません。この例
の場合は結果が 1 億 8800 万行を超えてしまい、実行に時間がかかりすぎます。

実行中のクエリをキャンセルするには、CANCEL コマンドにクエリの PID を指定して実行します。

プロセス ID を見つけるには、前のステップで示したように、新しいセッションを開始して 
STV_RECENTS テーブルをクエリします。次の例に、結果をより読みやすくする方法を示します。これを
行うには、TRIM 関数を使用してクエリ文字列の末尾部分を削除し、最初の 20 文字だけを表示します。

SELECT pid, trim(user_name), starttime, substring(query,1,20)  
FROM stv_recents
WHERE status='Running';

結果は以下のようになります。

  pid  |   btrim    |         starttime          |      substring
-------+------------+----------------------------+---------------------- 
 610   | adminuser  | 2013-03-28 18:39:49.355918 | select sellerid, fir
(1 row)

PID 18764 を使用しているクエリをキャンセルするには、以下のコマンドを実行します。

CANCEL 610;

Note

CANCEL コマンドはトランザクションを停止しません。トランザクションを停止またはロール
バックするには、ABORT や ROLLBACK コマンドを使用します。トランザクションに関連付けら
れたクエリをキャンセルするには、まずクエリをキャンセルした後にトランザクションを停止し
ます。

キャンセルしたクエリがトランザクションに関連付けられている場合は、ABORT または ROLLBACK コマ
ンドを使用してトランザクションをキャンセルし、データに加えられた変更をすべて破棄します。

ABORT;

スーパーユーザー以外でサインしている場合は、自分のクエリのみをキャンセルできます。スーパーユー
ザーはすべてのクエリをキャンセルできます。

他のセッションからクエリをキャンセルする
お使いのクエリツールがクエリの同時実行をサポートしていない場合は、別のセッションを開始してクエ
リをキャンセルします。例えば、Amazon Redshift 入門ガイドで使用しているクエリエディタでは、複数
クエリの同時実行をサポートしていません。この別のセッションをクエリエディタで開始するには、[ファ
イル]、[新しいウィンドウ] の順にクリックし、同じ接続パラメータを使用しながら接続を行います。その
後、PID を見つけてクエリをキャンセルすることができます。
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Superuser キューを使ってクエリをキャンセルする
現在のセッションで同時に実行されているキューの数が非常に多い場合、他のクエリが完了するま
で、CANCEL コマンドを実行できないことがあります。そのような場合、別のワークロード管理クエリ
キューを使用して CANCEL コマンドを実行することができます。

ワークロード管理を使用すると、クエリを別のクエリキューで実行できるため、他のキューが完了するの
を待つ必要がなくなります。ワークロード管理は、Superuser キューと呼ばれる個別のキューを作成しま
す。このキューはトラブルシューティングに使用できます。Superuser キューを使用するには、スーパー
ユーザーとしてログインし、SET コマンドを使用してクエリグループを「superuser」に設定します。コ
マンドを実行したあと、RESET コマンドを使用してクエリグループをリセットします。

Superuser キューを使用してクエリをキャンセルするには、以下のコマンドを実行します。

SET query_group TO 'superuser';
CANCEL 610;
RESET query_group;

タスク 8: リソースをクリーンアップする
この演習を実行するためにクラスターをデプロイした場合、演習の終了後には、クラスターを削除する必
要があります。クラスターを削除することで、そのクラスターによる AWS アカウントへの課金を停止で
きます。

クラスターを削除するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「クラスターの削除」を参照してくださ
い。

クラスターを維持する場合は、後で参照するためにサンプルデータを保管しておきます。このガイドに示
した例の多くでは、この演習で作成したテーブルを使用しています。データのサイズにより、利用可能な
ストレージが大きく影響を受けることはありません。

クラスターを維持しつつサンプルデータは消去したい場合は、以下のコマンドを実行して SALESDB デー
タベースを削除できます。

DROP DATABASE SALESDB;

SALESDB データベースを作成しなかった場合、またはデータベースを削除したくない場合は、以下のコマ
ンドを実行してテーブルのみを削除します。

DROP TABLE DEMO;
DROP TABLE users;
DROP TABLE venue;
DROP TABLE category;
DROP TABLE date;
DROP TABLE event;
DROP TABLE listing;
DROP TABLE sales;
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Amazon Redshift Serverless の開始
方法

Amazon Redshift Serverless を初めて使用する場合、次のセクションをお読みになって Amazon Redshift 
Serverless の使用開始の参考にすることをお勧めします。

トピック
• Amazon Redshift Serverless コンソールの開始方法 (p. 29)
• Amazon Redshift Serverless への接続 (p. 29)
• Amazon Redshift サーバーレスとデータロードの開始方法 (p. 30)

Amazon Redshift Serverless コンソールの開始方法
Amazon Redshift Serverless コンソールでは、ワークグループ、名前空間、データバックアップ、アラー
ムなど、すべてのサーバーレスリソースを管理できます。Amazon Redshift サーバーレスコンソールに初
めてログインすると、Amazon Redshift サーバーレスの設定に使用できる入門エクスペリエンスにアクセ
スするように求められます。

Amazon Redshift Serverless への接続
Amazon Redshift サーバーレスインスタンスに接続するには、次のいずれかの方法を使用します。

• 任意の SQL クライアントで、Amazon Redshift が提供する JDBC ドライバーバージョン 2 ドライバー
を使用します。詳細については、「JDBC ドライバーで Amazon Redshift Serverless への接続」を参照
してください。

• Amazon Redshift Data API を使用して Amazon Redshift Serverless に接続するには、cluster-
identifier パラメータを省略して AWS CLI 通話に workgroup-name を含めることにより、Amazon 
Redshift Serverless に通話をルーティングします。Data API の詳細については、「Amazon Redshift 
Data API の使用」を参照してください。

• Secure Sockets Layer (SSL) 接続をセットアップしてクエリとデータを暗号化するには、プロビジョニ
ングされた Redshift クラスターへの接続のセットアップに使用した設定内容をそのまま使用できます。
詳細については、「接続のセキュリティオプションの設定」を参照してください。

• Amazon Redshift マネージド VPC エンドポイントから Amazon Redshift Serverless への接続ができ
ます。詳細については、「Amazon Redshift マネージド VPC エンドポイントから Amazon Redshift 
Serverless への接続について」を参照してください。

• パブリックインターネットの SQL クライアントからクエリを実行するには、パブリックにアクセス可
能な Amazon Redshift サーバーレスを作成できます。詳細については、「パブリックにアクセス可能な 
Amazon Redshift サーバーレスインスタンスの作成と接続」を参照してください。

• Amazon Redshift サーバーレスコンソールからクエリエディタ v2 を呼び出すと、新しいブラウザタブ
にクエリーエディタが表示されます。クエリエディタ v2 により、クライアントマシンから Amazon 
Redshift Serverless 環境に接続されます。詳細については、「ステップ 2: Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 でサンプルデータをクエリする (p. 32)」を参照してください。
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Amazon Redshift サーバーレスとデータロードの開
始方法

Amazon Redshift Serverless をセットアップして使用するには、サーバーレスデータウェアハウスをセッ
トアップしてデータベースを作成します。これを実行するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の
「Amazon Redshift で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」に記載されている 
IAM アクセス許可が必要です。また、以下のようなポリシーを、IAM ロールまたは IAM ユーザーにアタッ
チする必要もあります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "redshift-serverless:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

使用を開始するには、AWS Management Consoleを開き、[Amazon Redshift console] (Amazon Redshift 
コンソール) を選択した上で、[Try Amazon Redshift Serverless] (Amazon Redshift Serverless を試す) をク
リックします。

適切な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を使用して、Amazon Redshift サー
バーレスコンソールに初めてアクセスすると、[Get started with Amazon Redshift Serverless] (Amazon 
Redshift サーバーレスの使用を開始する) ページが表示されます。

この状態で、[Use default settings] (デフォルト設定を使用する) または[Customize settings] (設定をカスタ
マイズ) をクリックすると、名前空間、データベース、ワークグループを作成できます。

Amazon Redshift Serverless は、現在の AWS リージョン に AWS アカウント のためのリソースを初期
化します。初期化プロセスによる環境のセットアップには、数分かかることがあります。新しいタブで 
Amazon Redshift クエリエディタ v2 が開き、Amazon Redshift サーバーレスの使用を開始できます。

Amazon Redshift サーバーレスの使用に必要なアクセス許可

Amazon Redshift サーバーレスを使用する場合、Amazon Redshift サーバーレスに関連付ける IAM ロール
には、redshift.amazonaws.com と redshift-serverless.amazonaws.com の両方に対する信頼
関係が必要です。これにより、Amazon Redshift がユーザーに代わってアクセス許可を引き受けることを
許可します。次に、Amazon Redshift Serverless との信頼関係をセットアップするための、JSON 形式の
ポリシードキュメントの例を示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "redshift-serverless.amazonaws.com", 
                    "redshift.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
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}

信頼エンティティの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS サービスに権限を委譲するロール
の作成」を参照してください。

Amazon Redshift サーバーレスコンソールに初めてログインすると、Amazon Redshift サーバーレスの設
定に使用できる入門エクスペリエンスにアクセスするように求められます。デフォルト設定を使用する
か、認証情報、セキュリティ、監査ログなどの設定をカスタマイズすることもできます。入門エクスペリ
エンスの一部は、ワークグループと名前空間を作成することであり、それぞれコンピューティングリソー
スとデータベースオブジェクトのコレクションです。Amazon Redshift Serverless のワークグループと名
前空間の詳細については、「Amazon Redshift Serverless のワークグループと名前空間の概要」を参照し
てください。

トピック
• サンプルデータセットを使用する (p. 31)
• Amazon Redshift サーバーレスへの独自のデータの導入 (p. 33)

サンプルデータセットを使用する
このチュートリアルでは、サンプルデータセットを使用して Amazon Redshift サーバーレスを作成す
る手順を示します。Amazon Redshift サーバーレスは、新しい Amazon Redshift サーバーレスの作成時
に、tickit データセットなどのサンプルデータセットを自動的にロードします。すぐにデータをクエリでき
ます。

トピック
• ステップ 1: Amazon Redshift サーバーレスを初めてセットアップする (p. 31)
• ステップ 2: Amazon Redshift クエリエディタ v2 でサンプルデータをクエリする (p. 32)

ステップ 1: Amazon Redshift サーバーレスを初めてセットアッ
プする
サーバーレスダッシュボードを最初に選択した際に、Amazon Redshift Serverless を設定するステップを
順番に説明します。[Get started with the serverless experience] (サーバーレスエクスペリエンスを開始す
る) で、[Use default settings] (デフォルト設定を使用) を選択できます。Amazon Redshift サーバーレスは
デフォルトの名前空間とワークグループを作成します。この設定は、デフォルト設定を使用し、デフォル
トのワークグループをデフォルトの名前空間に関連付けると、アクティブになります。このセクションで
は、デフォルトの設定、デフォルトのワークグループ、デフォルトの名前空間を使用します。

設定をより細かく制御するには、[Customize settings] (設定をカスタマイズ) を選択します。

デフォルト設定で設定するには:

1. [Configuration] (設定) で、[Use default settings] (デフォルト設定を使用) を選択します。Amazon 
Redshift サーバーレスは、デフォルトの名前空間を作成し、この名前空間にデフォルトのワークグ
ループを関連付けます。

次の名前空間の設定は、デフォルト値に設定されています。

• データベース名とパスワード
• 管理者ユーザーの認証情報
• デフォルトの IAM ロール
• IAM ロール - IAM ロールをまだ作成していない場合は、[Associate IAM role] (IAM ロールを関連付け

る) を選択し、IAM ロールを作成して名前空間に関連付けます。名前空間に関連付ける IAM ロール

31

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-workgroup-resource.html


Amazon Redshift 入門ガイド
サンプルデータセットを使用する

には、redshift-serverless.amazonaws.comおよび redshift.amazonaws.com との信頼関
係を含める必要があります。

[Workgroup] (ワークグループ) は、[default] (デフォルト) に設定されます。。また、ネットワーク設定
はデフォルト VPC、デフォルトサブネット、およびデフォルトクラスターセキュリティグループに設
定されます。

2. [設定の保存] を選択します。
3. セットアップが完了したら、[続行] を選択し、[サーバーレスダッシュボード] に移動します。

カスタマイズ設定で設定するには:

1. [Configuration] (設定) で、[Customize settings] (設定をカスタマイズ) を選択します。以下を設定しま
す。

• [Database name] (データベース名) – Amazon Redshift サーバーレス環境で作成する初期 (デフォ
ルト) データベースの名前。このデータベースは、お客様のアカウントによって所有され、現在の 
AWS リージョン 内に作成されています。名前は dev となっており、これを変更することはできま
せん。

• [Admin user credentials] (管理者ユーザー認証情報) – 初期データベース管理者のユーザー名とパス
ワード。このユーザーには、ここで作成したデータベースに対する所有者権限があります。

• Virtual Private Cloud (VPC) (仮想プライベートクラウド) – データベースが作成された VPC の名
前。

• [VPC security groups] (VPC セキュリティグループ) – これらのセキュリティグループにより、VPC 
内で使用できるサブネットと IP 範囲を定義します。

• [Subnet] (サブネット) – VPC 内で、指定したデータベースに関連付けられているサブネット。
• デフォルトでは、AWS 所有の KMS キーをデータの暗号化に使用します。AWS 所有の KMS キー

を使用する代わりに、暗号化設定をカスタマイズして、管理する KMS キーを選択できます。AWS 
KMS key は、Amazon Redshift サーバーレスでリソースの暗号化に使用します。

• [Audit logging] (監査ログ記録) – エクスポートする監査ログ記録のタイプ。
• [Permissions] (アクセス許可) – Amazon Redshift サーバーレスに関連付ける IAM ロールに

は、redshift-serverless.amazonaws.com および redshift.amazonaws.com との信頼関
係を含める必要があります。

[Workgroup] (ワークグループ) は、[default] (デフォルト) に設定されます。。また、ネットワーク設定
はデフォルト VPC、デフォルトサブネット、およびデフォルトクラスターセキュリティグループに設
定されます。

2. [設定の保存] を選択します。
3. セットアップが完了したら、[続行] を選択し、[サーバーレスダッシュボード] に移動します。

ステップ 2: Amazon Redshift クエリエディタ v2 でサンプルデー
タをクエリする
クエリエディタ v2 では、データを管理およびクエリできます。クエリエディタ v2 は、Amazon Redshift 
Serverless データに接続するための完全な機能を備えた、ウェブベースの SQL クライアントツールで
す。Amazon Redshift クエリエディタ v2 の設定 (必要なアクセス許可など) を行う手順については、
「Amazon Redshift 管理ガイド」の「AWS アカウント の設定」を参照してください。

クエリエディタ v2 を使用して Amazon Redshift サーバーレスのデータをクエリするには、[Query data]
(データのクエリ) ボタンを見つけます。Amazon Redshift Serverless コンソールで クエリエディタ v2 を
呼び出すと、ブラウザ上に新しいタブが開きクエリーエディタが表示されます。クエリエディタ v2 によ
り、クライアントマシンから Amazon Redshift Serverless 環境に接続されます。
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1. リソースのリストで、[Serverless default] (サーバーレスデフォルト) ワークグループを選択します。
クエリエディタ v2 は、一時的な認証情報を使用して Amazon Redshift サーバーレスに自動的に接続
します。

2. Amazon Redshift サーバーレスのデフォルトワークグループで、sample_data_dev データベースを
展開します。3 つのサンプルデータセットに対応する 3 つのサンプルスキーマがあり、これらを 
Amazon Redshift データベース内にロードできます。

3. このチュートリアルでは、tickit スキーマを選択して、sample_data_dev データベース、tickit スキー
マ、この tickit スキーマの下のサンプルテーブルの作成を開始します。Amazon Redshift サーバーレス
は、サンプルテーブル内に tickit セールスデータもロードします。

4. ロードされたサンプルデータに対してサンプルクエリを実行できます。

クエリエディタ操作の詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 を使用したデータベースのクエリの実行」を参照してください。

Amazon Redshift サーバーレスへの独自のデータの導
入
このチュートリアルでは、Amazon Redshift サーバーレスを作成し、独自のデータをロードする手順を示
します。

トピック
• ステップ 1: Amazon Redshift サーバーレスを初めてセットアップする (p. 33)
• ステップ 2: Amazon Redshift クエリエディタ v2 で独自のデータをクエリする (p. 33)

ステップ 1: Amazon Redshift サーバーレスを初めてセットアッ
プする
Amazon Redshift サーバーレスを初めてセットアップするには、「ステップ 1: Amazon Redshift サーバー
レスを初めてセットアップする (p. 31)」の手順に従います。

ステップ 2: Amazon Redshift クエリエディタ v2 で独自のデータ
をクエリする
Amazon Redshift サーバーレスでは、さまざまなデータソースのデータをクエリできます。データをクエ
リできるデータソースのリストを以下に示します。

• Amazon S3 内のデータをクエリするには、クエリエディタ v2 を使用して Amazon S3 から既存の 
Amazon Redshift テーブル内にデータをロードできます。詳細については、「Amazon Redshift データ
ベース開発者ガイド」の「Amazon S3 からデータをロードする」を参照してください。

• Amazon S3 ベースのデータレイク内のデータベースである AWS Glue カタログのデータをクエリする
には、Amazon Redshift サーバーレスにデータをロードすることなく、外部スキーマを作成してデータ
レイクをクエリできます。詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「データレイクのクエ
リ」を参照してください。

• 横串検索を使用してデータストア内のデータをクエリするには、Amazon RDS PostgresSQL または 
MySQL データベースから外部スキーマを作成できます。

PostgreSQL への横串検索の使用開始方法については、「PostgreSQL への横串検索を使用した開始方
法」を参照してください。

MySQL への横串検索の使用開始方法については、「MySQL への横串検索の使用を開始する」を参照し
てください。
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クエリエディタ v2 で外部スキーマを作成する方法については、「外部スキーマの作成」を参照してく
ださい。
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Amazon Redshift データベースの外
部にあるデータソースにクエリを実
行する方法

リモートの Amazon Redshift クラスターなど、リモートのソースにあるデータにクエリを実行する方法に
ついて以下に示します。また、Amazon Redshift を使用した機械学習 (ML) モデルのトレーニング方法につ
いても示します。

トピック
• データレイクにクエリを実行する方法 (p. 35)
• リモートデータソース上のデータのクエリ方法 (p. 35)
• 他の Amazon Redshift クラスターのデータへのアクセス方法 (p. 36)
• Amazon Redshift データを使用した機械学習モデルのトレーニング方法 (p. 36)

データレイクにクエリを実行する方法
Amazon Redshift Spectrum を使用したクエリにより、データを Amazon Redshift 
テーブルにロードすることなく、Amazon S3 のファイルのデータを取得できま
す。Parquet、ORC、RCFile、TextFile、SequenceFile、RegexSerde、OpenCSV、AVRO など、さまざま
な形式でデータをクエリできます。Amazon S3 でファイルの構造を定義するには、外部スキーマとテーブ
ルを作成します。その後、AWS Glue または独自のApache Hive メタストアなど、外部のデータカタログ
を使用します。いずれの外部データカタログへの変更も、ただちにすべての Amazon Redshift クラスター
に反映されます。

AWS Glue データカタログにデータを登録し AWS Lake Formation で有効化した後は、Redshift Spectrum 
などの複数のサービスを使用して、そのデータをクエリすることができます。

Redshift Spectrum は、クラスターに依存しない専用の Amazon Redshift サーバー上にあります。Redshift 
Spectrum は、述語フィルタリングや集計など、大量の演算を行う多くのタスクを Redshift Spectrum レイ
ヤーにプッシュします。また、Redshift Spectrum では、インテリジェントなスケーリングにより、超並列
処理を活用することもできます。

外部テーブルを1 つ以上の列でパーティション分割し、パーティション消去でクエリのパフォーマンスを
最適化することができます。Amazon Redshift テーブルを使用し、外部テーブルのクエリと結合ができま
す。複数の Amazon Redshift クラスターから外部テーブルにアクセスすることが可能で、同じ AWS リー
ジョン内のあらゆるクラスターから Amazon S3 のデータにクエリを実行できます。Amazon S3 データ
ファイルを更新すると、即時に、あらゆる Amazon Redshift クラスターから、そのデータをクエリするこ
とが可能になります。

Redshift スペクトラムとデータレイクの操作方法など、Redshift スペクトラムの詳細については、Amazon 
Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift Spectrum の開始方法」を参照してください。

リモートデータソース上のデータのクエリ方法
フェデレーティッドクエリを使用して、Amazon RDS データベース、Amazon Aurora データベース、ま
たは Amazon S3 のデータと、Amazon Redshift データベースのデータを結合できます。Amazon Redshift 
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を使用すると、処理対象のデータを直接 (移動せずに) クエリしたり、変換を適用したり、そのデータを 
Redshift テーブルに挿入したりできます。フェデレーティッドクエリの計算の一部は、リモートデータ
ソースに分散されます。

フェデレーティッドクエリを実行するために、Amazon Redshift はまずリモートデータソースに接続しま
す。Amazon Redshift は次に、リモートデータソース内のテーブルに関するメタデータを取得し、クエリ
を発行し、その結果の行を取得します。その後、Amazon Redshift は、結果の行を Amazon Redshift のコ
ンピューティングノード間で分散してさらに処理を行います。

フェデレーティッドクエリのための環境のセットアップ方法については、Amazon Redshift データベース
開発者ガイドで、以下のトピックを参照してください。

• PostgreSQL への横串検索を使用した開始方法
• MySQL への横串検索の使用開始方法

他の Amazon Redshift クラスターのデータへのア
クセス方法

Amazon Redshift のデータ共有を使用すると、Amazon Redshift クラスターもしくは AWS アカウント間
で、読み取り目的でのライブデータの共有を、より安全かつ簡単に行えます。手動によるコピーや移動の
必要はなく、Amazon Redshift クラスター全体にわたるデータに対する詳細で高性能のアクセスを、即座
に行えるようになります。ユーザーは、Amazon Redshift クラスターに更新された一貫性のある最新情報
を確認できます。

Amazon Redshift のデータ共有は、次のユースケースで特に便利です。

• 複数のビジネスインテリジェンス (BI) クラスターまたは分析クラスターとデータを共有する、一元的な
抽出、変換、ロード (ETL) クラスターを使用します。このアプローチは、個々のワークロードに対して
読み込みワークロードの分離とチャージバックを提供します。

• 環境間でのデータの共有 – 開発、テスト、本番稼働環境間でデータを共有します。さまざまなレベルの
詳細なデータを共有することで、チームの俊敏性を向上させることができます。

データ共有の詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「データ共有の開始方法」
を参照してください。

Amazon Redshift データを使用した機械学習モデル
のトレーニング方法

Amazon Redshift 機械学習 (Amazon Redshift ML) を使用すると、モデルのトレーニングのためのデータを 
Amazon Redshift に提供することができます。次に、Amazon Redshift ML は、入力データのパターンを
キャプチャするモデルを作成します。その後、これらのモデルを使用して、追加のコストを発生させるこ
となく、新しい入力データの予測を生成できます。Amazon Redshift ML を使用すると、SQL ステートメ
ントを使用して機械学習モデルをトレーニングし、予測のために SQL クエリでそれらを呼び出すことがで
きます。パラメータを繰り返し変更し、トレーニングデータを改善することで、予測の精度を継続的に向
上させることができます。

Amazon Redshift ML を使用すると、SQL ユーザーは、使い慣れた SQL コマンドを使用して、機械学習モ
デルを簡単に作成、トレーニング、デプロイできます。Amazon Redshift ML により Amazon Redshift ク
ラスター内のデータを使用することで、Amazon SageMaker のモデルをトレーニングできます。その後、
モデルはローカライズされ、Amazon Redshift データベース内での予測が行えるようになります。
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Amazon Redshift ML の詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon 
Redshift 機械学習の開始方法」を参照してください。
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その他のリソース
これらのチュートリアルを完了したら、以下の Amazon Redshift リソースを使用して、このガイドで説明
した概念についてさらに詳細をご確認になることをお勧めします。

• 「Amazon Redshift 管理ガイド」: このガイドは、「Amazon Redshift 入門ガイド」を基に作成されてい
ます。クラスターの作成、管理、および監視に関する概念とタスクの詳細情報を提供します。

• Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド: このガイドも、Amazon Redshift 入門ガイドに基づ
いて作成されたものです。データウェアハウスを構成するデータベースの構築、クエリ、および保守に
関する詳細情報をデータベースデベロッパー向けに提供します。
• SQL リファレンス: このトピックでは、Amazon Redshift の SQL コマンドと関数リファレンスについ

て説明します。
• システムテーブルとビュー: このトピックでは、Amazon Redshift のシステムテーブルとビューについ

て説明します。
• Amazon Redshift のチュートリアル: このトピックでは、Amazon Redshift の機能について学習するため

のチュートリアルを示します。
• Amazon Redshift での空間 SQL 関数の使用: このチュートリアルでは、Amazon Redshift でいくつか

の空間 SQL 関数を使用する方法を説明しています。
• Amazon S3 からデータをロードする: このチュートリアルでは、Amazon S3 バケット内のデータファ

イルから、Amazon Redshift データベーステーブルにデータをロードする方法について説明していま
す。

• Amazon Redshift Spectrum を使用したネストデータのクエリ: このチュートリアルでは、Redshift 
Spectrum を使って、外部テーブルを使用して、Parquet、ORC、JSON、Ion のファイル形式でネスト
されたデータをクエリする方法について説明します。

• 手動ワークロード管理 (WLM) キューの設定: このチュートリアルでは、Amazon Redshift で手動ワー
クロード管理 (WLM) を設定する方法について説明します。

• 関連動画:これらの動画は、Amazon Redshift の機能について学習するのに役立ちます。
• Amazon Redshift の開始方法について知るには、次の動画、Getting stated with Amazon Redshift をご

覧ください。
• Amazon Redshift データ共有の仕組みについては、動画 Amazon Redshift data sharing workflow をご

覧ください。
• Amazon Redshift での Machine Learning (ML)の仕組みについては、次の動画、Amazon Redshift ML

をご覧ください。
• Amazon Redshift コンソールに備わるクエリのモニタリング機能を使用して、クエリのモニタリン

グ、分離、最適化を行う方法については、動画 Query Monitoring with Amazon Redshift をご覧くださ
い。

• 最新情報: このウェブページには、Amazon Redshift の新機能と製品アップデートが記載されています。
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ドキュメント履歴
次の表で、Amazon Redshift 入門ガイドでの重要な変更点について説明します。

ドキュメントの最終更新日: 2021 年 6 月 30 日

変更 説明 リリース日

ドキュメントの更新 ガイドを更新し、一般的なデータベースタスクの開始方
法、データレイクのクエリ、リモートソースにあるデータ
のクエリ、データの共有、Amazon Redshift データを使用
した機械学習モデルのトレーニングに関する、新しいセク
ションを追加しました。

2021 年 6 月 30 日

新機能 新しいサンプルロード手順について説明するようにガイド
を更新しました。

2021 年 6 月 4 日

ドキュメントの更新 ガイドを更新して、元の Amazon Redshift コンソールを削
除し、ステップフローを改善しました。

2020 年 8 月 14 日

新しいコンソール 新しい Amazon Redshift コンソールについて説明するよう
にガイドを更新しました。

2019 年 11 月 11 日

新機能 クイック起動クラスター手順について説明するようにガイ
ドを更新しました。

2018 年 8 月 10 日

新機能 Amazon Redshift ダッシュボードからクラスターを起動す
るようにガイドを更新しました。

2015 年 7 月 28 日

新機能 新しいノードタイプ名を使用するようにガイドを更新しま
した。

2015 年 6 月 9 日

ドキュメントの更新 VPC セキュリティグループの設定のスクリーンショット
と手順を更新しました。

2015 年 4 月 30 日

ドキュメントの更新 現在のコンソールに合致するようにスクリーンショットと
手順を更新しました。

2014 年 11 月 12 日

ドキュメントの更新 見つけやすくするために、Amazon S3 からのデータの
ロードに関する説明を独立したセクションに移動し、次の
ステップセクションを最終ステップに移動しました。

2014 年 5 月 13 日

ドキュメントの更新 ようこそページを削除し、そのコンテンツをメインの使用
開始ページに組み込みました。

2014 年 3 月 14 日

ドキュメントの更新 これは、カスタマーフィードバックとサービスの更新情報
を反映した Amazon Redshift 入門ガイドの新しいリリース
です。

2014 年 3 月 14 日

新規ガイド これは Amazon Redshift 入門ガイドの初版リリースです。 2013 年 2 月 14 日
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