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Amazon Redshift サーバーレス

Amazon Redshift とは
「Amazon Redshift 管理ガイド」をご覧いただき、ありがとうございます。Amazon Redshift は、クラウ
ド内でのフルマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサービスです。数百ギガバイトの
データから開始して、ペタバイト以上まで拡張できます。これにより、データを使用して、ビジネスと顧
客に関する新しいインサイトを得ることができます。
データウェアハウスを作成する最初のステップは、Amazon Redshift クラスターと呼ばれる一連のノード
を起動することです。クラスターをプロビジョニングした後、データセットをアップロードし、データ
分析クエリを実行できます。データセットのサイズに関係なく、Amazon Redshift は現在使用しているの
と同じ SQL ベースのツールとビジネスインテリジェンスアプリケーションを使用して、高速なクエリパ
フォーマンスを提供します。

Amazon Redshift サーバーレス
Amazon Redshift サーバーレスは、簡単な設定と管理により、データウェアハウスの容量とインテリジェ
ントなスケーリングを提供します。プロビジョニングされたデータウェアハウスを設定しなくても、デー
タにアクセスして分析できます。詳細については、「Amazon Redshift サーバーレスとは」を参照してく
ださい。

Amazon Redshift を初めてご使用になるユーザー向
けの情報
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 (p. 2) – このトピックでは Amazon Redshift の概要を説明します。
• 主なサービスと料金設定 — この製品詳細ページには、Amazon Redshift の価値提案、主なサービス、料
金設定が掲載されています。
• Amazon Redshift 入門ガイド – このガイドでは、クラスターの作成、データベーステーブルの作成、
データのアップロード、およびクエリのテストの手順を説明しています。
• 「Amazon Redshift 管理ガイド」(このガイド) — このガイドでは、Amazon Redshift クラスターの作成
と管理方法について説明します。
• Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド – このガイドでは、データベースデベロッパーを対
象に、データウェアハウスを構成するデータベースの設計、構築、クエリ、および保守の方法について
説明します。
クラスターを管理する方法は複数あります。クラスターをよりインタラクティブに管理する場合
は、Amazon Redshift コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できます。アプ
リケーションデベロッパーは、Amazon Redshift Query API または AWS ソフトウェア開発キット (SDK)
のライブラリを使用して、クラスターをプログラムで管理できます。Amazon Redshift Query API を使用
する場合、署名することですべての HTTP または HTTPS リクエストを認証する必要があります。リクエ
ストの署名に関する詳細については、「HTTP リクエストへの署名 (p. 531)」を参照してください。
CLI、API、および SDK の詳細については、次のリンクを参照してください。
• AWS CLI コマンドリファレンス
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• Amazon Redshift API リファレンス
• SDK に関しては、「アマゾン ウェブ サービスのツール」を参照します。

Amazon Redshift 管理の概要
Amazon Redshift サービスは、データウェアハウスを設定、操作、および拡張するためのすべての作業を
管理します。これらのタスクには、クラスターの容量のプロビジョニング、モニタリング、およびバック
アップのほか、Amazon Redshift エンジンへのパッチおよびアップグレードの適用が含まれます。

クラスターの管理
Amazon Redshift クラスターは、リーダーノードと 1 つ以上のコンピューティングノードから構成される
一連のノードです。必要になるコンピューティングノードのタイプと数は、データのサイズ、実行するク
エリの数、および必要とされるクエリ実行パフォーマンスに応じて異なります。

クラスターの作成と管理
データウェアハウスのニーズに応じて、小規模な単一ノードのクラスターから始め、要件が変わったら、
より規模の大きい複数ノードのクラスターに簡単に拡張できます。サービスを中断することなく、コン
ピューティングノードをクラスターに追加または削除できます。詳細については、「Amazon Redshift ク
ラスター (p. 63)」を参照してください。

コンピューティングノードの予約
クラスターを 1 年以上連続して実行する場合、1 年間または 3 年間コンピューティングノードを予約する
ことでお金を節約できます。コンピューティングノードを予約すれば、要求に応じてコンピューティング
ノードをプロビジョニングするときに時間単位で支払う場合に比べて大幅な節約になります。詳細につい
ては、「Amazon Redshift リザーブドノードの購入 (p. 382)」を参照してください。

クラスタースナップショットの作成
スナップショットはクラスターのポイントインタイムバックアップです。スナップショットには、自動と
手動の 2 つのタイプがあります。Amazon Redshift は、暗号化された Secure Sockets Layer (SSL) 接続を
使用して、これらのスナップショットを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の内部に保存でき
ます。スナップショットから復元する場合は、Amazon Redshift で新しいクラスターを作成し、指定した
スナップショットからデータをインポートします。 スナップショットの詳細については、「」を参照して
くださいAmazon Redshift スナップショット (p. 360)

クラスターのアクセスとセキュリティ
Amazon Redshift には、クラスターのアクセスとセキュリティに関連する複数の機能があります。これら
の機能は、クラスターへのアクセスのコントロール、接続ルールの定義、データおよび接続の暗号化に役
立ちます。これらの機能は、Amazon Redshift のデータベースアクセスおよびセキュリティに関連する機
能に追加されています。データベースセキュリティの詳細については、Amazon Redshift データベースデ
ベロッパーガイドのデータベースセキュリティの管理を参照してください。

AWS アカウントと IAM 認証情報
デフォルトでは Amazon Redshift クラスターは、クラスターを作成する AWS アカウントにのみアク
セスできます。クラスターは誰もアクセスできないようにロックされています。AWS アカウント内で
は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスを使用してユーザーアカウントを作成し、
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それらのアカウントがクラスター操作を制御するためのアクセス許可を管理します。詳細については、
「Amazon Redshift のセキュリティ (p. 391)」を参照してください。

セキュリティグループ
デフォルトでは、作成したクラスターはすべてのユーザーに対して閉じられます。IAM 認証情報
は、Amazon Redshift API 関連リソース (Amazon Redshift コンソール、コマンドラインインターフェイス
(CLI)、API および SDK へのアクセスのみコントロールします。JDBC または ODBC 経由で SQL クライア
ントツールからクラスターへのアクセスを有効にするには、セキュリティグループを使用します。
• Amazon Redshift クラスターに EC2-VPC プラットフォームを使用している場合、VPC セキュリティグ
ループを使用する必要があります。クラスターは EC2-VPC プラットフォームで起動することをお勧め
します。
クラスターを EC2-Classic で起動した後に VPC に移行することはできません。ただし、Amazon
Redshift コンソールを使用して EC2-Classic スナップショットを EC2-VPC クラスターに復元できま
す。詳細については、「スナップショットからのクラスターの復元 (p. 372)」を参照してください。
• Amazon Redshift クラスターに EC2-Classic プラットフォームを使用している場合、Amazon Redshift
セキュリティグループを使用する必要があります。
いずれの場合でも、CIDR/IP アドレスの特定の範囲に明示的なインバウンドアクセスを付与するためにセ
キュリティグループにルールを追加するか、SQL クライアントが Amazon EC2 インスタンスで実行され
ている場合には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) セキュリティグループにルールを追加し
ます。詳細については、「Amazon Redshift クラスターセキュリティグループ (p. 523)」を参照してくだ
さい。
インバウンドアクセスルールに加えて、クラスター内でデータベース認証を行うための認証情報を提
供するために、データベースのユーザーを作成します。詳細については、このトピックの「データベー
ス (p. 4)」を参照してください。

暗号化
クラスターをプロビジョニングする際には、オプションで、セキュリティ強化のためにクラスター暗号
化オプションを選択できます。暗号化を有効にすると、Amazon Redshift は、暗号化されたフォーマッ
トでユーザーが作成したテーブルにすべてのデータを保存します。AWS Key Management Service (AWS
KMS) を使用して、Amazon Redshift の暗号化キーを管理できます。
暗号化は、クラスターの変更不可能なプロパティです。暗号化されたクラスターから、暗号化されていな
いクラスターに切り替える唯一の方法は、データをアンロードして新しいクラスターに再ロードすること
です。暗号化は、クラスターとすべてのバックアップに適用されます。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と、新しいクラスターも暗号化されます。
暗号化、キー、およびハードウェアセキュリティモジュールに関する詳細については、「Amazon
Redshift データベース暗号化 (p. 394)」を参照してください。

SSL 接続
SQL クライアントとクラスター間の接続を暗号化するには、Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化を使用で
きます。詳細については、「接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251)」を参照してください。

クラスターのモニタリング
Amazon Redshift でのモニタリングに関連するさまざまな機能があります。データベース監査ログ記録を
使って、アクティビティログの生成やイベントと通知サブスクリプションの設定を行い、関心のある情報
をトラッキングすることができます。Amazon Redshift と Amazon CloudWatch でメトリクスを使用し、
クラスターとデータベースのヘルスとパフォーマンスを把握する方法について説明します。
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データベース監査ログ作成
認証の試み、接続、切断、データベースユーザー定義の変更、データベースで実行されるクエリに関する
情報を追跡するために、データベース監査ログ作成機能を使用できます。この情報は、Amazon Redshift
内でセキュリティおよびトラブルシューティングの目的で役立ちます。このログは Amazon S3 バケット
に格納されます。詳細については、「データベース監査ログ作成 (p. 505)」を参照してください。

イベントと通知
Amazon Redshift ではイベントが追跡され、AWS アカウントでは数週間、そのイベントに関する情報が
保持されます。Amazon Redshift はイベントごとに、イベントが発生した日付、説明、イベントのソー
ス (クラスター、パラメータグループ、またはスナップショット)、ソース ID などの情報を報告します。
一連のイベントフィルターを指定する、Amazon Redshift イベント通知サブスクリプションを作成できま
す。フィルター条件に一致するイベントが発生すると、Amazon Redshift は Amazon Simple Notification
Service を使用してイベントが発生したことをアクティブに通知します。イベントのタイプと通知の詳細
については、「Amazon Redshift のイベント (p. 571)」を参照してください。

パフォーマンス
Amazon Redshift では、クラスターとデータベースの状態やパフォーマンスを追跡できるようにするた
め、パフォーマンスメトリクスとデータが提供されます。Amazon Redshift は、Amazon CloudWatch メト
リクスを使用して、CPU 使用率、レイテンシー、スループットなど、クラスターの物理的な側面をモニタ
リングするのに役立ちます。Amazon Redshift は、クラスター内のデータベースアクティビティを監視す
るのに役立つクエリおよびロードパフォーマンスデータも提供します。パフォーマンスメトリクスとモニ
タリングの詳細については、「Amazon Redshift クラスターパフォーマンスのモニタリング (p. 539)」を
参照してください。

データベース
Amazon Redshift は、クラスターをプロビジョニングするときにデータベースを 1 つ作成します。これ
は、データをロードし、データのクエリを実行するために使用するデータベースです。必要に応じて SQL
コマンドを実行することで、追加のデータベースを作成できます。追加のデータベースの作成の詳細につ
いては、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「ステップ 1: データベースを作成する」を
参照してください。
クラスターをプロビジョニングする際に、クラスター内に作成されるすべてデータベースにアクセスが可
能な管理者ユーザーを指定します。この管理者ユーザーは、最初にデータベースにアクセスできる唯一
のユーザーであるスーパーユーザーです。ただし、このユーザーは追加のスーパーユーザーとユーザー
を作成できます。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「スーパーユー
ザー」と「ユーザー」を参照してください。
Amazon Redshift はパラメータグループを使用して、日付のプレゼンテーションスタイルや小数点の精
度など、クラスター内のすべてのデータベースの動作を定義します。クラスターをプロビジョニング
する際にパラメータグループを指定しない場合、Amazon Redshift は、デフォルトのパラメータグルー
プをクラスターに関連付けます。詳細については、「Amazon Redshift パラメータグループを作成しま
す。 (p. 339)」を参照してください。
Amazon Redshift のデータベースの詳細については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドを参照してください。

Amazon Redshift サーバーレス機能の概要
Amazon Redshift のプロビジョニングされたデータウェアハウスでサポートされている機能のほとんど
は、Amazon Redshift サーバーレスでもサポートされています。次にその主な機能の一部を示します。
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機能

説明

スナップショッ Amazon Redshift サーバーレスのスナップショットまたはプロビジョニングされた
ト
データウェアハウスは、Amazon Redshift サーバーレスに復元できます。詳細につい
ては、「スナップショットと復旧ポイントの操作 (p. 56)」を参照してください。
復旧ポイント

Amazon Redshift サーバーレスは 30 分ごとに自動的に復旧ポイントを作成します。こ
れらの復旧ポイントは 24 時間保持されます。この復旧ポイントを使用することで、
誤って書き込んだり削除した後でも復元できます。復旧ポイントにより、Amazon
Redshift Serverless のデータベース内のすべてのデータを、そのポイントの時刻の状
態に復元できます。復旧時刻の状態を長期間保持する必要がある場合は、その復旧ポ
イントからスナップショットを作成することもできます。詳細については、「スナッ
プショットと復旧ポイントの操作 (p. 56)」を参照してください。

基本 RPU 容量

基本の容量は、Redshift 処理ユニット (RPU) で設定できます。1 つの RPU が 16 GB
のメモリを提供します。この設定により、使用中のリソースとワークロードのコス
トのバランスを制御できます。使用可能なリソースを増やしてクエリパフォーマン
スを向上させるには、この値を大きくします。使用を制限するには、値を小さくしま
す。デフォルト値は 128 RPU です。1 日あたりに使用する RPU などの使用制限を
設定して、コストを管理することもできます。詳細については、「Amazon Redshift
Serverless での請求 (p. 24)」を参照してください。

データ共有の使 プロデューサーリージョンからコンシューマーリージョンに転送されるデータの量
用制限
は、コンソールまたは API を使用して制限できます。これらのデータ転送の料金は
AWS リージョン によって異なり、テラバイト単位で測定されます。データ共有の詳
細については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「コンソールを
使用したデータ共有の開始方法」を参照してください。
ユーザー定義関 Amazon Redshift サーバーレスでは、ユーザー定義関数 (UDF) を実行できます。詳細
数 (UDF)
については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「ユーザー定義関数の作
成」を参照してください。
ストアドプロ
シージャ

Amazon Redshift サーバーレスでは、ストアドプロシージャを実行できます。詳細に
ついては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift のスト
アドプロシージャの作成」を参照してください。

マテリアライズ Amazon Redshift サーバーレスでは、マテリアライズドビューを作成できます。詳細
ドビュー
については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift での
マテリアライズドビューの作成」を参照してください。
空間関数

Amazon Redshift サーバーレスでは、空間関数を実行できます。詳細について
は、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift での空間デー
タのクエリ」を参照してください。

横串検索

クエリを実行して、Amazon Redshift サーバーレスから Aurora データベースと
Amazon RDS データベースのデータを結合できます。詳細については、Amazon
Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift での横串検索を使用した
データのクエリの実行」を参照してください。

データレイクク クエリを実行して、Amazon S3 データレイクのデータを Amazon Redshift サーバーレ
エリ
スと結合できます。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。
HyperLogLog

Amazon Redshift サーバーレスでは、HyperLogLog 関数を実行できます。詳細に
ついては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift での
HyperLogLog スケッチの使用」を参照してください。
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機能

説明

データベース間 Amazon Redshift サーバーレスのデータベース間でデータをクエリできます。詳細に
でのデータのク ついては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「データベース間でのデー
エリ
タのクエリ」を参照してください。
データ共有

Amazon Redshift サーバーレスを使用して、プロビジョニングされたデータウェアハ
ウスのデータ共有にアクセスできます。詳細については、Amazon Redshift データ
ベース開発者ガイドの「Amazon Redshift でのクラスター間のデータの共有」を参照
してください。

半構造化データ SUPER データ型の半構造化データを、Amazon Redshift サーバーレスに取り込ん
のクエリ
で保存できます。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの
「Amazon Redshift 半構造化データの取り込みとクエリ」を参照してください。
リソースのタグ AWS CLI または Amazon Redshift サーバーレス API を使用して、リソースに関連する
付け
メタデータをリソースにタグ付けできます。詳細については、「リソースにタグを付
ける」を参照してください。
機械学習

Amazon Redshift サーバーレスで Amazon Redshift 機械学習を使用できます。詳細に
ついては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「Amazon Redshift での機
械学習の使用」を参照してください。

SQL コマンド
と関数

Amazon Redshift サーバーレスでは、いくつかの例外 (REBOOT_CLUSTER など)
を除き、Amazon Redshift SQL コマンドと関数を使用できます。詳細について
は、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「SQL リファレンス」を参照して
ください。

CloudFormation CloudFormation テンプレートを使用して、Amazon Redshift サーバーレスのリソース
リソース
をデプロイおよび更新できます。この統合により、リソースの管理に費やす時間を短
縮し、アプリケーションに集中することができます。Amazon Redshift Serverless の
CloudFormation リソースの詳細については、「Amazon Redshift Serverless resource
type reference」(Amazon Redshift Serverless リソースタイプのリファレンス) を参照
してください。
CloudTrail リ
ソース

Amazon Redshift サーバーレスは、AWS CloudTrail との統合により、Amazon
Redshift サーバーレスで実行されたアクションの記録を提供します。CloudTrail のす
べての API コールをイベントとして Amazon Redshift Serverless にキャプチャしま
す。詳細については、「Amazon Redshift サーバーレスの CloudTrail」を参照してく
ださい。

Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift
のプロビジョニングされたデータウェアハウスの比
較
Amazon Redshift サーバーレスの一部の概念と機能は、Amazon Redshift のプロビジョニングされたデー
タウェアハウスの対応する機能とは異なります。例えば、1 つの明らかな違いとして、Amazon Redshift
サーバーレスには、クラスターまたはノードという概念がありません。次の表では、Amazon Redshift
サーバーレスの機能と動作を示し、プロビジョニングされたデータウェアハウスの同等の機能との違いに
ついて説明します。
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機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

ワークグ
ループと名
前空間

Amazon
Redshift
サーバー
レスでワー
クロード
を分離し、
さまざま
なリソース
を管理する
には、名前
空間とワー
クグループ
を作成して
ストレージ
リソースと
コンピュー
ティング
リソースを
別々に管理
できます。

名前空間
は、データ
ベースオブ
ジェクトと
ユーザーの
コレクショ
ンです。
ワークグ
ループは、
コンピュー
ティング
リソース
のコレク
ションで
す。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
サーバーレ
ス (p. 21)」
を参照
し、Amazon
Redshift
サーバーレ
スの設計を
理解してく
ださい。

プロビジョニングされたクラスターは、ユーザーが直接管
理するコンピューティングノードとリーダーノードのコレ
クションです。詳細については、「Amazon Redshift クラ
スター (p. 63)」を参照してください。

ノードタイ
プ

Amazon
Redshift
サーバー
レスで
は、Amazon
Redshift の
プロビジョ
ニングさ
れたクラス
ターとは異
なり、ノー
ドタイプ
を選択した
り、ノード
数を指定し
たりしませ
ん。

Amazon
Redshift
Serverless
は、自動
的に容量を
プロビジョ
ニングお
よび管理し
ます。必要
に応じて、
ベースデー
タウェア
ハウスの容
量を指定し
て、ワーク
ロードに適
した価格と
パフォーマ
ンスのバラ
ンスを選択
できます。
また、最
大 RPU 時
間を指定
してコス
ト管理を設

コストとパフォーマンスの仕様を満たすノードタイプ
を使用してクラスターを構築します。詳細については、
「Amazon Redshift クラスター (p. 63)」を参照してく
ださい。
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Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

定し、コス
トが予測可
能になるよ
うにするこ
ともできま
す。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
Serverless
容量を
理解す
る (p. 24)」
を参照して
ください。
ワークロー
ド管理と
同時実行ス
ケーリング

Amazon
Redshift は
負荷の高い
時間帯に応
じてスケー
ルできま
す。Amazon
Redshift
サーバー
レスも、断
続的に発生
する負荷の
高い時間帯
に応じてス
ケールでき
ます。

Amazon
Redshift
Serverless
は、リソー
スを自動的
かつ効率的
に管理し、
ワークロー
ドに基づ
いてコスト
管理のしき
い値内でス
ケーリング
します。詳
細について
は、「コン
ピューティ
ング性能
に対する請
求 (p. 24)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたデータウェアハウスを使用する
と、クラスターでの同時実行スケーリングを有効にして、
負荷の高い時間帯に対応できます。詳細については、「同
時実行スケーリング」を参照してください。

ポート

接続に使用
するポート
番号。

Amazon
Redshift
Serverless
では、ポー
ト 5439 は
静的です。
詳細につ
いては、
「Amazon
Redshift
Serverless
への接
続 (p. 27)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたデータウェアハウスでは、任意の
ポートを選択して接続できます。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

サイズ変更

コンピュー
トリソー
スを追加
または削除
して、ワー
クロード
に適したパ
フォーマン
スを実現し
ます。

Amazon
Redshift
Serverless
では、サ
イズ変更
が適用され
ません。た
だし、基本
データウェ
アハウスの
RPU 容量
は、価格と
パフォーマ
ンスの要件
に基づいて
変更できま
す。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
Serverless
容量を
理解す
る (p. 24)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたクラスターでは、クラスターをサ
イズ変更してノードを追加または削除します。詳細につい
ては、「Amazon Redshift でのクラスター管理の概要」を
参照してください。

一時停止と
再開

実行する
ワークロー
ドがないと
きは、プロ
ビジョニン
グされたク
ラスターを
一時停止し
てコストを
節約できま
す。

Amazon
Redshift
サーバー
レスでは、
クエリの実
行時にのみ
料金が発生
するため、
一時停止
や再開は不
要です。詳
細について
は、「コン
ピューティ
ング性能
に対する請
求 (p. 24)」
を参照して
ください。

さまざまな時間帯のワークロードの評価に応じて、クラス
ターの一時停止および再開を手動で行います。詳細につい
ては、「Amazon Redshift でのクラスター管理の概要」を
参照してください。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

Spectrum ク
エリによる
外部データ
のクエリ

Amazon S3
バケット
内のデータ
を、JSON
などのさま
ざまな形式
でクエリで
きます。

料金は、コ
ンピュー
ティング
リソース
がワーク
ロードを処
理したとき
に発生しま
す。Redshift
Spectrum
データが
クエリさ
れると、
他のトラ
ンザクショ
ンと同様に
料金が発生
します。詳
細について
は、「コン
ピューティ
ング性能
に対する請
求 (p. 24)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたデータウェアハウスで
は、Amazon Redshift Spectrum の容量は、Amazon
Redshift クラスターからクエリされる別のサーバーに存在
します。詳細については、「Amazon Redshift Spectrum
を使用した外部データのクエリ」を参照してください。
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Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

コンピュー
ティングリ
ソースの請
求

Amazon
Redshift と
Amazon
Redshift
サーバーレ
スでの料金
の発生方法
の違い。

Amazon
Redshift
Serverless
では、実行
するワーク
ロードに対
して秒単位
の RPU 時
間 (60 秒の
最低料金) で
課金されま
す。これに
は、Amazon
S3 のオープ
ンファイル
形式のデー
タにアク
セスするク
エリが含ま
れます。詳
細について
は、「コン
ピューティ
ング性能
に対する請
求 (p. 24)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたクラスターでは、クラスターが一
時停止されていない場合、1 秒ごとに料金が発生します。

メンテナン
スウィンド
ウ

サーバーメ
ンテナンス
の仕組み

Amazon
Redshift
Serverless
では、メ
ンテナン
スウィン
ドウがあ
りません。
更新はシー
ムレスに
処理されま
す。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
サーバーレ
スとは」を
参照してく
ださい。

プロビジョニングされたクラスターでは、パッチ適用が発
生するときに、メンテナンスウィンドウを指定します。
(通常、使用量が少ない場合は定期的な時間を選択しま
す)。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

暗号化

データベー
スの暗号化
を有効にで
きます。

Amazon
Redshift
Serverless
は、常に
AWS KMS
と AWS マ
ネージド
キーまたは
カスタマー
マネージ
ドキーで暗
号化されま
す。

プロビジョニングされたデータウェアハウスのデータ
は、AWS KMS (AWS マネージドキーまたはカスタマーマ
ネージドキー) で暗号化するか、暗号化しないままにする
ことができます。「Amazon Redshift データベース暗号
化 (p. 394)」を参照してください。

ストレージ
請求

ストレージ
の請求の仕
組み。

Amazon
Redshift
サーバーレ
スの場合、
このレート
は、1 か月
あたりの GB
に基づいて
計算されま
す。「コン
ピューティ
ング性能
に対する請
求 (p. 24)」
を参照して
ください。

ストレージは、RA3 ノードを持つプロビジョニングされた
クラスターのコンピューティングリソースとは別に課金さ
れます。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

ユーザー管
理

ユーザーの
管理方法。

プロビジョ
ニングさ
れたデー
タウェア
ハウスと
Amazon
Redshift
サーバー
レスの両
方で、ユー
ザーは
IAM また
は Redshift
ユーザーで
す。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
Serverless
でのセキュ
リティと接
続 (p. 31)」
を参照して
ください。

プロビジョン済み
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

JDBC およ
び ODBC の
ツールと互
換性

クライアン
ト接続の仕
組み。

プロビジョ
ニングさ
れたデー
タウェア
ハウスと
Amazon
Redshift
サーバー
レスは、
どちらも
JDBC また
は ODBC 準
拠のツール
やクライア
ントアプリ
ケーション
と互換性が
あります。
ドライバー
の詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift 管
理ガイド」
の「接続
の設定」
を参照し
てくださ
い。Amazon
Redshift
サーバー
レスへの接
続の詳細に
ついては、
「接続の設
定」を参照
してくださ
い。

プロビジョン済み
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

サインイン
時の認証情
報の要件

認証情報の
処理方法。

Amazon
Redshift
Serverless
では、すべ
てのインス
タンスで認
証情報を入
力する必要
はありませ
ん。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
Serverless
への接
続 (p. 28)」
を参照して
ください。

Amazon Redshift へのアクセスには、プロビジョニング
されたデータウェアハウスに対して、特定のアクセス許
可を持つ IAM ユーザーのユーザー名とパスワード認証情
報が必要です。(ユーザーを IAM ロールに関連付けるこ
ともできます)。認証されると、ユーザーはデータベー
ス、Redshift コンソール、クエリエディタ v2 にシームレ
スに接続できます。

Data API

ウェブサー
ビスやその
他のアプリ
ケーション
からデータ
にアクセス
できます。

Amazon
Redshift
サー
バーレス
は、Amazon
Redshift
Data API を
サポート
していま
す。Amazon
Redshift
サーバー
レスで
は、clusteridentity
パラメータ
ではなく
workgroupname パラ
メータを
使用しま
す。Data
API を呼び
出す方法
の詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
Data
API の使
用 (p. 306)」
を参照して
ください。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

スナップ
ショット

ポイントイ
ンタイムリ
カバリを提
供します。

Amazon
Redshift
Serverless
では、
スナップ
ショットと
復旧ポイン
トをサポー
トします。
名前空間
のスナップ
ショットと
復旧ポイン
トの詳細に
ついては、
「スナッ
プショッ
トと復旧ポ
イントの操
作 (p. 56)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたクラスターはスナップショットを
サポートします。詳細については、「コンソールを使用し
たスナップショットの管理」を参照してください。

データ共有

同じアカウ
ントまた
は異なるア
カウントの
データベー
ス間でデー
タを共有で
きるように
します。

Amazon
Redshift
サーバー
レスは、
プロビジョ
ニングさ
れたデータ
ウェアハウ
スがサポー
トするす
べてのデー
タ共有機能
をサポート
します。ま
た、Amazon
Redshift
サーバー
レスとプロ
ビジョニン
グされたク
ラスター、
ツール、ま
たはクライ
アントアプ
リケーショ
ンとの間の
データ共有
もサポート
します。

プロビジョニングされたクラスターは、クロスデータベー
ス、クロスアカウント、クロスリージョン、AWS Data
Exchange データ共有をサポートします。詳細について
は、「Amazon Redshift でのクラスター間のデータの共
有」を参照してください。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

トラック

ソフトウェ
アアップ
デートのス
ケジュール
を提供しま
す。

Amazon
Redshift
Serverless
にはトラッ
クの概念
はありま
せん。バー
ジョンと
更新は、
サービス
が処理しま
す。Amazon
Redshift
サーバー
レスの設
計の詳細に
ついては、
「スナッ
プショッ
トと復旧ポ
イントの操
作 (p. 56)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたクラスターは、現在のトラックと
後続トラックの切り替えをサポートします。

システム
テーブルと
ビュー

リソースと
システムメ
タデータを
モニタリン
グする方法
を提供しま
す。

Amazon
Redshift
Serverless
では、新
しいシステ
ムテーブル
とビューを
サポートし
ます。シス
テムテーブ
ルの詳細に
ついては、
「ビューの
モニタリン
グ (p. 46)」
を参照して
ください。

プロビジョニングされたデータウェアハウスでは、モニタ
リングやシステムメタデータを必要とする他のタスクのた
めに、既存のシステムテーブルとビューのセットをサポー
トします。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

パラメータ
グループ

これは、ク
ラスター
内で作成し
たすべての
データベー
スに適用さ
れるパラ
メータの
グループで
す。これら
のパラメー
タは、ク
エリのタイ
ムアウトや
データスタ
イルなどの
データベー
ス設定を定
義します。

Amazon
Redshift
Serverless
には、パ
ラメータグ
ループの概
念がありま
せん。

プロビジョニングされたデータウェアハウスは、パラ
メータグループをサポートします。プロビジョニング
されたクラスターのパラメータグループについての詳細
は、「Amazon Redshift パラメータグループを作成しま
す。 (p. 339)」を参照してください。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

クエリのモ
ニタリング

実行したク
エリを時間
ベースで表
示します。

Amazon
Redshift
Serverless
のクエリ
モニタリン
グでは、シ
ステムテー
ブルを使用
するには、
ユーザー
によって
データベー
スに接続す
る必要があ
ります。そ
のため、ク
エリモニタ
リングとシ
ステムテー
ブルは同
期していま
す。Amazon
Redshift
Serverless
のシステ
ムテーブ
ルのクエリ
では、IAM
ユーザー
にマッピ
ングされ
たデータ
ベースユー
ザーを使
用して、ク
エリモニタ
リングを使
用します。
クエリの
モニタリン
グの詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
サーバー
レスでのク
エリとワー
クロードの
モニタリン
グ」を参照
してくださ
い。

プロビジョニングされたクラスターでのクエリのモニタリ
ングは、システムテーブルのすべてのデータを表示するわ
けではありません。
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Amazon Redshift サーバーレスと Amazon Redshift の
プロビジョンニングされたデータウェアハウスの比較

機能

説明

サーバーレ
ス

プロビジョン済み

監査ログ

データベー
スの接続
とユーザー
アクティビ
ティに関す
る情報を提
供します。

Amazon
プロビジョニングされたクラスターでは、Amazon
Redshift
S3 ベースの監査ログ配信が標準となっています。今
サーバー
回、CloudWatch への監査ログの配信が拡張されて、プロ
レスで
ビジョニングされたデータウェアハウスをカバーするよう
は、CloudWatch
になりました。
が監査ロ
グの送信
先になりま
す。Amazon
S3 ベー
スの監査
ログ配信
は、Amazon
Redshift
Serverless
ではサポー
トされて
いません。
詳細につ
いては、
「Amazon
Redshift
サーバーレ
スの監査ロ
グ」を参照
してくださ
い。

イベント通
知

Amazon
EventBridge
は、アプリ
ケーション
をさまざま
なソースか
らのデータ
に接続する
ために使用
できるサー
バーレスの
イベントバ
スサービス
です。

Amazon
Redshift
Serverless
は Amazon
EventBridge
を使用して
イベント
通知を管
理し、デー
タウェア
ハウスの
変更に関
する最新情
報を伝えま
す。詳細に
ついては、
「Amazon
Redshift
サーバーレ
スのイベン
ト通知」を
参照してく
ださい。

プロビジョニングされたクラスターでは、イベント通知を
管理するために、Amazon Redshift コンソールを使用して
イベントサブスクリプションを作成します。詳細について
は、「Amazon Redshift コンソールを使用してイベント通
知を管理する」を参照してください。
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Amazon Redshift Serverless とは

Amazon Redshift サーバーレス
Amazon Redshift Serverless は、データウェアハウスをプロビジョニングして管理することなく、分析を
実行してスケーリングしやすくします。Amazon Redshift Serverless によって、データアナリスト、デベ
ロッパー、およびデータサイエンティストは、Amazon Redshift を使用して、データウェアハウスにデー
タをロードしてレコードをクエリすることで、データからのインサイトを数秒で取得できるようになりま
す。Amazon Redshift は、データウェアハウス容量のプロビジョニングとスケーリングを自動的に実行し
て、要求が厳しく、予測不可能なワークロードのための高速なパフォーマンスを実現します。料金につい
ては、使用した容量のみのお支払いです。既存の分析アプリケーションやビジネスインテリジェンスアプ
リケーションに変更を加えることなく、この単純化によるメリットを得ることができます。
トピック
• Amazon Redshift Serverless とは (p. 21)
• Amazon Redshift Serverless 容量を計算する (p. 24)
• Amazon Redshift Serverless での請求 (p. 24)
• Amazon Redshift Serverless への接続 (p. 27)
• Amazon Redshift Serverless でのセキュリティと接続 (p. 31)
• プロビジョニングされたクラスターを Amazon Redshift Serverless へ移行する (p. 34)
• Overview of Amazon Redshift Serverless workgroups and namespaces (Amazon Redshift Serverless
ワークグループと名前空間の概要) (p. 36)
• コンソールを使用した Amazon Redshift Serverless の使用開始 (p. 38)
• Amazon Redshift Serverless でのクエリとワークロードのモニタリング (p. 45)
• Amazon Redshift Serverless イベント通知 (p. 48)
• Amazon Redshift Serverless アラームの管理 (p. 50)
• Amazon Redshift Serverless の監査ログ記録 (p. 51)
• スナップショットと復旧ポイントの操作 (p. 56)
• Amazon Redshift Serverless でのデータ共有 (p. 60)
• リソースのタグ付けの概要 (p. 61)
• Amazon Redshift サーバーレスを使用する場合の考慮事項 (p. 62)

Amazon Redshift Serverless とは
Amazon Redshift Serverless は、データウェアハウスの容量を自動的にプロビジョニングし、基盤となる
リソースをインテリジェントにスケーリングします。Amazon Redshift Serverless による容量の調整は数
秒以内に行われます。最も要求の厳しいワークロードや揮発性ワークロードに対しても、一貫して高いパ
フォーマンスとシンプルなオペレーションを実現します。
Amazon Redshift Serverless を使用すると、以下の機能によるメリットを得られます。
• 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。
• Amazon Redshift SQL の優れた機能、業界でもトップクラスのパフォーマンス、さらにデータレイクと
の統合などを使用して、データウェアハウス、データレイク、オペレーショナルなデータソースをシー
ムレスにクエリできます。
• インテリジェントなオートスケーリングにより、最も要求の厳しい不安定なワークロードでも、高いパ
フォーマンスとシンプルなオペレーションを実現できます。
• ワークグループと名前空間を使用して、きめ細かなコスト管理でコンピューティングリソースとデータ
を整理できます。
• 料金は、データウェアハウスが使用されている場合にのみ発生します。
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Amazon Redshift Serverless では、コンソールインターフェイスを使用してサーバーレスデータウェアハ
ウスまたは API にアクセスしてアプリケーションを構築します。データウェアハウスを通じて、Amazon
Redshift マネージドのストレージや Amazon S3 データレイクにアクセスできます。
この動画では、Amazon Redshift Serverless が、データウェアハウスのインフラストラクチャを管理する
ことなく、分析を簡単に実行してスケールする方法を示します。

Amazon Redshift Serverless コンソール
[Serverless dashboard] (サーバーレスダッシュボード) ページでは、リソースの概要に加え使用状況のグラ
フを表示できます。
• [Namespace overview] (名前空間の概要) — このセクションには、名前空間内のスナップショットとデー
タ共有の量が表示されます。
• [Workgroups] (ワークグループ) — このセクションには、Amazon Redshift Serverless 内のすべてのワー
クグループが表示されます。
• [Queries metrics] (クエリのメトリクス) – このセクションには、過去 1 時間のクエリによるアクティビ
ティが表示されます。
• [RPU capacity used] (使用された RPU キャパシティー) – このセクションには、過去 1 時間に使用され
たキャパシティーが表示されます。
• [Free trial] (無料トライアル) — このセクションには、AWS アカウントに残っている無料トライアルクレ
ジットが表示されます。これは、同じアカウントでのスナップショット、ストレージ、ワークグループ
など、Amazon Redshift Serverless リソースとオペレーションのすべての使用率をカバーします。
• [Alarms] (アラーム) — このセクションには、Amazon Redshift Serverless で設定したアラームが表示さ
れます。
[Data backup] (データバックアップ) タブでは、次の操作が行えます。
• [Snapshots] (スナップショット) – Amazon Redshift Serverless のデータについて、スナップショットの
作成、削除、管理ができます。デフォルトの保持期間は indefinitely ですが、保存期間は 1 ～ 3653
日の任意の値に設定できます。スナップショットから名前空間を復元するように AWS アカウント に許
可できます。
• [Recovery points] (復旧ポイント) – 過去 24 時間以内に発生した、偶発的な書き込みまたは削除からの復
旧のために自動的に作成された復旧ポイントが表示されます。データを復元するには、使用可能な任意
の名前空間に復旧ポイントを復元できます。復旧ポイントからスナップショットを作成することで、復
旧のための時点をより長い期間保持できます。デフォルトの保持期間は indefinitely ですが、保存
期間は 1 ～ 3653 日の任意の値に設定できます。
[Data access] (データアクセス) タブでは、次の操作が行えます。
• ネットワークとセキュリティ設定 – VPC 関連の値、AWS KMS 暗号化のための値、および監査ログ記録
の値を表示できます。更新できるのは、監査ログのみです。コンソールでのネットワークおよびセキュ
リティ設定の設定の詳細については、「Amazon Redshift Serverless の設定 (p. 38)」を参照してくだ
さい。
• AWS KMS key — Amazon Redshift Serverless でリソースを暗号化するために使用される AWS KMS
key。
• [Permissions] (アクセス許可) – ユーザーに代わってリソースを使用するために Amazon Redshift
Serverless が引き受けることができる、IAM ロールの管理を行います。詳細については、「Amazon
Redshift Serverless での Identity and Access Management (p. 31)」を参照してください。
• [Redshift-managed VPC endpoints] (RedShift 管理の VPC エンドポイント) – 別の VPC またはサブネッ
トから Amazon Redshift Serverless インスタンスにアクセスできます。詳細については、「Redshift マ
ネージド VPC エンドポイントから Amazon Redshift Serverless への接続 (p. 29)」を参照してくださ
い。
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[Limits] (制限) タブでは、以下の操作が行えます。
• [Base capacity in Redshift processing units (RPUs)] (Redshift プロセッシング単位 (RPU) の基本キャパ
シティ) – ワークロードの処理に使用する基本容量を設定できます。クエリのパフォーマンスを向上させ
るには、RPU の値を増やします。
• [Usage limits] (使用制限) – アクションが開始される前の期間に、Amazon Redshift Serverless インスタ
ンスが使用できる最大のコンピューティングリソース。Amazon Redshift Serverless がワークロードを
実行するために使用するリソースの量を制限します。使用量の単位は、Redshift プロセッシング単位
(RPU) 時間で表されます。RPU 時間は、1 時間に使用された RPU の数です。設定したしきい値に達し
た際に以下のようなアクションを実行するように、定義できます。
• アラートを送信します。
• エントリをシステムテーブルにログ記録します。
• ユーザークエリを無効にします。
• [Query limits] (クエリの制限) — Amazon Redshift Serverless がクエリを停止するまでにクエリが実行さ
れる最大時間。
詳細については、「Amazon Redshift Serverless 容量を理解する (p. 24)」を参照してください。
[Datashares] (データ共有) タブでは、次の操作が行えます。
• [Datashares created in my namespace] (自分の名前空間で作成されたデータ共有) 設定 – データ共有を
作成し、それを他の名前空間や AWS アカウント と共有できます。
• 他の名前空間と AWS アカウント からのデータ共有 — 他の名前空間や AWS アカウント からのデータ
共有から、データベースを作成できます。
データ共有の詳細については、Amazon Redshift Serverless でのデータ共有 (p. 60)を参照してくださ
い。
[Query and database monitoring] (クエリとデータベースのモニタリング) ページでは、[Query history] (ク
エリ履歴)、および [Database performance] (データベースパフォーマンス) についてのグラフを表示できま
す。複数のディメンションを基にデータをフィルタリングできます。
[Query history] (クエリ履歴) タブには、以下のようなグラフが表示されます ([Query list] (クエリリスト) か
[Resource metrics] (リソースメトリクス) のどちらかを選択します)。
• [Query runtime] (クエリランタイム) – このグラフでは、同じ時間フレームで実行されているクエリが表
示されます。グラフないのバーを選択すると、クエリ実行の詳細を表示できます。
• [Queries and loads] (クエリとロード) – このセクションでは、[Query ID] (クエリ ID) ごとにクエリと
ロードが一覧表示されます。
• [RPU capacity used] (使用された RPU キャパシティー) – このグラフは、Redshift プロセッシング単位
(RPU) により全体的なキャパシティーを表示します。
• [Database connections] (データベース接続) – このグラフは、アクティブなデータベース接続の数を表示
します。
[Database performance] (データベースパフォーマンス) タブには、以下のグラフが表示されます。
• [Queries completed per second] (1 秒あたりに完了したクエリ数) – このグラフには、1 秒の間に完了し
たクエリの平均数が表示されます。
• [Queries duration] (クエリの期間) – このグラフには、クエリを完了するまでの平均時間が表示されま
す。
• [Database connections] (データベース接続) – このグラフは、アクティブなデータベース接続の数を表示
します。
• [Running queries] (実行中のクエリ数) – このグラフでは、特定の時間中に実行されているクエリの総数
が表示されます。

23

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift Serverless 容量を計算する

• [Queued queries] (キューに追加済みのクエリ) – このグラフは、特定の時間中にキューに格納されたク
エリの総数を示します。
• [Query run time breakdown] (クエリ実行時の内訳) – このグラフには、クエリのタイプごとに、クエリの
実行にかかった合計時間が表示されます。
[Resource monitoring] (リソースのモニタリング) ページでは、消費しているリソースに関するグラフを表
示できます。複数のファセットに基づいてデータをフィルタリングできます。
• [Metric filter] (メトリクスフィルター) — メトリクスフィルターを使用して、特定のワークグループの
フィルターを選択したり、時間範囲と時間間隔を選択できます。
• [RPU capacity used] (使用された RPU キャパシティー) – このグラフは、全体的なキャパシティー
を、Redshift プロセッシング単位 (RPU) で表示します。
• [Compute usage] (コンピューティング使用量) – このグラフは、選択した時間範囲における期間ごと
に、Amazon Redshift Serverless の累積的な使用量を表示します。
[Datashares] (データ共有) ページでは、[In my account] (自分のアカウント内)、および [From other
accounts] (他のアカウントから) のデータ共有を管理できます。データ共有の詳細については、Amazon
Redshift Serverless でのデータ共有 (p. 60)を参照してください。

Amazon Redshift Serverless 容量を計算する
Amazon Redshift Serverless 容量を理解する
RPU
Amazon Redshift Serverless では、Redshift プロセッシング単位 (RPU) で、データウェアハウスの容量が
測定されています。RPU は、ワークロードの処理に使用されるリソースです。
基本容量
この設定は、Amazon Redshift Serverless がクエリの処理に使用するデータウェアハウスの基本容量を指
定します。基本容量は、RPU で指定します。基本容量を大きく設定することで、特に大量のリソースを
消費するデータ処理ジョブでは、クエリのパフォーマンスが向上します。Amazon Redshift Serverless の
デフォルトの基本容量は、128 RPU です。管理コンソールを使用して、[Base capacity] (基本容量) 設定
を、32 RPU から 512 RPU まで、8 RPU 単位 (32、40、48...512) で設定できます。

Amazon Redshift Serverless での請求
Amazon Redshift Serverless での請求について理解す
る
コンピューティング性能に対する請求
基本容量と課金への影響
クエリを実行すると、所定の期間に使用された容量に基づいて、秒単位の RPU 時間で請求されます。ク
エリが実行されていない場合、コンピューティング容量に対して請求されません。Redshift マネージドス
トレージについても、保存されているデータ量に基づいて課金されます。ワークグループを作成する場
合、[Base capacity] (基本容量) を設定できます。ワークグループレベルでのワークロードの価格/パフォー
マンス要件を満たすために、既存のワークグループの基本容量を高くまたは低く調整できます。クエリ
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数が増えると、Amazon Redshift Serverless では、一貫したパフォーマンスを提供するため、自動的にス
ケーリングされます。コンソールを使用して基本容量を変更するには、[Workgroup configuration] (ワーク
グループの設定) からワークグループを選択して、[Limits] (制限) タブを選択します。
RPU の最大時間
Amazon Redshift Serverless のコストを予測できるようにしておくには、1 日、週、または月ごとに使用
される [Maximum RPU hours] (RPU の最大時間) を設定します。これは、コンソールまたは API を使用し
て設定できます。制限に達すると、ログエントリをシステムテーブルに書き込むか、アラートを受信する
か、またはユーザークエリをオフにするように指定できます。RPU の最大時間を設定すると、コストを管
理することができます。RPU の最大時間の設定は、データウェアハウス内のデータにアクセスするクエリ
と、Amazon S3 内の外部テーブルなどの外部データにアクセスするクエリの両方について、ワークグルー
プに適用されます。
ワークグループに対してRPU の最大時間を設定しても、パフォーマンスは制限されません。設定は、クエ
リ処理を中断することなく、任意のタイミングで調整が可能です。
基本容量と RPU の最大時間を設定することで、予測可能なコストを維持しながら、価格/パフォーマンス
要件を達成しやすくなります。基本容量の設定についての詳細は、「Amazon Redshift Serverless 容量を
理解する (p. 24)」を参照してください。サーバーレス料金の詳細については、Amazon Redshift の料
金を参照してください。
Amazon Redshift Serverless のコストを予測可能な状態に維持するもう 1 つの方法は、AWS コスト異常検
出を使用して、予期しない請求を減らし、コスト管理を向上することです。

コンピューティングコスト請求シナリオの説明
長時間実行しているジョブ
以下は、例示目的のサンプルシナリオであり、最低課金要件については考慮していません。米国東部
(バージニア北部) リージョンの Amazon Redshift データウェアハウスで、午前 7 時から午後 7 時の間に
データ処理のジョブを 1 時間ごとに実行します。各ジョブの実行には 10 分 30 秒かかり、これは変更され
ないものと仮定します。また、ジョブの間、Amazon Redshift が 128 RPU の容量で実行されるものと仮定
します。次に示す結果は、その日の総使用量とコストを示しています。
• クエリの期間 - ジョブは、午前 7:00 ～ 午後 7:00 の間に 13 回実行され、各ジョブの実行には 10 分 30
秒かかっています。これは最大 8,190 秒まで加算されます。
• 使用した容量 - 128 RPU
• 日別料金 - 109.20 USD ((8,190 秒 x 128 RPU * このリージョンの RPU 時間料金 0.375 USD)/1 時間
3,600 秒)
料金についての最新の情報は、Amazon Redshift の料金を参照してください。

使用量とコストのモニタリング
Amazon Redshift Serverless の使用量と請求額を見積もるには、複数の方法があります。システムビュー
は、クエリのための設定を特にしなくても、クエリデータや使用状況のデータなどのシステムメタデータ
がタイムリーに表示できます。CloudWatch は、Amazon Redshift Serverless の使用状況のモニタリングに
も活用でき、インサイトを提供し、アクションを設定するための追加機能も搭載されています。

システムビューのクエリによる使用状況の可視化
sys_serverless_usage システムテーブルをクエリして、使用状況を追跡できます。このクエリを実行
して、クエリが処理された時間の概算値を取得します。
select
trunc(start_time) "Day",
sum(compute_seconds)/60/60 * <Price for 1 RPU>
from sys_serverless_usage
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group by trunc(start_time)
order by 1

このクエリでは、Amazon Redshift Serverless で発生する 1 日あたりのコストを概算します。Amazon
Redshift Serverless の AWS 請求レポート、集計頻度、数字の丸め方の違いは、請求に影響する
可能性があります。sys_serverless_usage からの結果とは若干異なる場合があります。ま
た、sys_serverless_usageによって、使用状況をほぼリアルタイムに表示します。請求レポートは、
クエリの完了後に作成されます。sys_serverless_usage に記録された使用量のうち、請求レポートに
反映されないものがある可能性があります。このようなことから、sys_serverless_usageの情報は月
末の請求の概算にとどめる必要があります。正確には一致しません。モニタリングテーブルとビューの詳
細については、「Amazon Redshift Serverless でのクエリとワークロードのモニタリング (p. 45)」を参
照してください。

CloudWatch を使用した使用状況の可視化
CloudWatch で利用可能なメトリクスを使用して、使用状況を追跡できます。CloudWatch 用に生成さ
れるメトリックスには、現在時刻で使用された RPU の総秒数を示す ComputeSeconds、その時点の合
計のコンピューティング性能を示す ComputeCapacity があります。使用量のメトリクスは、Redshift
Serverless dashboard の Redshift コンソールでも検索できます。CloudWatch の詳細については、
「Amazon CloudWatch とは」を参照してください。

ストレージの請求
プライマリストレージ容量は、Redshift マネージドストレージ (RMS) として請求されます。ストレージは
GB /月単位で請求されます。ストレージの請求は、コンピューティングリソースの請求とは別に行われま
す。ユーザースナップショットに使用されるストレージは、利用枠に応じて標準のバックアップ請求レー
トで請求されます。
データ転送と機械学習 (ML) の料金は、プロビジョニングされたクラスターと同じように、別々に適用され
ます。AWS リージョン間のスナップショットレプリケーションとデータ共有は、料金ページに記載されて
いる概略の転送レートで請求されます。詳細については、Amazon Redshift の料金を参照してください。

CloudWatch を使用した使用料請求の可視化
スナップショットストレージの使用状況を追跡するメトリクス SnapshotStorage が生成さ
れ、CloudWatch に送信されます。CloudWatch の詳細については、「Amazon CloudWatch とは」を参照
してください。

Amazon Redshift Serverless 無料トライアル
Amazon Redshift Serverless は無料トライアルを提供しています。無料トライアルに参加する場合
は、Redshift コンソールで無料トライアルのクレジット残高を表示し、SYS_SERVERLESS_USAGE シス
テムビューで無料トライアルの使用を確認できます。無料トライアルの使用に関する請求の詳細は、請求
コンソールに表示されないことに注意してください。使用状況は、無料トライアルの終了後にのみ、請求
コンソールで確認できます。

使用料の請求についての注記
• 使用量の記録 - クエリやトランザクションは、トランザクションの完了、ロールバック、停止後にのみ
測定、記録されます。例えば、トランザクションが 2 日間実行された場合、RPU の使用量はトランザク
ションの完了後に記録されます。sys_serverless_usage のクエリを実行することで、使用中の状況
をリアルタイムでモニタリングできます。トランザクションの記録は、RPU の使用量の変動として反映
され、特定の時間および日次使用のコストに影響を与える場合があります。
• 明示的なトランザクションを記述する - トランザクションを終了することは、重要な役割を果たすベ
ストプラクティスです。開いているトランザクションを終了またはロールバックしない場合、Amazon
Redshift Serverless は RPU を使用し続けます。例えば、BEGIN TRANを明示的に記述する場合、それに
対応した COMMIT や ROLLBACK の記述があることが重要です。
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• クエリのキャンセル - クエリを実行し、終了する前にキャンセルした場合は、クエリの実行時間に対し
て請求されます。
• スケーリング - Amazon Redshift Serverless インスタンスは、パフォーマンスを一定に保つためにス
ケーリングを開始して、負荷の高い時間に対応する場合があります。Amazon Redshift Serverless の
請求には、同じ RPU レートでの基本のコンピューティング性能とスケール処理容量の両方が含まれま
す。
• スケールダウン - Amazon Redshift Serverless は、基本 RPU 容量からスケールアップして、負荷の高い
時間を処理します。場合によっては、クエリの負荷が低下した後、RPU 容量が時間に対してより高い設
定にとどまる場合があります。予想外のコストを防ぐため、コンソールで最大 RPU 時間を設定するこ
とを推奨します。詳細については、Amazon Redshift Serverless の料金を参照してください。
• システムテーブル - システムテーブルのクエリを実行すると、クエリ時間が請求されます。
• Redshift Spectrum - Amazon Redshift Serverless があり、クエリを実行する場合、データレイククエリ
には別途の料金は発生しません。Amazon S3 に保存されているデータに対するクエリの場合は、トラン
ザクション時間ごとに、ローカルデータに対するクエリと同じ料金になります。
• フェデレーティッドクエリ - フェデレーションクエリは、データウェアハウスまたはデータレイクでの
クエリと同様に、特定の時間で使用される RPU に基づいて課金されます。
• ストレージ - ストレージは GB/月単位で別途請求されます。
• 最低料金 – 料金は 1 秒単位で計測され、60 秒で最低料金になります。
• スナップショットの請求 - スナップショットの請求は変更されません。スナップショットの請求
は、GB /月のレートで請求されるストレージに応じて課金されます。データウェアハウスを過去 30 分
単位で、24 時間内の特定のポイントに、無料で復元できます。詳細については、Amazon Redshift の料
金を参照してください。

請求を予測可能にするための Amazon Redshift Serverless のベストプラクティス
一貫した請求を維持するために従うべきベストプラクティスと組み込み設定があります。
このトピックで前に説明したとおり、各トランザクションを必ず終了してください。BEGIN を使ってトラ
ンザクションを開始する場合、それを END することも重要です。また、ベストプラクティスのエラー処理
を使用してエラーを正常に処理し、各トランザクションを終了します。オープントランザクションを最小
化することで、不要な RPU の使用を回避できます。
SESSION TIMEOUT は開いているトランザクションとアイドルセッションの終了に役立ちます。これによ
り、デフォルトの 3600 秒間 (1 時間）開いているセッションがタイムアウトします。このタイムアウト設
定は、長時間実行されるクエリに対してセッションを開いたままにする場合など、特定のユーザーに対し
て明示的に変更できます。CREATE USER のトピックに、ユーザーに対して SESSION TIMEOUT を調整
する方法が記載されています。
SESSION TIMEOUT の値は、ユースケースで具体的に求められていないかぎり、ほとんどの場合では、
延長しないことを推奨します。開いているトランザクションでセッションがアイドル状態のままの場合、
セッションが閉じられるまで RPU が使用されることがあります。これによって不要なコストが発生しま
す。
Amazon Redshift Serverless では、実行中のクエリがタイムアウトになるまでの最大時間が 4 時間です。
また、アイドル状態のトランザクションがタイムアウトするまでの最大時間は 6 時間です。詳細について
は、「Amazon Redshift Serverless オブジェクトのクォータ (p. 592)」を参照してください。

Amazon Redshift Serverless への接続
Amazon Redshift Serverless インスタンスをセットアップしたら、以下に示すさまざまな方法で接続でき
ます。チームやプロジェクトが複数存在し、それらのコストを別々に管理したい場合は、個別に AWS ア
カウント を使用できます。
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Amazon Redshift サーバーレスが利用できる AWS リージョン リージョンの一覧については、「アマゾン
ウェブ サービス全般のリファレンス」の「Amazon Redshift サーバーレス API」に記載されているエンド
ポイントを参照してください。
Amazon Redshift Serverless は、現在の AWS リージョン で AWS アカウント 内のサーバーレス環境に接
続します。Amazon Redshift Serverless は、ポート 5439 の VPC で実行されます。

Amazon Redshift Serverless への接続
Amazon Redshift Serverless インスタンスで次の構文を使ってデータベース (dev という名前) に接続でき
ます。
workgroup-name.account-number.aws-region.redshift-serverless.amazonaws.com:port/dev

例えば、以下の接続文字列では、リージョンに us-east-1 が指定されます。
default.123456789012.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev

JDBC ドライバー経由での Amazon Redshift
Serverless への接続
次のいずれかの方法で、好みの SQL クライアントから、Amazon RedShift が提供する JDBC ドライバ
(バージョン 2) を使用しながら、Amazon Redshift Serverless に接続できます。
JDBC ドライバのバージョン 2.1.x 以降を使用して、データベース認証のユーザ名とパスワードで接続す
るには、次の構文を使用します。ポート番号はオプションです。含まれていない場合、Amazon Redshift
Serverless のデフォルトのポート番号は 5439 です。
jdbc:redshift://workgroup-name.account-number.aws-region.redshiftserverless.amazonaws.com:5439/dev

例えば、次の接続文字列では、デフォルトのワークグループ、アカウント ID 123456789012、リージョン
us-east-2 を指定しています。
jdbc:redshift://default.123456789012.us-east-2.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev

JDBC ドライバのバージョン 2.1.x 以降を使用して IAM に接続するには、次の構文を使用します。ポート
番号はオプションです。含まれていない場合、Amazon Redshift Serverless のデフォルトのポート番号は
5439 です。
jdbc:redshift:iam://workgroup-name.account-number.aws-region.redshiftserverless.amazonaws.com:5439/dev

例えば、次の接続文字列では、デフォルトのワークグループ、アカウント ID 123456789012、リージョン
us-east-2 を指定しています。
jdbc:redshift:iam://default.123456789012.us-east-2.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/
dev

ODBC には、次の構文を使用します。
Driver={Amazon Redshift (x64)}; Server=workgroup-name.account-number.aws-region.redshiftserverless.amazonaws.com; Database=dev
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バージョン 2.1.0.9 以前の JDBC ドライバーを使用して IAM に接続する場合は、次の構文を使用する必要
があります。
jdbc:redshift:iam://redshift-serverless-<name>:aws-region/database-name

例えば、次の接続文字列では、デフォルトのワークグループとリージョン AWS リージョン us-east-1 を指
定しています。
jdbc:redshift:iam://redshift-serverless-default:us-east-1/dev

ドライバーの詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「接続の設定」を参照してください。

Data APIを使用した Amazon Redshift Serverless への
接続
Amazon Redshift Data API を使用して、Amazon Redshift Serverless に接続することもできます。AWS
CLI の呼び出しでは、cluster-identifier パラメータではなく、workgroup-name パラメータを使用
します。
Data API の詳細については、「Amazon Redshift Data API の使用 (p. 306)」を参照してください。

SSL での Amazon Redshift Serverless への接続
Amazon Redshift Serverless への安全な接続を設定する
Amazon Redshift では、クエリとデータを暗号化するために Secure Sockets Layer (SSL) 接続がサポート
されています。安全な接続をセットアップするための構成も、プロビジョニングされた Redshift クラス
ターに対する接続をセットアップした際に使用したものと同様です。「接続のセキュリティオプションを
設定する」の手順に従います。ここでは、利用可能な SSL 証明書バンドルをダウンロードしてインストー
ルする方法について説明しています。このバンドルでは、サーバーレス Redshift インスタンス、そしてプ
ロビジョニングされたクラスターの両方に接続できます。Amazon Redshift Serverless インスタンスに接
続する場合、SSL 接続を受け入れるためのパラメータを設定する必要はありません。

Amazon Redshift マネージド VPC エンドポイントか
ら Amazon Redshift Serverlessへの接続
他の VPC エンドポイントからの Amazon Redshift Serverless へ
の接続
オンプレミスおよびパブリックを含む他の VPC エンドポイントから、Amazon Redshift Serverless に接続
することが可能です。

Redshift マネージド VPC エンドポイントから Amazon Redshift Serverless への
接続
Amazon Redshift Serverless は VPC でプロビジョニングされます。RedShift マネージド VPC エンドポ
イントを作成すると、別の VPC のクライアントアプリケーションから Amazon Redshift Serverless にプ
ライベートにアクセスできます。これを行う際、トラフィックはインターネットを経由しないため、パブ
リック IP アドレスを使用する必要はありません。これにより、通信のプライバシーとセキュリティが向上
します。
コンソールで RedShift マネージド VPC エンドポイントを作成する
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1.

コンソールで、[Workgroup configuration] (ワークグループの設定) を選択し、リストからワークグ
ループを選択します。

2.

[Redshift-managed VPC endpoints] (RedShift マネージド VPC エンドポイント) で、[Create endpoint]
(エンドポイントの作成) を選択します。

3.

エンドポイント名を入力します。組織にとってわかりやすい名前を作成してください。

4.

AWS アカウント ID を選択します。これは 12 桁のアカウント ID またはアカウントのエイリアスで
す。

5.

エンドポイントがある AWS VPC を選択します。その後、サブネット ID を選択します。最も一般的
なユースケースでは、これは Amazon Redshift Serverless インスタンスに接続するクライアントがあ
るサブネットです。

6.

追加する VPC のセキュリティグループを選択できます。 セキュリティグループは、それぞれが仮
想ファイアウォールとして機能します。また、インスタンスにおける特定の仮想デスクトップインス
タンスへのインバウンドトラフィックおよびアウトバウンドトラフィックを制御します。

7.

[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

コンソールを使用して RedShift マネージド VPC エンドポイントを編集する
1.

コンソールで、[Workgroup configuration] (ワークグループの設定) を選択し、リストからワークグ
ループを選択します。

2.

[Redshift-managed VPC endpoints] (RedShift マネージド VPC エンドポイント) で、[Edit] (編集) を選
択します。

3.

VPC のセキュリティグループを追加または削除します。これは、RedShift マネージド VPC エンドポ
イントを作成した後に変更できる唯一の設定です。

4.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

コンソールで RedShift マネージド VPC エンドポイントを削除する
1.

コンソールで、[Workgroup configuration] (ワークグループの設定) を選択し、リストからワークグ
ループを選択します。

2.

[Redshift-managed VPC endpoints] (RedShift マネージド VPC エンドポイント) で、削除する VPC エ
ンドポイントを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択します。

パブリックにアクセス可能な Amazon Redshift
Serverless インスタンスの作成と接続
パブリックにアクセス可能な Amazon Redshift Serverless インス
タンスに接続する
Amazon Redshift Serverless インスタンスを設定して、パブリックインターネットの SQL クライアントか
らクエリを実行できます。ローカル VPC、またはファイアウォールの背後にあるサブネットから常に接続
する必要はありません。
次の手順では、インターネットからの接続を受け入れるように Amazon Redshift Serverless を構成する手
順を説明します。
1.

Redshift コンソールで、Amazon Redshift Serverless のメインメニューに移動します。[Create
workgroup] (ワークグループの作成) を選択してから、手順に従って名前を付け、関連付けられた VPC
とサブネットを選択します。[Next] を選択します。
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2.

名前空間を作成する手順を完了します。このプロセスには、データベースの指定と、データベースタ
スクを実行する権限を持つ IAM ロールの割り当てが含まれます。
名前空間をすでに作成している場合、それも機能します。

3.

前の手順を完了した後、または名前空間とワークグループが既に存在する場合は、[Workgroup
configuration] (ワークグループの設定) を選択し、リストからワークグループを選択します。[Network
and Security] (ネットワークとセキュリティ) パネルで、[Edit] (編集) を選択します。

4.

[Turn on Public Accessible] (パブリックアクセス可能をオンにする) を選択します。これを行うと、静
的な IPv4 Elastic IP アドレスを割り当てることによって、Amazon Redshift Serverless インスタンス
がパブリックになります。この IP アドレスは、AWS アカウントに割り当てられます。

パブリッククライアントからの接続を受け入れるように Amazon Redshift Serverless を設定したら、次の
手順に従って接続します。
1.

Amazon Redshift コンソールで、Serverless ダッシュボードを選択し、[Workgroup configuration]
(ワークグループの設定) をクリックし、ワークグループを選択します。[Network and Security] (ネッ
トワークとセキュリティ) 設定を表示するには、[Data access] (データアクセス) で [Edit] (編集) を選
択します。ワークグループの VPC セキュリティグループをメモします。Amazon VPC に移動してメ
ニューから [Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。リストでセキュリティグループ
ID を選択します。セキュリティグループには、[Inbound rules] (インバウンドルール) などの構成設定
があります。[Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) を選択し、許可する送信元 IP アドレス
とポートを指定するルールを作成します。Amazon Redshift のデフォルトのポートは 5439 です。

2.

Amazon VPC サービスコンソールで、VPC にインターネットゲートウェイがアタッチされていること
を確認します。パブリックインターネットからパブリックにアクセス可能なクラスターに接続するに
は、インターネットゲートウェイをルートテーブルにアタッチする必要があります。インターネット
ゲートウェイのターゲットがソース 0.0.0.0/0、またはパブリック IP CIDR に設定されていることを確
認します。ルートテーブルは、クラスターが存在する VPC サブネットに関連付ける必要があります。
インターネットゲートウェイのアタッチに関する詳細については、「インターネットゲートウェイを
使用してインターネットを接続する」の「インターネットゲートウェイの作成とアタッチ」セクショ
ンを参照してください。

3.

クライアントで、ポート 5439 でトラフィックを受け入れるように受信ファイアウォールルールを設
定します。

4.

PSQL などのクライアントツールを使用して接続します。Amazon Redshift Serverless のドメインを
ホストとして使用し、以下を入力します。
psql "host=redshift-serverless-dns-name.region.amazonaws.com dbname=dev port=5439
user=admin"

Amazon Redshift Serverless でのセキュリティと接
続
Amazon Redshift へのアクセスには、AWS が要求の認証に使用する認証情報が必要です。

Amazon Redshift Serverless での Identity and Access
Management
Amazon Redshift へのアクセスには、AWS が要求の認証に使用する認証情報が必要です。これらの認証情
報には、Amazon Redshift Serverless などの AWS リソースへのアクセス許可が必要です。
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次のセクションでは、AWS Identity and Access Management(IAM) と Amazon Redshift を使用してリソー
スにアクセスできるユーザーを制御することで、リソースを保護する方法について詳しく説明します。詳
細については、「Amazon Redshift での Identity and Access Management (p. 405)」を参照してくださ
い。

Amazon Redshift Serverless へのアクセス許可の付与
Amazon Redshift Serverless が、他の AWS サービスにアクセスする際には、そのためのアクセス許可が
必要です。

ユーザーに代わって Amazon Redshift Serverless が他の AWS サービスにアクセ
スするための許可
一部の Amazon Redshift 機能では、ユーザーに代わって Amazon Redshift が他の AWS のサービスにア
クセスする必要があります。Amazon Redshift Serverless インスタンスを、ユーザーに代わって動作させ
るためには、それに対してセキュリティ認証情報を指定します。セキュリティ認証情報を指定する望まし
い方法は、AWS Identity and Access Management(IAM) ロールを指定することです。あるいは、Amazon
Redshift コンソールから IAM ロールを作成し、デフォルトとして設定することもできます。詳細について
は、「Amazon Redshift 用にデフォルトの IAM ロールを作成する (p. 32)」を参照してください。
他の AWS サービスにアクセスするためには、適切なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。ま
た、この作成したロールを、Amazon Redshift Serverless と関連付ける必要もあります。さらに、Amazon
Redshift コマンドの実行時にロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定するか、defaultキーワー
ドを指定します。
https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM ロールの信頼関係を変更する場合
は、redshift.amazonaws.comを正確にサービス名として使用します。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 IAM ロールの管理については、「ユーザーに代わって Amazon Redshift が
他の AWS サービスにアクセスすることを許可する (p. 483)」を参照してください。

Amazon Redshift 用にデフォルトの IAM ロールを作成する
Amazon Redshift コンソールから IAM ロールを作成する場合、Amazon Redshift は AWS アカウント 内
でロールをプログラム的に作成します。さらに Amazon Redshift では、作成したロールに対し、既存の
AWS 管理ポリシーを自動的にアタッチします。このアプローチにより、ロール作成のために IAM コン
ソールに切り替える必要はなくなり、作業を Amazon Redshift コンソール内で完了できます。
クラスター用としてコンソールから作成する IAM ロールに
は、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess マネージドのポリシーが自動的にアタッチされま
す。この IAM ロールにより Amazon Redshift は、IAM アカウントにある AWS リソースにおいて、
データのコピー、解放、クエリ、および分析を行えるようになります。これに関連するコマンドとして
は、COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL FUNCTION、CREATE EXTERNAL TABLE、CREATE
EXTERNAL SCHEMA、CREATE MODEL、CREATE LIBRARY などがあります。Amazon Redshift でのデ
フォルト使用のために IAM ロールを作成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 (p. 32)」を参照してください。
Amazon Redshift のデフォルトとして IAM ロールの作成を開始するには、AWS Management Console
を開き [Amazon Redshift console] (Amazon Redshift コンソール) をクリックします。次に[Try Amazon
Redshift Serverless] (Amazon Redshift Serverless を試す) をクリックします。Amazon Redshift
Serverless コンソールで、[Customize settings] (設定のカスタマイズ) をクリックします。[Permissions]
(アクセス許可) の下にある、「IAM ロールの関連付けを管理するコンソールの使用 (p. 490)」の手順に従
います。
既に Amazon Redshift Serverless があり、それに対して IAM ロールを設定する場合は、AWS
Management Consoleを開きます。[Amazon Redshift console] (Amazon Redshift コンソール)、[Go
to serverless] (サーバーレスに移動) の順にクリックします。Amazon Redshift Serverless コンソール
で、[Serverless configuration] (サーバーレス設定)、[Data access] (データアクセス) の順にクリックし
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ます。[Permissions] (アクセス許可) の下にある、「IAM ロールの関連付けを管理するコンソールの使
用 (p. 490)」の手順に従います。

名前空間への IAM ロールの割り当て
各 IAM ロールは各ロールが AWS で実行できるアクションを決定するアクセス許可ポリシーを持つ AWS
ID です。ロールは、それを必要とするすべてのユーザーが引き受け可能です。また、各名前空間は、テー
ブルやスキーマなどのオブジェクトとユーザーのコレクションです。Amazon Redshift Serverless を使用
する場合、複数の IAM ロールを名前空間に関連付けることができます。これにより、データベースオブ
ジェクトのコレクションに対してアクセス許可を適切に構成することが容易になり、ロールは内部データ
と外部データの両方に対してアクションを実行できます。例えば、Amazon Redshift データベースで COPY
コマンドを実行し、Amazon S3 からデータを取得して Redshift テーブルに入力するようにできます。
このセクションで前に説明したとおり、コンソールを使用して、複数のロールを名前空間に関連付けるこ
とができます。API コマンド CreateNamespace、または CLI コマンド create-namespace を使用する
こともできます。API または CLI コマンドを使用すると、1 つ以上のロールで IAMRoles を入力すること
により、名前空間に IAM ロールを割り当てることができます。具体的には、コレクションに特定のロール
の ARN を追加します。

名前空間に関連付けられた IAM ロールの管理
AWS Management Console で、AWS Identity and Access Management のロールに対するアクセス権限
ポリシーを管理できます。[Namespace configuration] (名前空間の設定) の中の設定を使って、名前空間
の IAM ロールを管理できます。Amazon Redshift Serverless での名前空間とその使用の詳細については、
「Overview of Amazon Redshift Serverless workgroups and namespaces (Amazon Redshift Serverless
ワークグループと名前空間の概要) (p. 36)」を参照してください。

Amazon Redshift 用の IAM 認証情報の使用開始
Amazon Redshift コンソールに初めてサインインし、Amazon Redshift Serverless を最初に試してみる際
は、IAM ユーザーまたは IAM ロールのどちらかが使用できます。Amazon Redshift Serverless インスタ
ンスの作成を開始すると、サインイン時に使用した IAM ユーザー名またはロール名が、Amazon Redshift
により記録されます。Amazon Redshift コンソールと Amazon Redshift Serverless コンソールには、同じ
IAM 認証情報を使用してサインインできます。
Amazon Redshift Serverless インスタンスの作成中に、データベースを作成できます。一時認証情報オプ
ションを使用しながらデータベースに接続するには、クエリエディタ v2 を使用します。
データベース用として保持される新しい管理者ユーザー名とパスワードを追加するには、[Customize
admin user credentials] (管理者ユーザー認証情報のカスタマイズ) をクリックし、新しい管理者ユーザ名と
そのパスワードを入力します。
Amazon Redshift Serverless の使用を開始し、ワークグループと名前空間をコンソールで初めて作成す
る際は、IAM ユーザーまたは IAM ロールを使用します。このユーザーまたはロールには、管理者権限
( arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess)、あるいは、使用している IAM ポリシー
にアタッチされた、Amazon Redshift に対する完全なアクセス許可 (arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonRedshiftFullAccess) を付与する必要があります。
Amazon Redshift Serverless コンソールの使用を開始する際、Amazon Redshift Serverless が IAM 認証情
報を使用する方法の概要について、次のシナリオで説明します。
• [Use default setting] (デフォルト設定の使用) を選択した場合 - Amazon Redshift Serverlessが、現在の
IAM ID をデータベースのスーパーユーザーに変換します。この同じ IAM アイデンティティを使用し
て、Amazon Redshift Serverless コンソールから、Amazon Redshift Serverless 内のデータベースに対
しスーパーユーザーアクションを実行できます。
• [Admin user name] (管理者ユーザー名) とパスワード を指定せずに、[Customize settings] (設定のカスタ
マイズ) をクリックすると、Amazon Redshift Serverless は、現在の IAM 認証情報をデフォルトの管理
者ユーザー認証情報として使用します。
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• [Customize settings] (設定のカスタマイズ) を選択し [Admin user name] (管理者ユーザー名) とパスワー
ドを指定した場合 - Amazon Redshift Serverless は、現在の IAM ID をデータベースのスーパーユーザー
に変換します。また、Amazon Redshift Serverless は、別の長期ログインユーザー名とパスワードのペ
アをスーパーユーザーとして作成します。ここで作成されたユーザーネームとパスワードのペア、また
は現在の IAM アイデンティティを使用して、スーパーユーザーとしてデータベースにログインできま
す。

プロビジョニングされたクラスターを Amazon
Redshift Serverless へ移行する
プロビジョニングされたクラスターから Amazon Redshift Serverless に移行するには、以下の手順を参照
してください。

プロビジョニングされたクラスターのスナップショッ
トを作成する
プロビジョニングされたクラスターから Amazon Redshift Serverless にデータを転送するには、プロ
ビジョニングされたクラスターのスナップショットを作成し、Amazon Redshift Serverless でスナップ
ショットを復元します。
プロビジョニングされたクラスターのスナップショットを作成するには
1.
2.
3.

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。
ナビゲーションメニューで、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次に [Create
snapshot] (スナップショットの作成) を選択します。
スケジュール定義のプロパティを入力してから、[スナップショットの作成] を選択します。スナップ
ショットが使用できるようになるまではしばらくかかります。

プロビジョニングされたクラスターのスナップショットを、Amazon Redshift Serverless に復元するには
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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。
Amazon Redshift でプロビジョニングされたクラスターのコンソールを開き、[Clusters] (クラスター)
ページ、[Snapshots] (スナップショット) ページの順に移動します。
使用するスナップショットを選択します。
[Restore snapshot] (スナップショットから復元)、[Restore to serverless namespace] (サーバーレス名
前空間に復元) の順にクリックします。
スナップショットの復元先の名前空間を選択します。
スナップショットから復元することを確認します。この操作により、サーバーレスエンドポイント内
のすべてのデータベースが、プロビジョニングされたクラスターのデータで置き換えられます。[復元]
を選択します。

プロビジョニングされたクラスタースナップショットの詳細については、「Amazon Redshift スナップ
ショット」を参照してください。

ドライバーエンドポイントを使用する
好みの SQL クライアントを使用して Amazon Redshift Serverless に接続するには、Amazon RedShift が
提供する JDBC ドライバーバージョン 2 を使用することができます。JDBC ドライバーバージョン 2.1.x
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以降を使用して接続することをお勧めします。ポート番号はオプションです。そのドライバーが含まれて
いない場合、Amazon Redshift Serverless のデフォルトのポート番号は 5439 です。
JDBC または ODBC ドライバーに使用する正確なエンドポイントを見つけるには、Amazon Redshift
Serverless インスタンスの「Workgroup configuration」(ワークグループの設定) を参照してくださ
い。Amazon Redshift Serverless API オペレーションの GetWorkgroup オペレーションまたは AWS CLI
オペレーション get-workgroups を使用して、ワークグループに関する情報を返して接続することもで
きます。

パスワードベースの認証を使用した接続
パスワードベースの認証を使用して接続するには、次の構文を使用します。
jdbc:redshift://<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshiftserverless.amazonaws.com:5439/?username=<username>&password=<password>

IAM を使用した接続
IAM でログインする場合は、次のドライバーエンドポイントを使用します。このドライバーエンドポイン
トを使用すると、特定のデータベースに接続し、Amazon Redshift Serverless GetCredentials API オペ
レーションを使用できます。
jdbc:redshift:iam://<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshiftserverless.amazonaws.com:5439/<database-name>

このドライバーエンドポイントでは dbUser、dbGroup および auto-create のカスタマイズがサポー
トされていません。デフォルトでは、ドライバーはログイン時に自動的にデータベースユーザーを作成
し、IAM で定義した IAM ユーザーグループに従ってグループに割り当てます。注: IAM で指定する IAM
ユーザーグループの名前には、小文字、数字、下線 (「_」)、プラス記号 (「+」)、ピリオド (ドット)、at
記号 (@)、ハイフン (「-」) のみを使用する必要があります。そうしないと、ドライバーが dbGroup に接
続しない可能性があります。
AWS ID が RedshiftServerlessGetCredentials アクションに対する正しい IAM ポリシーを保持し
ていることを確認します。次に、AWS ID に Amazon Redshift Serverless に接続するための正しいアクセ
ス権限を付与する IAM ポリシーの例を示します。IAM のアクセス許可の詳細については、「IAM ID アク
セス許可の追加」を参照してください。
{

}

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

IAM を使用して dbUser と dbGroup で接続する
カスタム dbUser と dbGroup を使用する場合は、次のドライバーエンドポイントを使用します。
他の Amazon Redshift Serverless ドライバーエンドポイントと同様に、この構文はログイン時に
自動的にデータベースユーザーを作成します。このドライバーエンドポイントは Amazon Redshift
GetClusterCredentials API オペレーションを使用します。dbUser は文字で始まり、英数字、下線
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(「_」)、プラス記号 (「+」)、ドット (「.」)、at 記号 (「@」)、ハイフン (「-」) のみを使用し、128 文
字未満にする必要があります。dbGroup は、小文字、数字、下線 (「_」)、プラス記号 (「+」)、ピリオド
(ドット)、at 記号 (@)、ハイフンのみを使用する必要があります。
jdbc:redshift:iam://redshift-serverless-<name>:aws-region/<database-name>

ODBC を使用して接続する
ODBC を使用して接続するには、次の構文を使用します。
Driver={Amazon Redshift (x64)}; Server=<workgroup-name>.<account-number>.<awsregion>.redshift-serverless.amazonaws.com; Database=dev

Amazon Redshift Serverless SDK を使用する
Amazon Redshift SDK を使用して管理スクリプトを作成した場合は、新しい Amazon Redshift Serverless
SDK を使用して Amazon Redshift Serverless インスタンスとリソースを管理する必要があります。利用可
能なAPI オペレーションの詳細については、「Amazon Redshift Serverless API のリファレンスガイド」
を参照してください。

Overview of Amazon Redshift Serverless
workgroups and namespaces (Amazon Redshift
Serverless ワークグループと名前空間の概要)
Amazon Redshift Serverless でワークロードを分離し、さまざまなリソースを管理するには、名前空間と
ワークグループを作成してストレージリソースとコンピューティングリソースを別々に管理できます。

Overview of Amazon Redshift Serverless workgroups
and namespaces (Amazon Redshift Serverless ワーク
グループと名前空間の概要)
名前空間は、データベースオブジェクトとユーザーのコレクションです。ストレージ関連の名前空間は、
スキーマ、テーブル、ユーザー、またはデータを暗号化するための AWS Key Management Service キーを
グループ化します。ストレージプロパティには、管理者ユーザーのデータベース名とパスワード、権限、
暗号化およびセキュリティが含まれます。名前空間の下にグループ化されたリソースには、データ共有、
復旧ポイント、使用制限などもあります。これらのストレージプロパティは、Amazon Redshift Serverless
コンソール、AWS Command Line Interface、または特定のリソースの Amazon Redshift Serverless API を
使用して設定できます。
ワークグループは、コンピューティングリソースの集合です。コンピューティング関連のワークグループ
は、RPU、VPC サブネットグループ、セキュリティグループなどのコンピューティングリソースをグルー
プ化します。ワークグループのプロパティには、ネットワークとセキュリティ設定が含まれます。ワー
クグループの下にグループ化されたリソースには、アクセス制限と使用制限もあります。これらのコン
ピューティングプロパティは、Amazon Redshift Serverless コンソール、AWS Command Line Interface、
または Amazon Redshift Serverless API を使用して設定できます。
1 つ以上の名前空間とワークグループを作成できます。名前空間は、関連付けられたワークグループなし
で存在することができます。各名前空間に関連付けることができるワークグループは 1 つのみです。逆
に、各ワークグループに関連付けることができる名前空間も 1 つのみです。
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コンソールを使用した Amazon Redshift Serverless の使用開始
Amazon Redshift Serverless のセットアップには、いくつかの設定手順を実行する必要があります。手
順に従って Amazon Redshift Serverless をセットアップする場合、名前空間とワークグループを作成
し、それらを相互に関連付けます。Amazon Redshift Serverless コンソールを使用して Amazon Redshift
Serverless 構成の設定を開始するには、[Get started with Amazon Redshift Serverless] (Amazon Redshift
Serverless の使用開始) を選択して Amazon Redshift Serverless をセットアップし、その操作を開始しま
す。デフォルト設定の環境を選択すると、セットアップが迅速になります。また、組織の要件に従って設
定を明示的に構成することもできます。このプロセスでは、ワークグループと名前空間の設定を指定しま
す。
環境の設定後に、ワークグループの設定 (p. 40) および名前空間の設定 (p. 42) は設定を理解するの
に役立ちます。

AWS Command Line Interface および Amazon Redshift
Serverless API を使用した Amazon Redshift Serverless の管理
名前空間を作成するには、AWS Command Line Interface オペレーション create-namespace または
Amazon Redshift Serverless API オペレーション CreateNamespace を使用できます。Amazon Redshift
Serverless は、デフォルトの名前空間をデフォルトの AWS Key Management Service キーで作成します。
データを暗号化する別のキーを指定することもできます。また、AWS Command Line Interface オペレー
ション restore-from-snapshot を使用して、スナップショットから既存の名前空間を復元することも
できます。Amazon Redshift Serverless は、指定されたスナップショットから復元されたデータを名前空
間に入力します。API オペレーション RestoreFromSnapshot を使用することもできます。
ワークグループを作成するには、既存の名前空間があることを確認してください。AWS Command Line
Interface オペレーション create-workgroup または Amazon Redshift Serverless API オペレーション
CreateWorkgroup を使用できます。ワークグループが関連付けられているターゲットの名前空間を指定
します。ワークグループの作成時に、サブネット、セキュリティグループ、RPU などのコンピューティン
グリソースを指定できます。作成すると、ワークグループが関連付けられている名前空間にアクセスでき
ます。
名前空間またはワークグループを更新するには、AWS Command Line Interface オペレーション updatenamespace または update-workgroup あるいは Amazon Redshift Serverless API オペレーション
UpdateNamespace または UpdateWorkgroup を使用できます。
名前空間とワークグループのインスタンスのリストを取得するには、AWS Command Line Interface オペ
レーション list-namespaces または list-workgroups あるいは Amazon Redshift Serverless API オ
ペレーション ListNamespaces または ListWorkgroups を使用します。
名前空間またはワークグループのメタデータの内容またはメタデータを取得するには、AWS Command
Line Interface オペレーション get-namespaces または get-workgroups あるいは Amazon Redshift
Serverless API オペレーション GetNamespace または GetWorkgroup を使用します。
ワークグループを削除するには、AWS Command Line Interface オペレーション delete-workgroup ま
たは Amazon Redshift Serverless API オペレーション DeleteWorkgroup を使用します。ワークグループ
を削除すると、データベースにアクセスできなくなります。
名前空間を削除するには、まず、関連付けられているワークグループを削除します。AWS Command Line
Interface オペレーション delete-namespace または Amazon Redshift Serverless API オペレーション
DeleteNamespace を使用します。Amazon Redshift Serverless は、指定された名前空間内のすべての
データを削除します。名前空間を削除する前に、指定した名前空間で最終スナップショットを作成し、
必要に応じてスナップショットからデータを復元できるようにしておきます。これを行うには、AWS
Command Line Interface オペレーション delete-namespace または Amazon Redshift Serverless API
オペレーション DeleteNamespace を使用する前に、AWS Command Line Interface オペレーション
create-snapshot または Amazon Redshift Serverless API オペレーション CreateSnapshot を使用し
ます。
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コンソールを使用した Amazon Redshift Serverless
の使用開始
Amazon Redshift サーバーレスインスタンスを作成、編集、削除するには、Amazon Redshift コンソール
の [Serverless dashboard] (サーバーレスダッシュボード) セクションを使用します。特定のコンソール設
定へのアクセスは、IAM ロールと、保有するアクセス権限によって異なります。

Amazon Redshift Serverless 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の
開始) で、サンプルデータセットを使用して Amazon Redshift サーバーレスインスタンスを作成できま
す。Amazon Redshift サーバーレスは、新しい Amazon Redshift サーバーレスインスタンスの作成時に、
サンプルデータセットを自動的にロードします。インスタンスの作成後、すぐにこのデータをクエリで
きます。Amazon Redshift サーバーレスを初めてセットアップする方法の詳細については、「Amazon
Redshift サーバーレスを初めてセットアップする」を参照してください。

Amazon Redshift Serverless の設定
[Namespace configuration] (名前空間の設定) および [Workgroup configuration] (ワークグループの設定) を
使用して Amazon Redshift Serverless インスタンスの設定を更新します。
特定のコンソール設定へのアクセスは、IAM ロールと、保有するアクセス権限によって異なります。

管理者パスワードの変更
1.

[Change admin password] (管理者パスワードの変更) を選択します。ダイアログが表示されます。

2.

新しい管理者ユーザー名と新しい管理者ユーザーパスワードを指定します。

3.

[Save] を選択します。

ダッシュボードを使用して Amazon Redshift
Serverless をチェックする
Amazon Redshift Serverless ダッシュボードには、メトリクスやその他の情報が一目でわかるようにパネ
ルが集められています。これには次のようなものがあります。
• [Resources summary] (リソースの概要) - 使用されているストレージ、その他のメトリックな
ど、Amazon Redshift Serverless に関する情報の概要を表示します。
• クエリの概要 - 完了したクエリや実行中のクエリなど、クエリに関する情報を表示します。[View
details] (詳細を表示) をクリックして、追加のフィルターがある画面に移動します。
• RPU 容量 - 例えば、過去 10 時間など、特定の期間に使用された全体の容量を表示します。
• データ共有 - データ共有数を表示します。データ共有は、例えば AWS アカウントのデータの共有に使
用されます。メトリクスは、認証が必要なデータ共有やその他の情報を示します。
これらの利用できるメトリクスの詳細をダッシュボードからすばやく調べることで、Amazon Redshift
Serverless に関する詳細の確認、クエリの調査、作業項目の追跡などが可能となります。
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クエリのフィルタリング
サーバーレスダッシュボードでは、フィルターを使用できます。クエリをフィルタリングするには、次の
ステップを実行します。
1.

[Query summary] (クエリの概要) パネルの左側にあるドロップダウンリストで、完了したクエリ、失
敗したクエリ、またはその両方を選択します。

2.

[Query summary] (クエリの概要) パネル右側にあるドロップダウンリストで、実行中のクエリ、
キューに入っているクエリ、またはその両方を選択します。

ワークグループの検索
Amazon Redshift Serverless では、ワークグループは使用可能なリソースのコレクションです。Amazon
Redshift Serverless を選択すると、AWS コンソールで、ナビゲーションメニューから [Workgroup
configuration] (ワークグループの設定) を選択し、リストを表示できます。[Search] (検索) ボックスを使用
して、検索条件を満たすワークグループを検索できます。各ワークグループエントリには、いくつかのプ
ロパティが表示されます。
• [Workgroup] (ワークグループ) -ワークグループの名前。これを選択すると、ワークグループのプロパ
ティを表示および編集できます。
• [Status] (ステータス) -ワークグループが使用可能かどうかを示します。
• [Namespace] (名前空間) - ワークグループに関連付けられた名前空間。各ワークグループは、1 つの名前
空間に関連付けられます。
• [Creation date] (作成日) -ワークグループが作成された日付。

名前空間を伴うワークグループの作成
ワークグループの作成
1.

[Create workgroup] (ワークグループの作成) を選択します。

2.

ワークグループ名を入力します。

3.

Amazon Redshift Serverless の [Virtual Private Cloud (VPC)] (仮想プライベートクラウド (VPC)) を
選択します。これにより、AWS 環境で特定の仮想ネットワークにワークグループが割り当てられま
す。VPC の詳細については、「VPC とサブネットの概要」を参照してください。

4.

1 つ以上の VPC セキュリティグループを選択します。詳細については、「Control traffic to resources
using security groups」(セキュリティグループを使用してリソースへのトラフィックを制御する) を参
照してください。

5.

[Subnet] (サブネット) で、データベースに関連付けるサブネットを 1 つ以上指定します。これらのサ
ブネットは、以前に選択した VPC に含まれており、3 つの個別のアベイラビリティゾーンに属してい
る必要があります。[Continue (続行)] を選択します。

名前空間の選択
1.

[Create a new namespace] (新しい名前空間の作成) を選択して名前空間名を入力するか、[Add to an
existing namespace] (既存の名前空間に追加) を選択し、ドロップダウンリストから名前空間を選択し
ます。

2.

[Database name and password] (データベース名とパスワード) で、最初のデータベース名を指定しま
す。[Admin user credentials] (管理者ユーザーの認証情報) を編集してデフォルトのコンソール管理者
以外の管理者を指定することもできます。
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3.

[Permissions] (アクセス許可) をでは、[Associate IAM role] (IAM ロールを関連付ける) を選択して特定
の IAM ロールを名前空間とワークグループに関連付けます。IAM ロールと Amazon Redshift の関連付
けの詳細については、「Amazon Redshift での Identity and Access Management」を参照してくださ
い。

4.

新しいキーを作成するか、デフォルト以外のキーを選択して、暗号化設定をカスタマイズできま
す。監査ログを使用するために、エクスポートするログを選択します。ログタイプごとに、異なるメ
タデータが指定されます。[Continue] (続行) を選択して選択内容を確認します。

ワークグループの選択を確認する
1.

[Review and create] (確認と作成) で設定を確認します。前の手順で選択した設定が表示されます。

2.

[Save] を選択します。

ワークグループを作成すると、ワークグループが [Workgroups] (ワークグループ) リストに追加されます。

ワークグループの設定
ワークグループを一覧表示するには、左のメニューで [Workgroup configuration] (ワークグループの設定)
を選択します。次に、リストからワークグループを選択できます。いくつかのパネルに、ワークグループ
のプロパティが表示されます。アクションを実行することもできます。[General information] (一般情報) セ
クションには、以下の項目が表示されます。
• [Workgroup] (ワークグループ) -ワークグループの名前。
• [Namespace] (名前空間) - ワークグループに関連付けられた名前空間。これを選択して、そのプロパ
ティを表示できます。ワークグループは、1 つの名前空間に関連付けられます。
• [Date created] (作成日) -ワークグループが作成された日時。
• [Status] (ステータス) -ワークグループリソースが使用可能かどうかを示します。使用可能な場合は、ク
ライアントと Amazon Redshift Serverless インスタンスに接続して、データをクエリしたり、データ
ベースリソースを作成したり、クエリエディタ v2 で接続できます。
• [Endpoint] (エンドポイント) - URL。
• [JDBC URL] - JDBC クライアント接続を確立するための URL。この URL を使用して、Amazon
Redshift の JDBC ドライバーに接続できます。詳しくは、「Amazon Redshift での JDBC ドライバーの
バージョン 2.1 による接続の構成」を参照してください。
• [ODBC URL] - ODBC クライアント接続を確立するための URL。これには、データベースやユーザー ID
などのプロパティ、およびそれらの値が含まれます。
[Data access] (データアクセス) タブには、いくつかのパネルがあります。
• [Network and Security] (ネットワークとセキュリティ) - Virtual Private Cloud (VPC) 識別子、VPC セ
キュリティグループリスト、拡張された VPC のルーティング、パブリックアクセス可能設定など、
ネットワークプロパティを表示できます。[Edit] (編集) を選択すると、これらの設定を変更できます。
また、[Turn on enhanced VPC routing] (拡張された VPC ルーティングを有効にする) を選択して、サー
バーレスデータベースとデータリポジトリ間のネットワークトラフィックを VPC 経由でルーティング
し、プライバシーとセキュリティを強化できます。[Turn on Public Accessible] (パブリックアクセス可
能をオンにする) を選択すると、VPC の外部からデータベースがパブリックにアクセス可能になり、イ
ンスタンスとデバイスの接続が可能になります。
• [Redshift managed VPC endpoints] (Redshift マネージド VPC エンドポイント) - マネージド VPC エンド
ポイントを作成して、別の VPC から Amazon Redshift Serverless にアクセスできます。
[Limits] (制限) タブには、Amazon Redshift Serverless の容量と使用制限を制御するための設定がありま
す。これには以下のパネルが含まれています。
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• [Base capacity in Redshift processing units (RPUs)] (Redshift プロセッシング単位 (RPU) の基本キャパ
シティ) – ワークロードの処理に使用するコンピューティングリソースの基本容量を設定できます。詳細
については、「Amazon Redshift Serverless 容量を理解する (p. 24)」を参照してください。
• [Usage limits] (使用制限) -さまざまな頻度で最大 RPU 時間を設定できます。例えば、日単位の RPU の
最大値を設定できます。これらの制限は、コストを管理し、予測しやすくするのに役立ちます。
• [Query limits] (クエリの制限) -タイムアウト設定など、クエリに制限を設定できます。これらの制限は、
コストとパフォーマンスの最適化に役立ちます。

使用制限の管理
ワークグループの [Limits] (制限) タブでは、1 つ以上の使用制限を追加して、特定の期間に使用する最大
RPU を管理したり、データ共有の使用制限を設定できます。
1.

[Manage usage limits] (使用制限の管理) を選択します。[Redshift processing units (RPUs) maximum]
(Redshift 処理ユニット (RPU) の最大値) パネルで [Add limit] (制限の追加) を選択します。

2.

まず、[Frequency] (頻度) を[Daily] (日別)、Weekly (週別)、または[Monthly] (月別) から選択します。
これにより、制限の時間が設定されます。このインスタンスで [Daily] (日別) を選択すると、より詳細
な制御が可能になります。

3.

使用制限を時間数で設定します。

4.

アクションを設定します。これには次のものが含まれます。
• [Log to system table] (システムテーブルへのログ) - システムテーブルにレコードを追加します。こ
のレコードをクエリして、制限を超えているかどうかを判断できます。
• [Alert] (アラート) -Amazon SNS を使用して通知サブスクリプションを設定し、制限に違反した場合
に通知を送信します。新しい Amazon SNS トピックを作成することも、既存のトピックを使用する
こともできます。
• [Turn off user queries] (ユーザークエリを無効にする) - クエリを無効にして Amazon Redshift
Serverless の使用を停止します。また、通知を送信します。
最初の 2 つのアクションは情報提供ですが、最後のアクションはクエリ処理をオフにします。

5.

オプションで、[Cross-Region data sharing usage limit] (クロスリージョンでのデータ共有の使用制限)
を設定すると、プロデューサーリージョンからコンシューマーリージョンのコンシューマーに転送さ
れるデータ量が制限されます。これを行うには、[Add limit] (制限の追加) を選択して手順を実行しま
す。

6.

[Save changes] (変更の保存) を選択して設定を保存します。

クエリ制限の管理
ワークグループの [Limits] (制限) タブでは、クエリ実行タイムアウトを指定するための制限を追加できま
す。
1.

[Manage query limits] (クエリ制限の管理) を選択します。[Manage query limits] (クエリ制限の管理) ダ
イアログで [Add limit] (制限の追加) を選択します。

2.

[Limits] (制限) に秒単位で整数値を入力します。これは、クエリがタイムアウトするまでの経過時間を
指定します。
以前にタイムアウト制限を設定した場合は、削除して新しい値を指定できます。

3.

[Save changes] (変更の保存) を選択して設定を保存します。

クエリ制限と構成パラメータを変更すると、データベースが再起動します。
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ワークグループの削除
コンソールを使用してワークグループを削除できます。これを行う前に、データをバックアップとスナッ
プショットが適切であることを確認します。ワークグループの一部として削除されたリソースは、多くの
場合、取得できません。
以下のステップを実行します。
1.

[Amazon Redshift Serverles]、[Workgroup configuration] (ワークグループの設定)、[Delete Amazon
Redshift Serverless instance] (Amazon Redshift Serverless インスタンスの削除) を選択します。

2.

ダイアログが開きます。ワークグループの削除を選択すると、すべての使用制限、すべての VPC エン
ドポイント、VPC エンドポイントへのアクセスが削除されます。
確認のため、delete と入力し、[Delete] (削除) を選択します。

ステップが完了すると、ワークグループのステータスが [Deleting] (削除中) になり、ワークグループを削
除中であることがバナーに表示されます。削除プロセスの進行中に、[Serverless dashboard] (サーバー
レスダッシュボード) の一部の機能は無効になります。ただし、[Provisioned clusters dashboard] (プロビ
ジョニングされたクラスターダッシュボード) で、プロビジョニングされたクラスターを設定できます。
ワークグループを削除すると、そのワークグループ名前空間と一緒に表示されません。[Create workgroup]
(ワークグループの作成) ボタンを選択して新しいものを作成することもできます。
既存のワークグループを削除し、別の設定の新しいワークグループを同じ名前空間に関連付けることがで
きます。新しいワークグループを作成する場合は、名前空間に関連付けられたデータのサイズで動作する
基本容量を選択します。
カスタマー管理キー (CMK) で作成された名前空間に、ワークグループを関連付けることができま
す。AWS KMS の詳細については、「AWS KMS の概念」を参照してください。

名前空間の検索
Amazon Redshift Serverless では、名前空間はデータベースオブジェクトの論理コンテナを定義します。
テーブル、ワークグループ、およびその他のデータベースリソースを保持できます。Amazon Redshift メ
ニューで、[Namespaces] (名前空間) リストから選択してプロパティを表示または編集できます。コンソー
ルの情報には、名前空間名、管理者名、およびその他のプロパティが含まれます。
名前空間の設定とプロパティは複数のタブにあります。これには以下が含まれます。
• [Workgroup] (ワークグループ) - 名前空間に関連付けられているワークグループを表示します。
• [Data back up] (データのバックアップ) -スナップショットの構成と作成、および復旧ポイントの構成が
可能です。
• [Security and encryption] (セキュリティと暗号化) - IAM ロールのアクセス許可を管理し、セキュリティ
と暗号化の設定を表示または編集できます。これには、暗号化キーのステータスおよび監査ログ設定が
含まれます。
• [Datashares] (データ共有) -データ共有を表示します。

名前空間の設定
Amazon Redshift Serverless では、名前空間はデータベースオブジェクトのコンテナを定義します。ナビ
ゲーションリストで [Namespace configuration] (名前空間の設定) を選択し、リストから名前空間を選択し
て、その設定を編集します。
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名前空間の一般情報には、次の情報が含まれています。
• [Namespace] (名前空間) -名前。
• [Namespace ID] (名前空間 ID) - 一意の識別子。
• [ARN] - リソースを指定するために使用される一意の識別子AWS。これには、リージョンやサービスな
どのプロパティが含まれています。
• [Status] (ステータス) - [Available] (使用可能) などのステータス。
• [Date created] (作成日) -名前空間が作成された日付。
• [Storage used] (使用するストレージ) -名前空間とそのすべてのオブジェクトによって使用されるスト
レージ領域。
• [Admin user name] (管理者ユーザー名) -管理者アカウント。これは通常、名前空間の作成に使用される
アカウントです。
• [Database name] (データベース名) -名前空間に含まれるデータベースの名前。
• [Total table count] (合計テーブル数) -すべてのスキーマのテーブルの数。
名前空間の追加の設定とプロパティは、複数のタブにあります。これには以下が含まれます。
• [Workgroup] (ワークグループ) - 名前空間に関連付けられているワークグループを表示します。
• [Data back up] (データのバックアップ) -スナップショットの構成と作成、および復旧ポイントの構成が
可能です。
• [Security and encryption] (セキュリティと暗号化) - IAM ロールのアクセス許可を管理し、セキュリティ
と暗号化の設定を表示または編集できます。これには、暗号化キーのステータスおよび監査ログをオ
ンにする設定が含まれます。Amazon Redshift Serverless の監査ログの詳細については、「Amazon
Redshift Serverless の監査ログ記録」を参照してください。
• [Datashares] (データ共有) -データ共有を表示します。データ共有を使用すると、データをコピーした
り移動することなく、データへのアクセスを提供できます。データ共有の詳細については、「Amazon
Redshift Serverless でのデータ共有」を参照してください。

セキュリティと暗号化を編集する
1.

コンソールのメインメニューで [Namespace configuration] (名前空間の設定) を選択し、編集する名前
空間を選択して、[Edit security and encryption] (セキュリティと暗号化を編集する) を選択します。ダ
イアログが表示されます。

2.

[Customize encryption settings] (暗号化設定のカスタマイズ) を選択し、次に [Choose an AWS
customer managed key] (AWS カスタマーマネージドキーを選択) を選択して、リソースの暗号化に使
用するキーを変更します。

3.

監査ログを使用するために、エクスポートするログを選択します。ログタイプごとに、異なるメタ
データが指定されます。

4.

変更が完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

名前空間の削除
関連付けられたワークグループを持つ名前空間を削除する場合は、まずワークグループを削除する必要が
あります。
Amazon Redshift Serverless コンソールで、以下の手順を完了します。
1.

左側のメニューから [Namespace configuration] (名前空間の設定) を選択して削除する名前空間を選択
します。

2.

[Actions] (アクション) を選択して、[Delete namespace] (名前空間の削除) を選択します。
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3.

ダイアログボックスが開きます。削除操作を完了する前に、手動のスナップショットを作成すること
で、データを保持できます。
確認のため、delete と入力し、[Delete] (削除) を選択します。

名前空間の AWS KMS キーの変更
Amazon Redshift では暗号化により、保管中のデータを保護します。Amazon Redshift Serverless は AWS
KMS キー暗号化を使用して、Amazon Redshift Serverless リソースとスナップショットの両方を自動的に
暗号化します。ベストプラクティスとして、ほとんどの組織では、保存するデータの種類を確認し、暗号
化キーを定期的に更新する計画があります。キーの更新頻度は、データセキュリティのポリシーによって
異なります。Amazon Redshift Serverless は、名前空間に対する AWS KMS キーの変更に対応しているた
め、組織のセキュリティポリシーを順守できます。
AWS KMS キーを変更しても、データは変更されません。

コンソールを使用した AWS KMS キーの変更
Amazon Redshift では暗号化により、保管中のデータを保護します。Amazon Redshift Serverless は AWS
KMS キー暗号化を使用して、Amazon Redshift Serverless とスナップショットの両方を自動的に暗号化し
ます。ベストプラクティスとして、ほとんどの組織では、保存するデータの種類を確認し、暗号化キーを
定期的に更新する計画があります。キーの更新頻度は、データセキュリティのポリシーによって異なりま
す。Amazon Redshift Serverless は、名前空間に対する AWS KMS キーの変更に対応しているため、組織
のセキュリティポリシーを順守できます。
AWS KMS キーを変更しても、データは変更されません。
1.

AWS コンソールにサインインします。Amazon Redshift コンソールを選択します。

2.

ナビゲーションメニューで、[Namespace configuration] (名前空間の設定) を選択します。リストから
名前空間を選択します。

3.

[Security and encryption] (セキュリティと暗号化) タブで、[Edit] (編集) を選択します。

4.

[Customize encryption settings] (暗号化設定のカスタマイズ) を選択し、次に名前空間のキーを選択し
ます。オプションで、新しい VPC を作成することもできます。

AWS CLI を使用した AWS KMS 暗号化キーの変更
update-namespace を使用して名前空間の AWS KMS キーを変更します。コマンドの構文を次に示しま
す。
aws redshift-serverless update-namespace
--namespace-name
[--kms-key-id <id-of-kms-key>]
// other parameters omitted here

名前空間を作成しておく必要があります。そうしないと、CLI コマンドでエラーが発生します。
キーの変更にかかる時間は、Amazon Redshift Serverless のデータ量によって異なります。通常、8 TB の
保存データにつき 15 分かかります。

制約事項
カスタマーマネージド KMS キーから AWS KMS キーには変更できません。この場合、新しい名前空間を
作成する必要があります。
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キーの変更中は、他のアクションを実行することはできません。

Amazon Redshift Serverless でのクエリとワーク
ロードのモニタリング
Amazon Redshift Serverless でのクエリとワークロー
ドのモニタリング
提供されたシステムビューを使用して、Amazon Redshift Serverless のクエリとワークロードをモニタリ
ングできます。

クエリをモニタリングするためのアクセス権の付与
スーパーユーザーは、スーパーユーザーではないユーザーにアクセス権を提供して、これらのユーザーが
すべてのユーザーに対するクエリモニタリングを実行できるようにすることが可能です。まず、クエリ
モニタリングのアクセス権を提供するためのポリシーをユーザーまたはロールに追加します。次に、ユー
ザーまたはロールにクエリモニタリング許可を付与します。

クエリモニタリングポリシーを追加する
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/iam/ を選択します。
[Access management] (アクセス管理) で、[Policies] (ポリシー) を選択します。

3.
4.

[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。
[JSON] を選択して、以下のポリシー定義を貼り付けます。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListDatabases"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift-serverless:GetCredentials",
"Resource": "*"
}
]
}

5.

[ポリシーの確認] を選択します。

6.

[Name] (名前) にポリシーの名前を入力します (例: query-monitoring)。
[Create policy] を選択します。

7.

8. [Policies] (ポリシー) で、作成したポリシーを選択します。
9. [Actions] (アクション) で [Attach] (アタッチ) をクリックします。
10. ポリシーをアタッチするユーザーまたはロールを選択し、[Attach policy] (ポリシーのアタッチ) をク
リックします。
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ユーザーにクエリモニタリング許可を付与する
sys:monitor 許可を持つユーザーは、すべてのクエリを表示できます。さらに、sys:operator許可を
持つユーザーは、クエリのキャンセル、クエリ履歴の分析、およびバキューム操作を実行することができ
ます。
1.

以下のコマンドを入力して、システムモニタリングのアクセス権を提供します。user-name は、アク
セス権を提供するユーザーの名前です。
grant "sys:monitor" to "IAM:user-name";

2.

(オプション) 以下のコマンドを入力して、システムオペレーターのアクセス権を提供します。username は、アクセス権を提供するユーザーの名前です。
grant "sys:operator" to "IAM:user-name";

ロールにクエリモニタリング許可を付与する
sys:monitor 許可を持つロールが設定されたユーザーは、すべてのクエリを表示できます。さら
に、sys:operator許可を持つロールが設定されたユーザーは、クエリのキャンセル、クエリ履歴の分
析、およびバキューム操作を実行することができます。
1.

以下のコマンドを入力して、システムモニタリングのアクセス権を提供します。role-name は、アク
セス権を提供するロールの名前です。
grant "sys:monitor" to "IAMR:role-name";

2.

(オプション) 以下のコマンドを入力して、システムオペレーターのアクセス権を提供します。rolename は、アクセス権を提供するロールの名前です。
grant "sys:operator" to "IAMR:role-name";

ビューのモニタリング
モニタリングビューは、クエリとワークロードの使用状況を監視するために使用する、Amazon Redshift
Serverless のシステムビューです。これらのビューは、pg_catalogスキーマ内にあります。用意され
たこのシステムビューは、Amazon Redshift Serverless のモニタリングに必要な情報を提供するように設
計されており、プロビジョニングされたクラスタ用のものよりもはるかにシンプルです。SYS システム
ビューは、Amazon Redshift Serverless のために動作するように設計されています。これらのビューで提
供される情報を表示するには、SQL SELECT ステートメントを実行します。
システムビューは、以下のモニタリング対象をサポートするように定義されています。
ワークロードモニタリング
以下の目的で、クエリアクティビティを時間の経過とともにモニタリングします。
• ワークロードのパターンを調べて、通常 (ベースライン) とビジネスサービスレベルアグリーメント
(SLA) に含まれるものを識別する。
• 一時的な問題によるか、さらなるアクションの理由ともなり得る、平常状態からの逸脱を迅速に特
定する。
データのロードとアンロードのモニタリング
Amazon Redshift Serverless においてのデータの出し入れは重要な機能です。データのロードおよび
アンロードには COPY および UNLOAD を使用します。また、ビジネス SLA を遵守するため、転送さ
れたバイト/行および完了したファイルの進捗状況を注意深くモニタリングする必要があります。通常
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これは、システムテーブルへのクエリを頻繁に (つまり、毎分) 実行して進行状況を追跡し、顕著な逸
脱が検出された場合には、調査や是正アクションを促すためのアラートを発生することによって実現
します。
障害と問題の診断
クエリまたはランタイムの障害に対応するために、アクションの実行が必要になる場合があります。
デベロッパーは、問題を自己診断し、適切な解決策を決定するために、システムテーブルを利用しま
す。
パフォーマンスチューニング
SLA 要件を満たしていないクエリに対しては、使用開始当初から、あるいは時間の経過とともに性
能が低下した際に調整を行う必要があります。調整のためには、実行計画、統計、有効期間、リソー
ス消費量など、ランタイムに関する詳細事項を決定する必要があります。逸脱を起こした原因を特定
し、パフォーマンスの改善の方法を探るには、問題のあるクエリにおける基準のデータが必要となり
ます。
ユーザーオブジェクトでのイベントのモニタリング
ユーザーオブジェクトでは、マテリアライズドビューのリフレッシュ、バキュームおよび分析など、
アクションやアクティビティをモニタリングする必要があります。これには、マテリアライズド
ビューの自動更新など、システムが管理するイベントも含まれます。ユーザーが開始したイベントに
ついてはその終了タイミングを、また、システムが開始した場合には最後に正常に実行されたイベン
トを、それぞれモニタリングします。
課金のための使用状況の追跡
以下の目的のために、時間の経過に伴う使用状況の傾向変化をモニタリングします。
• 予算計画ならびに事業の拡大見通しの報告。
• コールドデータの削除など、潜在的なコスト削減機会の特定。
Amazon Redshift Serverless では、STL、STV、SVCS、SVL、および一部の SVV システムテーブルと
ビューをクエリすることはできません。ただし、以下の場合を除きます。
• SVV_ALL_COLUMNS
• SVV_ALL_SCHEMAS
• SVV_ALL_TABLES
• SVV_COLUMNS
• SVV_DATASHARES
• SVV_DATASHARE_CONSUMERS
• SVV_DATASHARE_OBJECTS
• SVV_EXTERNAL_COLUMNS
• SVV_EXTERNAL_DATABASES
• SVV_EXTERNAL_PARTITIONS
• SVV_EXTERNAL_SCHEMAS
• SVV_EXTERNAL_TABLES
• SVV_REDSHIFT_COLUMNS
• SVV_REDSHIFT_DATABASES
• SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS
• SVV_REDSHIFT_SCHEMAS
• SVV_REDSHIFT_TABLES
• SVV_TABLES
• SVV_TABLE_INFO
• SVV_TRANSACTIONS
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Amazon Redshift Serverless をモニタリングするには、以下の SYS システムビューをクエリします。
• SYS_QUERY_HISTORY
• SYS_QUERY_DETAIL
• SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL
• SYS_LOAD_HISTORY
• SYS_LOAD_ERROR_DETAIL
• SYS_UNLOAD_HISTORY
• SYS_SERVERLESS_USAGE

Amazon Redshift Serverless イベント通知
Amazon EventBridge によるイベント通知
Amazon Redshift Serverless は Amazon EventBridge を使用してイベント通知を管理し、データウェアハ
ウスの変更に関する最新情報を伝えます。Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソー
スからのデータに接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。この場合、イベ
ントソースは Amazon Redshift です。環境内の監視された変更であるイベントは、Amazon Redshift デー
タウェアハウスから EventBridge に自動的に送信されます。イベントは、ほぼリアルタイムに配信されま
す。
EventBridge には、イベントルールを記述するための環境を提供するの機能が含まれ、特定のイベン
トに対して実行するアクションを指定できます。ターゲットを設定することもできます。ターゲッ
トは、EventBridge がイベントを送信できるリソースです。ターゲットには、API 送信先、Amazon
CloudWatch ロググループなどを含めることができます。ルールの詳細については、「Amazon
EventBridge ルール」を参照してください。ターゲットの詳細については、「Amazon EventBridge ター
ゲット」を参照してください。
イベントは、重大度とカテゴリに分類できます。以下のフィルタが利用可能です。
• リソースフィルター - イベントが関連付けられているリソースに基づいてメッセージを受信します。リ
ソースには、ワークグループ、スナップショットなどが含まれます。
• 時間枠フィルター - 特定の期間のイベントのスコープを設定します。
• カテゴリフィルタリング - 指定したカテゴリ内のすべてのイベントについてイベント通知を受け取るこ
とができます。
次の表には、Amazon Redshift Serverless イベントと、追加のメタデータが含まれています。
Amazon
Redshift のカ
テゴリ

外部イベント ID

イベント
の重大度

メッセージ説明

RateChange

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1001

INFO

ワークグループベース
RPU の変更が <time in
UTC> に正常に完了し
ました。

RateChange

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1002

ERROR

ワークグループベース
RPU の変更が <time in
UTC> に完了に失敗し
ました。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

外部イベント ID

イベント
の重大度

メッセージ説明

モニタリング REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1003

INFO

ソフトウェアは、<time
in UTC> に Amazon
Redshift データウェ
アハウス <endpoint
name> で更新されまし
た。

モニタリング REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1500

ERROR

アカウントの Elastic
IP アドレスの上限を
超過したため、ワーク
グループ <workgroup
name> を作成または更
新できません。未使用
の Elastic IP アドレス
を削除するか、Amazon
EC2 で上限の引き上げ
をリクエストしてくだ
さい。

モニタリング REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1501

ERROR

サブネット <subnet id>
には使用可能な IP アド
レスがありません。こ
れにより、次のクエリ
タイプがワークグルー
プ <workgroup name>
で正常に実行されな
くなります: EMR、
フェデレーションクエ
リ、Amazon EC2 から
の COPY/UNLOAD。
この問題を解決するに
は、ENI を削除してサ
ブネットの IP を解放し
ます。

モニタリング REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1502

ERROR

サブネット <subnet id>
には使用可能な IP ア
ドレスがありません。
これにより、Amazon
EMR、Redshift フェ
デレーテッドクエ
リ、Redshift COPY/
UNLOAD、Redshift ML
クエリタイプをワーク
グループ <workgroup
name> で正常に実行
されなくなります。
この問題を解決する
には、Elastic Network
Interface (ENI) を削除
してサブネットの IP を
解放します。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

外部イベント ID

イベント
の重大度

メッセージ説明

管理

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1008

INFO

Amazon Redshift ワー
クグループ <workgroup
name> が作成され、使
用可能です。

管理

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1009

INFO

Amazon Redshift ワー
クグループ <workgroup
name> は <time in
UTC> に削除されまし
た。

モニタリング REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1000

INFO

スナップショット
<snapshot name> は
<time in UTC> に正常
に完了しました。

管理

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1004

INFO

名前空間 <namespace
name> のスナップ
ショットからの復元が
<time in UTC> に正常
に完了しました。

管理

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1005

ERROR

名前空間 <namespace
name> のスナップ
ショットからの復元が
<time in UTC> に失敗
しました。

管理

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1006

INFO

名前空間 <namespace
name> のリカバリポ
イントからの復元が
<time in UTC> に正常
に完了しました。

管理

REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1007

INFO

名前空間 <namespace
name> のリカバリポ
イントからの復元が
<time in UTC> に失敗
しました。

Amazon Redshift Serverless アラームの管理
Amazon Redshift Serverless コンソールで作成するアラームは、CloudWatch アラームです。これら
は、Amazon Redshift Serverless の監査ログ記録 (p. 51) に示すメトリックスを追跡することで、サー
バーレス名前空間、ワークグループ、データベースについて積極的な意思決定を行うのに役立ちます。
たとえば、アラームを High DatabaseConnections に設定し、ワークグループに重い負荷が発生してい
るかを確認できます。また High DataStorage に設定すると、名前空間がデータに使用しているストレー
ジ領域を追跡できます。
[Alarms] (アラーム) ページの [Actions] (アクション) ドロップダウンリストで、作成したアラームを編集ま
たは削除できます。また、Slack や Amazon Chime のウェブフック URL を指定して、CloudWatch から

50

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift Serverless の監査ログ記録

Slack または Amazon Chime にアラートを送信する Slack アラームまたは Amazon Chime アラートを作成
できます。
CloudWatch コンソール、Amazon Redshift Serverless コンソールを使用するか、AWS CLI や AWS SDK
などのメトリクスを操作するその他の方法を使用して、アラームを作成できます。

Amazon Redshift Serverless コンソールで CloudWatch アラームを作成するには
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.

ダッシュボードの右上にある [Go to Serverless] (サーバーレスに移動) を選択します。

3.

ナビゲーションメニューで、[Alarms] (アラーム)、[Create alarm] (アラームの作成) の順に選択しま
す。

4.

[Create alarm (アラームの作成)] ページで、プロパティを入力して CloudWatch アラームを作成しま
す。

5.

[アラームの作成] を選択します。

Amazon Redshift Serverless の監査ログ記録
ログのエクスポート
Amazon Redshift Serverless を設定することで、接続、ユーザー、およびユーザーアクティビティに
関するログデータを、Amazon CloudWatch Logs のロググループにエクスポートできます。Amazon
CloudWatch Logs を使用すると、ログデータのリアルタイム分析や、CloudWatch を使用したアラームの
作成、メトリクスの表示を行うことができます。CloudWatch Logs を使用して、非常に耐久性が高いスト
レージにログレコードを格納できます。
生成されたログデータを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするには、コンソールの Amazon
Redshift Serverless 設定で、エクスポート対象のログを選択する必要があります。

CloudWatch でのログイベントのモニタリング
エクスポートする Redshift ログを選択すると、Amazon CloudWatch Logs でイベントをモニタリングでき
るようになります。Amazon Redshift Serverless のための新しいロググループは、次の (log_type がログ
タイプを表す) プレフィックスを使用して自動的に作成されます。
/aws/redshift/serverless/<log_type>

例えば、接続ログをエクスポートする場合、そのログデータは次のロググループに保存されます。
/aws/redshift/serverless/connectionlog

ログイベントをロググループに対しエクスポートする際には、サーバーレスログストリームが使用されま
す。この場合の動作は、次の条件のうちのどれが true であるかによって異なります。
• 指定された名前のロググループが存在する。Redshift は、既存のロググループを使用してログデータを
エクスポートします。事前定義されたログ保持期間、メトリクスフィルター、カスタムアクセスを持つ
ロググループを作成するために、AWSCloudFormation で提供されているものをはじめとした自動設定
機能を使用できます。
• 指定された名前のロググループが存在しない。対称となるログエントリがインスタンスのログで検出さ
れると、Amazon Redshift Serverless は自動的に、Amazon CloudWatch Logs 内で新しいロググループ
を作成します。このロググループは、デフォルトの失効なしのログ保持期間を使用します。ログの保持
期間を変更するには、Amazon CloudWatch Logs コンソール、AWS CLI、または Amazon CloudWatch

51

Amazon Redshift 管理ガイド
ログのエクスポート

Logs API を使用します。CloudWatch Logs でログの保持期間を変更する方法については、「ロググルー
プとログストリームの操作」の「CloudWatch Logs でログデータ保管期間を変更する」を参照してくだ
さい。
ログイベント内で情報を検索するには、Amazon CloudWatch Logs コンソール、AWS CLI、または
Amazon CloudWatch Logs API を使用します。検索およびログデータのフィルタ処理の詳細については、
「ログデータの検索およびフィルタ処理」を参照してください。

Amazon Redshift Serverless のメトリクス
Amazon Redshift Serverless メトリクスは、コンピューティングメトリクス、データ、ストレージメトリ
クスに分割され、それぞれワークグループディメンションセットと名前空間ディメンションセットに分類
されます。ワークグループおよび名前空間の詳細については、「Overview of Amazon Redshift Serverless
workgroups and namespaces」(Amazon Redshift Serverless ワークグループと名前空間の概要) を参照し
てください。
CloudWatch のコンピューティングメトリクスは以下のとおりです。

CloudWatch のコンピューティングメトリクス
メトリクス名

単位

説明

ディメンションのセッ
ト

QueriesCompletedPerSecond

クエリ件数

1 秒ごとに完了し
たクエリの数。

{Database,
LatencyRange,
Workgroup},
{LatencyRange,
Workgroup}

QueryDuration

マイクロ秒

クエリを完了する
までの平均時間。

{Database,
LatencyRange,
Workgroup},
{LatencyRange,
Workgroup}

QueriesRunning

クエリ件数

ある時点における
実行中のクエリの
数。

{Database, QueryType,
Workgroup},
{QueryType,
Workgroup}

QueriesQueued

クエリ件数

ある時点における
キュー内のクエリ
の数。

{Database, QueryType,
Workgroup},
{QueryType,
Workgroup}

DatabaseConnections

接続の数

ある時点における
データベースへの
接続の数。

{Database,
Workgroup},
{Workgroup}

QueryRuntimeBreakdown

ミリ秒

クエリステージご
との、クエリが実
行された合計時
間。

{Database, Stage,
Workgroup}, {Stage,
Workgroup}

ComputeCapacity

RPU

過去 30 分間に割
り当てられたコン
ピューティングユ
ニットの、最も近

{Workgroup}
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メトリクス名

単位

説明

ディメンションのセッ
ト

い整数に切り上げ
られた平均数。
ComputeSeconds

RPU 秒

過去 30 分間に
使用されたコン
ピューティング
ユニットの累積秒
数。

{Workgroup}

QueriesSucceeded

クエリ件数

過去 5 分間に成功 {Database, QueryType,
したクエリの数。 Workgroup},
{QueryType,
Workgroup}

QueriesFailed

クエリ件数

過去 5 分間に失敗 {Database, QueryType,
したクエリの数。 Workgroup},
{QueryType,
Workgroup}

UsageLimitAvailable

RPU 時間または
TB

UsageType
{UsageLimitId,
に応じ
UsageType,
て、UsageLimitAvailable
Workgroup}
は次の値を返しま
す。
• UsageType が
SERVERLESS_COMPUTE
の場
合、UsageLimitAvailable
は、ワークグ
ループが指定し
た制限内でクエ
リできる RPU
時間の残り数を
返します。
• UsageType
が CROSSREGIONDATASHARING
の場
合、UsageLimitAvailable
は、お客様が指
定した制限内で
スキャンできる
残りの TB 数を
返します。
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メトリクス名

単位

説明

ディメンションのセッ
ト

UsageLimitConsumed

RPU 時間または
TB

UsageType
{UsageLimitId,
に応じ
UsageType,
て、UsageLimitConsumed
Workgroup}
は次の値を返しま
す。
• UsageType が
SERVERLESS_COMPUTE
の場
合、UsageLimitConsumed
は、指定された
制限内でワーク
グループが既
にクエリした
RPU 時間数を
返します。
• UsageType
が CROSSREGIONDATASHARING
の場
合、UsageLimitConsumed
は、指定された
制限内でお客様
がスキャンにす
でに使用した
TB の数を返し
ます。

CloudWatch のデータおよびストレージメトリクスは以下のとおりです。

CloudWatch データおよびストレージメトリクス
メトリクス名

単位

説明

ディメンションのセッ
ト

TotalTableCount

テーブルの数

ある時点での
既存のユーザー
テーブルの数。
この合計には
Amazon Redshift
Spectrum テーブ
ルは含まれませ
ん。

{Database,
Namespace}

DataStorage

Megabytes

Redshift データに
ディスクまたはス
トレージ領域で使
用されるメガバイ
ト数。

{Namespace}
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SnapshotStorage メトリクスは名前空間およびワークグループに依存しません。CloudWatch の
SnapshotStorage メトリクスを示します。

CloudWatch SnapshotStorage のメトリクス
メトリクス名

単位

説明

ディメンションのセッ
ト

SnapshotStorage

Megabytes

ディスクまたはス
トレージ領域でス
ナップショットに
使用されているメ
ガバイト数。

{}

ディメンションのセットは、メトリクスに適用されるグループ化ディメンションです。これらのディメン
ショングループを使用して、統計の取得方法を指定できます。
以下は、特定のメトリクスに対するディメンションとディメンション値を詳しく説明した表です。

CloudWatch のディメンションとディメンション値
ディメンション

説明と値

DatabaseName

データベースの名前。カスタム値。

Latency

可能な値は以下のとおりです。
• Short – 10 秒未満
• medium – 10 秒～10 分
• Long – 10 分超過

QueryType

指定できる値は
INSERT、DELETE、UPDATE、UNLOAD、LOAD、SELECT､CTAS、
および OTHER です。

stage

クエリの実行ステージ。可能な値は以下のとおり
です。
• QueryPlanning: SQL ステートメントの解析と最
適化にかかった時間。
• QueryWaiting: WLM キューの待機にかかった時
間。
• QueryExecutingRead: 読み込みクエリの実行に
かかった時間。
• QueryExecutingInsert: 挿入クエリの実行にか
かった時間。
• QueryExecutingDelete: 削除クエリの実行にか
かった時間。
• QueryExecutingUpdate: 更新クエリの実行にか
かった時間。
• QueryExecutingCtas: テーブル作成クエリの実行
にかかった時間。
• QueryExecutingUnload: アップロードクエリの実
行にかかった時間。
• QueryExecutingCopy: コピークエリの実行にか
かった時間。
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ディメンション

説明と値
• QueryCommit: コミットにかかった時間。

Namespace

名前空間の名前 カスタム値。

Workgroup

ワークグループの名前。カスタム値。

UsageLimitId

使用制限の識別子。

UsageType

制限される Amazon Redshift Serverless 機能。可
能な値は以下のとおりです。
• SERVERLESS_COMPUTE
• CROSS_REGION_DATASHARING

スナップショットと復旧ポイントの操作
スナップショットと復旧ポイントの操作
サーバーレススナップショットには、名前空間内のすべてのオブジェクトとデータが含まれます。スナッ
プショットを復元するには、次の 3 つのシナリオがあります。
• サーバーレススナップショットをサーバーレス名前空間に復元します。
• サーバーレススナップショットをプロビジョニングされたクラスターに復元します。
• プロビジョニングされたクラスタースナップショットをサーバーレス名前空間に復元します。
Amazon Redshift Serverless コンソールで作成したスナップショットを、プロビジョニングされた
Amazon Redshift クラスターに復元できます。この場合、使用するノードタイプ (RA3 など) とノード数を
選択して、クラスターレベルまたはノードレベルで設定を制御できます。復元を開始するには、Amazon
Redshift Serverless コンソールからスナップショットを選択し、復元先のプロビジョニングされたクラス
ターの ID を指定します。プロビジョニングされたクラスターのスナップショットをサーバーレス名前空
間に復元するには、Redshift プロビジョニングコンソールから開始し、復元するスナップショットを選択
して、[Restore from snapshot] (スナップショットからの復元)、[Restore to serverless namespace] (サー
バーレス名前空間に復元する) を選択します。
サーバーレス名前空間にスナップショットを復元すると、データベースがスナップショット内のデータ
ベースに置き換えられます。30 分ごとに作成され、24 時間保持される復旧ポイントをサーバーレス名前
空間に復元することもできます。
プロビジョニングされたクラスタースナップショットをサーバーレス名前空間に復元するには、Redshift
プロビジョニングコンソールに移動します。
サーバーレス名前空間へのスナップショットの復元は、2 つの段階で行われます。最初の段階は数分で完
了します。この段階では、データを名前空間に復元し、クエリで使用できるようにします。2 番目の段階
では、データベースのチューニングが行われ、小さなパフォーマンスの問題が発生する可能性がありま
す。この 2 番目の段階は、数時間から数日、場合によっては数週間必要となる場合があります。この処理
時間の長さはデータのサイズによって異なりますが、データベースのチューニングが進むと、パフォーマ
ンスは徐々に向上します。この段階の終了時には、サーバーレス名前空間が完全にチューニングされ、ク
エリの送信時にパフォーマンスが発生しません。
最後に、スナップショットを他の AWS アカウントと共有することもできます。これにより、スナップ
ショット内のデータにアクセスし、クエリを実行できるようになります。
スナップショットの詳細を表示するには、Amazon Redshift Serverless コンソールで詳細ページを
表示するか、Amazon Redshift Serverless API オペレーション ListSnapshots または AWS CLI の
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list-snapshots のオペレーションを呼び出します。Amazon Redshift Serverless コンソールには、
リカバリポイントの詳細ページも含まれています。AWS CLI の list-recovery-points、または
ListRecoveryPoints API オペレーションを呼び出すこともできます。

スナップショット
Amazon Redshift Serverless コンソールで作成したスナップショットを、ワークグループに関連付けられ
ている使用可能な名前空間に復元できます。クエリや変更の準備ができたら、名前空間は使用可能になり
ます。AWS マネージド KMS キーで暗号化されたスナップショットをサーバーレス名前空間に復元できま
す。
Amazon Redshift Serverless コンソールで、すべてのスナップショットのリストを表示するには、[Data
backup] (データバックアップ) を選択します。
スナップショットを作成するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

[Create snapshot] (スナップショットを作成) を選択します。

3.

スナップショットを作成する名前空間を選択します。

4.

スナップショット ID を入力します。

5.

(オプション) 保持期間を選択します。[Custom value] (カスタム値) を選択した場合は、日数を選択し
ます。選択する値は、1 ～ 3,653 日の間でなければなりません。デフォルトは [retain indefinitely] (無
期限に保持) です。

6.

[Create] を選択します。

名前空間の設定からスナップショットを作成するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Namespace configuration] (名前空間の設定) を選択しま
す。

2.

スナップショットを作成する名前空間を選択します。作成できるのは、ワークグループに関連付けら
れ、ステータスが [Available] (使用可能) の名前空間のスナップショットのみです。

3.

[Data backup] (データバックアップ) タブを選択します。

4.

[Create snapshot] (スナップショットを作成) を選択します。

5.

スナップショット ID を入力します。

6.

(オプション) 保持期間を選択します。[Custom value] (カスタム値) を選択した場合は、日数を選択し
ます。選択する値は、1 ～ 3,653 日の間でなければなりません。

7.

[Create] を選択します。

スナップショットをサーバーレス名前空間に復元するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

復元するスナップショットを選択します。一度に復元できるのは 1 つのスナップショットのみです。

3.

[Actions] (アクション)、[Restore to serverless namespace] (サーバーレス名前空間に復元する) の順に
選択します。

4.

復元先に使用可能な名前空間を選択します。ステータスが [Available] (使用可能) の名前空間にのみ復
元できます。

5.

[復元] を選択します。

スナップショットをプロビジョニングされたクラスターに復元するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

復元するスナップショットを選択します。
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3.

[Actions] (アクション)、[Restore to provisioned cluster] (プロビジョニングされたクラスターに復元す
る) の順に選択します。

4.

クラスター識別子を入力します。

5.

[Node type] (ノードタイプ) を選択します。ノード数は、ノードタイプによって異なります。

6.

コンソールページの指示に従って [Cluster configuration] (クラスター設定)のプロパティを入力しま
す。詳細については、「クラスターの作成」を参照してください。

スナップショットの保存期間を更新するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

更新するスナップショットを選択します。

3.

[Actions] (アクション)、[Set manual snapshot settings] (手動スナップショット設定) の順に選択しま
す。

4.

保持期間を選択します。[Custom value] (カスタム値) を選択した場合は、日数を選択します。

5.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

スナップショットを削除するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

削除するスナップショットを選択します。

3.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。

4.

[削除] を選択します。

名前空間を削除する前に、名前空間内のすべてのデータの最終スナップショットを作するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Namespace configuration] (名前空間の設定) を選択しま
す。

2.

削除する名前空間を選択します。

3.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。

4.

[Create final snapshot] (最終スナップショットの作成) を選択します。

5.

スナップショットの名前を入力します。

6.

delete (削除) と入力します。

7.

[削除] を選択します。

別の AWS アカウントとスナップショットを共有するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

共有するスナップショットを選択します。

3.

[Action] (アクション)、[Manage access] (アクセスの管理) の順にクリックします。

4.

AWS アカウントID を入力します。

5.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

プロビジョニングされたクラスターのスナップショットについては、「Amazon Redshift 管理ガイド」の
「Amazon Redshift スナップショット」を参照してください。

復旧ポイント
Amazon Redshift サーバーレスの復旧ポイントは 30 分ごとに作成され、24 時間保存されます。
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Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択して、復元ポイ
ントを管理します。以下の操作が行えます。
• 復旧ポイントでのサーバーレス名前空間の復元。
• 復旧ポイントのスナップショットへの変換。
サーバーレス名前空間を復旧ポイントに復元するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

復旧ポイントで、復元する復旧ポイントの [Creation time] (作成時刻) を選択します。

3.

[復元] を選択します。ステータスが [Available] (利用可能) の名前空間にのみ復元できます。

4.

テキスト入力フィールドに restore (復元) と入力し、[Restore] (復元) を選択します。

復旧ポイントをスナップショットに変換するには
1.

Amazon Redshift Serverless コンソールで、[Data backup] (データのバックアップ) を選択します。

2.

復旧ポイントで、スナップショットに変化する復旧ポイントの [Creation time] (作成時刻) を選択しま
す。

3.

[Create snapshot from recovery point] (復旧ポイントからスナップショットを作成する) を選択しま
す。

4.

スナップショット ID を入力します。

5.

[Create] を選択します。

AWS Command Line Interface および Amazon Redshift
Serverless API を使用したスナップショットと復元ポイントの管
理
AWS コンソールの使用とは別に、AWS CLIまたは Amazon Redshift Serverless API を使用して、スナッ
プショットと復旧ポイントを操作することもできます。
スナップショットを作成するには、AWS Command Line Interfaceオペレーション、create-snapshot を使
用します。Amazon Redshift Serverless API オペレーション CreateSnapshot を使用することもできま
す。スナップショットは名前空間に関連付けられている必要があるため、リクエストに名前空間の名前を
含める必要があります。デフォルトでは、Amazon Redshift Serverless はスナップショットを無期限に保
持しますが、リクエストで保持期間を指定できます。
スナップショットを復元するには、restore-from-snapshot または RestoreFromSnapshot を使用
します。Amazon Redshift サーバーレスからプロビジョニングされたクラスターにスナップショットを復
元する場合は、復元するスナップショットの snapshotArn を指定する必要があります。あるいは、サー
バーレスからサーバーレスに復元する場合は、snapshotArn または snapshotName を指定できます。
ただし、両方は指定できません。
スナップショットが関連付けられている名前空間やスナップショット内のデータの大きさなど、スナッ
プショットに関する情報を取得するには、AWS CLIオペレーション get-snapshot を使用します。また
は、API オペレーション GetSnapshot を使用することもできます。複数のスナップショットに関する情
報を一度に取得するには、list-snapshotsまたは ListSnapshots を使用します。
スナップショットを削除するには、CLI オペレーション delete-snapshot または API オペレーショ
ンDeleteSnapshot を使用します。
復旧ポイントは Amazon Redshift Serverless によって自動的に作成されるため、AWS CLIまたは API オ
ペレーションを使用して復旧ポイントを作成します。スナップショットからデータを復元するのと同様
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に、restore-from-recovery-pointまたは RestoreFromRecoveryPoint を使って復旧ポイン
ト内のデータを名前空間に復元できます。また、convert-recovery-point-to-snapshotまたは
ConvertRecoveryPointToSnapshot を使用して、復旧ポイントをスナップショットに変換することも
できます。
特定の復旧ポイントに関する情報を表示するには、get-recovery-pointまたは GetRecoveryPoint
を使用します。複数の復旧ポイントに関する情報を取得するには、list-recovery-pointsまたは
ListRecoveryPoints を使用します。

Amazon Redshift Serverless でのデータ共有
データ共有により、Amazon Redshift Serverless で更新された情報を、最新かつ一貫性のある状態で共有
できます。

Amazon Redshift Serverless でのデータ共有
データ共有を使用すると、データにライブアクセスできるため、Amazon Redshift Serverless で更新され
た一貫性のある最新情報をユーザーが確認できます。

Amazon Redshift Serverless でのデータ共有の使用開始
同じもしくは異なる AWS アカウント に対し、異なる Amazon Redshift Serverless インスタンスを通じ
て、データを読み取り目的で共有します。
データ共有を開始するには、SQL インターフェイスまたは Amazon Redshift コンソールのいずれかを使用
します。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「SQL インターフェイスを使用
したデータ共有の開始」または、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「コンソールを使用した
データ共有の開始方法」を参照してください。
同じ AWS アカウント 内では、Amazon Redshift Serverless から別のインスタンスへ、プロビジョニング
されたクラスターから Amazon Redshift Serverless へ、または Amazon Redshift Serverless からプロビ
ジョニングされたクラスターへ、読み取り目的でデータを共有できます。SQL インターフェイスを使用し
ての AWS アカウント 内でのデータの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「AWS アカウント アカウント内でのデータ共有」を参照してください。
異なる AWS アカウント 間では、Amazon Redshift Serverless から別のインスタンスへ、プロビジョニン
グされたクラスターから Amazon Redshift Serverless へ、または Amazon Redshift Serverless からプロビ
ジョニングされたクラスターへ、読み取り目的でデータを共有できます。AWS アカウント 間でのデータ
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「AWS アカウント 間のデータの
共有」を参照してください。
AWS アカウント 内でのデータ共有を開始するには、AWS Management Consoleを開き、[Amazon
Redshift console] (Amazon Redshift コンソール) をクリックします。[Namespace configuration] (名前空
間の設定)、[Datashares] (データ共有) の順にクリックします。Amazon Redshift データベース開発者ガイ
ドの「コンソールを使用したデータ共有の開始方法」の手順に従います。
AWS アカウント の間でデータ共有を開始するには、AWS Management Consoleを開き、Amazon
Redshift コンソールをクリックします。[Datashares (データ共有)] を選択します。Amazon Redshift デー
タベース開発者ガイドの「コンソールを使用したデータ共有の開始方法」の手順に従います。
データ共有内のデータのクエリを開始するには、ワークグループが関連付けられた名前空間内にデータ
ベースを作成します。指定したデータ共有から、ワークグループが関連付けられている名前空間を選択
し、データをクエリするデータベースを作成します。「データ共有からのデータベースの作成」の手順に
従います。
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Amazon Redshift Serverless でのデータ共有に関する考慮事項
Amazon Redshift Serverless のデータ共有を使用する際の考慮事項は以下のとおりです。
• プロビジョニングされたクラスターとのデータ共有を Amazon Redshift で行う場合、プロデューサおよ
びコンシューマークラスタークラスターとしては、ra3.16xlarge、ra3.4xlarge、ra3.xlplus インスタンス
タイプのみがサポートされます。
• Amazon Redshift Serverless は、デフォルトで暗号化されます。
データ共有の制限の一覧については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「データ共有に関す
る制限事項」を参照してください。

リソースのタグ付けの概要
AWS では、タグはキーと値のペアで構成されるユーザー定義のラベルです。Amazon Redshift Serverless
では、リソースに関するメタデータを一目で確認できるタグ付けをサポートしています。
タグはリソースに必須ではありませんが、コンテキストの提供に役立ちます。リソースには、リソースに
関連する情報を含むメタデータでタグ付けしたいと思うかもしれません。たとえば、テスト環境に属す
るリソースと本稼働環境に属するリソースを追跡するとします。環境という名前のキーを作成し、テスト
用または本番稼働用の値を指定して、各環境で使用されるリソースを特定できます。他の AWS サービス
でタグ付けを使用する場合や、ビジネスの標準カテゴリがある場合、一貫性を保つためにリソースに同じ
キーと値のペアを作成することをお勧めします。
リソースを削除した場合、関連付けられたタグが削除されます。AWS CLI と Amazon Redshift サーバー
レスコンソールの両方を使用して、サーバーレスリソースにタグ付けできます。使用可能な API オペレー
ションは TagResource、UntagResource、ListTagsForResource です。
各リソースには、リソースに割り当てられた 1 つ以上のタグの集合であるタグセットが 1 つあります。リ
ソースごとに、タグセットあたり最大 50 個のタグを含めることができます。タグは、リソースの作成時
とリソースの作成後に追加できます。以下のサーバーレスリソースタイプにタグを追加できます。
• ワークグループ
• 名前空間
タグには、次の要件があります。
• キーにプレフィックス aws: を付けることはできません。
• キーはタグセットごとに一意であることが必要です。
• キーに使用できる文字数は 1～128 文字です。
•
•
•
•

値に使用できる文字数は 0～256 文字です。
値は、タグセットごとに一意にする必要はありません。
キーと値に使用できる文字は、Unicode 文字、数字、空白、および _ . : / = + - @ の記号です。
キーと値は大文字と小文字が区別されます。

Amazon Redshift サーバーレスリソースのタグを管理するには
1.
2.
3.

Amazon Redshift サーバーレスコンソールで、[Manage Tags] (タグの管理) を選択します。
検索するリソースタイプを入力し、[Search resources] (リソースを検索) を選択します。タグを管理す
るリソースを選択し、[タグの管理] (タグの管理) を選択します。
リソースに追加するキーとオプションの値を指定します。タグを変更する場合、タグの値を変更する
ことはできますが、キーは変更できません。
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4.

タグの追加、削除、変更が完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択し、[Apply] (適用) を選択
して変更を保存します。

Amazon Redshift サーバーレスを使用する場合の考
慮事項
Amazon Redshift サーバーレスが利用できる AWS リージョン リージョンの一覧については、「アマゾン
ウェブ サービス全般のリファレンス」の「Amazon Redshift サーバーレス API」に記載されているエンド
ポイントを参照してください。
Amazon Redshift サーバーレスによって使用される一部のリソースは、クォータの対象となります。詳細
については、「Amazon Redshift Serverless オブジェクトのクォータ (p. 592)」を参照してください。
カーソルを宣言すると、Amazon Redshift サーバーレスの結果セットサイズの指定が DECLARE に指定さ
れます。
メンテナンスウィンドウ - Amazon Redshift Serverless では、メンテナンスウィンドウは使用できませ
ん。ソフトウェアバージョンの更新は自動的に適用されます。Amazon Redshift では、バージョンを
切り替えても、既存の接続やクエリの実行は中断されません。新しい接続は、常に Amazon Redshift
Serverless と瞬時に接続して動作します。
[AQUA] - Amazon Redshift の AQUA (アドバンストクエリアクセラレータ) は、Amazon Redshift
Serverless ではサポートされていません。
[Availability Zone IDs] (アベイラビリティゾーン ID) - Amazon Redshift Serverless インスタンスを設定する
際には、[Additional considerations] (追加の考慮事項) を開き、[Subnet] (サブネット) に表示されているサ
ブネット ID に、サポートされているアベイラビリティゾーン ID が少なくとも 3 つ含まれていることを確
認します。サブネットからアベイラビリティーゾーン ID へのマッピングを確認するには、VPC コンソー
ルを開いて [Subnets] (サブネット) をクリックし、アベイラビリティーゾーン ID とサブネット ID のリス
トを表示します。サポートされているアベイラビリティーゾーン ID に、サブネットがマッピングされてい
ることを確認します。サブネットの作成については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC にサブネット
を作成する」を参照してください。
[Three subnets] (3 つのサブネット) - 少なくとも 3 つのサブネットが必要で、それらが 3 つのアベイラ
ビリティゾーンにまたがっている必要があります。例えば、アベイラビリティゾーン us-east-1a、useast-2a、us-east-1c にマッピングされる 3 つのサブネットを使用できます。
[Storage space after migration] (移行後のストレージスペース) - 小さな Amazon Redshift プロビジョニン
グクラスターを Amazon Redshift Serverless に移行すると、移行後にストレージ領域の割り当てが増加す
ることがあります。これは、ストレージ領域の割り当てが最適化され、ストレージ領域が事前に割り当て
られたためです。この領域は、Amazon Redshift Serverless でデータが増加するにつれ、一定期間使用さ
れます。
Amazon Redshift Severless と Amazon Redshift でプロビジョニングされたクラスター間のデータ共有 Amazon Redshift Serverless がプロデューサーで、プロビジョニングされたクラスターがコンシューマー
であるデータ共有の場合、プロビジョニングされたクラスターのクラスターバージョンは 1.0.38214 以降
である必要があります。これ以前のクラスターバージョンを使用する場合、クエリを実行するとエラーが
発生します。クラスターのバージョンは、Amazon Redshift コンソールの [メンテナンス] タブで確認でき
ます。SELECT version(); を実行することもできます。
最大クエリ実行時間 - 経過したクエリ実行時間 (秒)。キューでの待機時間は実行時間に含まれません。ク
エリが設定された実行時間を超えると、Amazon Redshift Serverless はクエリを中止します。有効な値は
0～86,399 です。
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Amazon Redshift クラスター
移行のセクションでは、Amazon Redshift クラスターと呼ばれる一連のコンピューティングノードを起動
してデータウェアハウスを作成する方法の基本を学習します。
トピック
• Amazon Redshift クラスターの概要 (p. 63)
• クラスターの作成時に EC2-VPC を使用する (p. 67)
• RA3 ノードタイプの概要 (p. 69)
• RA3 ノードタイプへのアップグレード (p. 71)
• DC1 ノードタイプから DC2 ノードタイプへのアップグレード (p. 75)
• EC2-Classic の DS2 クラスターを EC2-VPC にアップグレードする (p. 76)
• リージョンとアベイラビリティーゾーンの考慮事項 (p. 76)
• クラスターのメンテナンス (p. 76)
• デフォルトのディスク容量アラーム (p. 80)
• クラスターステータス (p. 81)
• Amazon Redshift でのクラスター管理の概要 (p. 82)
• AQUA (アドバンストクエリアクセラレータ) の操作 (p. 95)
• Amazon Redshift での使用制限の管理 (p. 98)
• Amazon Redshift でのクラスター再配置の管理 (p. 99)
• Amazon Redshift での Redshift 管理の VPC エンドポイントの操作 (p. 102)
• コンソールを使ったクラスターの管理 (p. 105)
• AWS CLI および Amazon Redshift API を使用したクラスターの管理 (p. 111)
• AWS SDK for Java を使用したクラスターの管理 (p. 112)
• VPC でクラスターを管理する (p. 114)
• クラスターバージョンの履歴 (p. 122)

Amazon Redshift クラスターの概要
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。

Note
現時点では、Amazon Redshift バージョン 1.0 エンジンを利用できます。ただし、エンジンの更
新に伴い、複数の Amazon Redshift エンジンバージョンを選択できるようになる可能性がありま
す。

Amazon Redshift のクラスターとノード
Amazon Redshift クラスターは、ノードで構成されています。クラスターごとに、リーダーノードと 1 つ
または複数のコンピューティングノードがあります。リーダーノードは、クライアントアプリケーション
からクエリを受け取ってクエリを解析し、クエリ実行プランを作成します。次に、これらのプランの並列
実行をコンピューティングノードと調整し、コンピューティングノードからの中間結果を集計します。最
終的にクライアントアプリケーションに結果を返します。
コンピューティングノードは、クエリ実行プランを実行し、これらのクエリを処理するためにコンピュー
ティングノード間でのデータ送信を行います。中間結果は、リーダーノードに送られて集計されてから、
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クライアントアプリケーションに送り返されます。リーダーノードとコンピューティングノードの詳細に
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。

Note
Amazon Redshift コンソールでクラスターを作成する場合 (https://console.aws.amazon.com/
redshift/) は、データのサイズとクエリの特性に基づいてクラスター設定に関する推奨事項を取
得できます。このサイズ計算ツールを使用するには、RA3 ノードタイプがサポートされている
AWS リージョンのコンソールで [ヘルプ選択] を見つけてください。詳細については、「クラス
ターの作成 (p. 106)」を参照してください。
クラスターを起動するときに指定するオプションの 1 つに、ノードタイプがあります。ノードタイプに
よって、各ノードの CPU、RAM、ストレージ容量、およびストレージデバイスでのタイプが決まります。
Amazon Redshift ではお客様のワークロードに対処するため、様々なノードタイプをご用意しています。
必要なパフォーマンス、データサイズ、その増大によって、RA3 または DC2 をお選びいただくよう推奨
します。
マネージドストレージが付属する RA3 ノードでは、コンピューティング性能とマネージドストレージの
スケーリングと支払いを独立させることで、データウェアハウスを最適化できます。RA3 では、パフォー
マンス要件に基づいてノードの数を選択し、使用したマネージドストレージに対してのみ料金が発生しま
す。日々処理するデータ量を基に、RA3 クラスターのサイズを選択してください。RA3 ノードタイプを使
用するクラスターは、仮想プライベートクラウド (VPC) で起動します。RA3 クラスターを EC2-Classic で
起動することはできません。詳細については、「VPC でクラスターを作成する (p. 116)」を参照してく
ださい。
Amazon Redshift のマネージドストレージでは、各 RA3 ノードに大容量の高性能 SSD を使用し、ローカ
ルストレージの高速化が行われています。また、Amazon S3 によって長期間の耐久性があるストレージ
が提供されています。1 つのノード内のデータが増加して大容量ローカル SSD のサイズを超えた場合、
そのデータは Amazon Redshift のマネージドストレージにより自動的に Amazon S3 にオフロードされ
ます。Amazon Redshift のマネージドストレージに対して支払うのは、データが高性能 SSD 内にあるか
Amazon S3 内にあるかにかかわらず、同じ低額な料金です。ますます増大するストレージを必要とする
ワークロードの場合、マネージドストレージを使用することでデータウェアハウスのストレージ容量を自
動的にスケールできます。ノードの追加やそのための支払いは必要ありません。
DC2 ノードでは、ローカル SSD ストレージを使用してコンピューティング負荷の高いデータウェアハ
ウスを持つことができます。必要なノード数はデータサイズとパフォーマンス要件に基づいて選択しま
す。DC2 ノードは高いパフォーマンスを引き出すためローカルにデータを保存し、データのサイズが増え
るに従って、さらに多くのコンピューティングノードを追加して、クラスターのストレージ容量を増強で
きます。圧縮で 1 TB 未満のデータセットでは、最も低い価格で最良のパフォーマンスを得るため、DC2
ノードタイプの利用を推奨します。データ量の増大が予想される場合は、RA3 ノードのご利用をお勧めし
ます。このタイプのノードを使用することで、コンピューティング性能とストレージを別々にサイジング
し、最高量の料金とパフォーマンスを活用できます。DC2 ノードタイプを使用するクラスターは、Virtual
Private Cloud (VPC) で起動します。DC2 クラスターを EC2-Classic で起動することはできません。詳細に
ついては、「VPC でクラスターを作成する (p. 116)」を参照してください。
DS2 ノードはハードディスクドライブ (HDD) を使用して、大容量のデータウェアハウスを作成できるの
で、代わりに RA3 ノードを使用するようお勧めします。DS2 ノードを使用している場合、アップグレー
ドのガイドラインについては、「RA3 ノードタイプへのアップグレード (p. 71)」を参照してくださ
い。ds2.xlarge のノードを 8 個以上使用しているお客様、または数に関係なく ds2.8xlarge ノードをご利
用のお客様は、RA3 にアップグレードし、同じオンデマンドコストで、2 倍のストレージとより高いパ
フォーマンスをご利用になれます。
ノードタイプは、さまざまなサイズで使用できます。ノードサイズとノードの数によって、クラスターの
ストレージ総容量が決まります。詳細については、「ノードタイプの詳細 (p. 65)」を参照してくださ
い。
ノードタイプに応じて、1 つのノード (単一ノード) または複数のノード (複数ノード) を使用できます。一
部のノードタイプのクラスターのノードの 最小数は 2 ノードです。単一ノードクラスターでは、ノードは
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機能上リーダーとコンピューティングで共有されます。単一ノードクラスターは、本番稼働ワークロード
の実行には推奨されません。マルチノードクラスターでは、リーダーノードとコンピューティングノード
は分かれています。リーダーノードは、コンピューティングノードと同じノードタイプです。料金はコン
ピューティングノードに対してのみ課金されます。
Amazon Redshift では、各 AWS リージョンにおけるそれぞれの AWS アカウントのリソースにクォータ
が適用されます。クォータは、アカウントが AWS リージョン内の特定のリソースタイプ (ノードやスナッ
プショットなど) に作成できるリソースの数を制限します。Amazon Redshift リソースに適用されるデフォ
ルトクォータの詳細については、アマゾン ウェブ サービスの全般的なリファレンスから Amazon Redshift
の制限を参照してください。上限緩和をご希望の場合は、Amazon Redshift 上限緩和申請を送信します。
クラスターのコストは、AWS リージョン、ノードタイプ、ノード数、ノードが事前に予約されているかど
うかによって異なります。ノードのコストについては、Amazon Redshift の料金表ページを参照してくだ
さい。

ノードタイプの詳細
以下のテーブルは、各ノードタイプとサイズのノード仕様をまとめたものです。表の見出しには、次の意
味があります。
• vCPU は各ノードの仮想 CPU の数です。
• RAM は、各ノードのギビバイト (GiB) 単位のメモリ量です。
• ノードあたりのスライスの数は、従来のサイズ変更でクラスターを作成またはサイズ変更するときに、
コンピューティングノードがパーティション分割されるデフォルトのスライス数です。
伸縮自在なリサイズを使用してクラスターのサイズを変更すると、ノードあたりのスライス数が変わる
可能性があります。 ただし、クラスターのすべてのコンピューティングノードのスライスの総数は、伸
縮自在なサイズ変更後も変わりません。
スナップショットからの復元操作を使用してクラスターを作成する場合、ノードタイプを変更すると、
元のクラスターから生成されるクラスターのスライスの数が変わることがあります。
• ストレージは、各ノードのストレージの容量とタイプです。
• ノード範囲は、Amazon Redshift によりサポートされている、ノードタイプとサイズに対するノードの
最小数および最大数です。

Note
選択した AWS リージョン内の AWS アカウントに適用されたクォータによっては、さらに少な
いノードに制限されることがあります。上限緩和をご希望の場合は、Amazon Redshift 上限緩
和申請を送信します。
• 総容量とは、ノード範囲で指定されているノードの最大数をデプロイした場合のクラスターのストレー
ジ合計容量です。

RA3 ノードタイプ
ノードの種類

vCPU RAM
(GiB)

ノード
ごとの
デフォ
ルトス
ライス

ノードあたり
のマネージド
ストレージの
1
制限

クラスター作
成によるノー
ド範囲

マネージドス
トレージの総
2
容量

ra3.xlplus (シ
ングルノー
ド)

4

32

2

4 TB

1

4 TB

ra3.xlplus (マ
ルチノード)

4

32

2

32 TB

2～16
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4

4

1024 TB
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1

ノードの種類

vCPU RAM
(GiB)

ノード
ごとの
デフォ
ルトス
ライス

ノードあたり
のマネージド
ストレージの
1
制限

クラスター作
成によるノー
ド範囲

ra3.4xlarge

12

96

4

128 TB

2～32

8192 TB

ra3.16xlarge

48

384

16

128 TB

2～128

16,384 TB

5

マネージドス
トレージの総
2
容量

5

Amazon Redshift マネージドストレージ用のストレージ制限を示します。これはハード制限です。

2

マネージドストレージ制限の合計は、ノードの最大数にノードあたりのマネージドストレージの制限を
掛けたものです。
3

シングルノードクラスターのサイズをマルチノードに変更するには、従来のサイズ変更のみがサポート
されます。
4

ra3.xlplus (マルチノード) ノードタイプで、最大 16 個のノードを持つクラスターを作成できます。マル
チノードクラスターでは、伸縮自在なサイズ変更により最大 32 個のノードに変更できます。
5

ra3.4xlarge ノードタイプで、最大 32 個のノードを持つクラスターを作成できます。伸縮自在なサイズ
変更で、最大 64 ノードまでノード変更できます。

高密度ストレージノードタイプ
ノードの種類

vCPU RAM
(GiB)

ノード
ごとの
デフォ
ルトス
ライス

1 ノードあた
りのストレー
ジ

ノード範囲

合計容量

ds2.xlarge

4

31

2

2 TB HDD

1～32

64 TB

ds2.8xlarge

36

244

16

16 TB HDD

2～128

2 PB

高密度コンピューティングノードタイプ
ノードの種類

vCPU RAM
(GiB)

ノード
ごとの
デフォ
ルトス
ライス

1 ノードあた
りのストレー
ジ

ノード範囲

合計容量

dc2.large

2

15

2

160 GB
NVMe-SSD

1～32

5.12 TB

dc2.8xlarge

32

244

16

2.56 TB
NVMe-SSD

2～128

326 TB

2

15

2

160 GB SSD

1～32

5.12 TB

32

244

32

2.56 TB SSD

2～128

326 TB

1

dc1.large

1

dc1.8xlarge
1

DC1 ノードタイプよりも DC2 ノードタイプをお勧めします。アップグレード方法の詳細については、
「DC1 ノードタイプから DC2 ノードタイプへのアップグレード (p. 75)」を参照してください。
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ノードタイプの以前の名前
Amazon Redshift の以前のリリースでは、特定のノードタイプは異なる名前でした。Amazon Redshift API
および AWS CLI では、以前の名前を使用できます。ただし、古い名前を参照するスクリプトは更新し、
現在の名前を使用することをお勧めします。現在の名前と以前の名前は、次のとおりです。
現在の名前

以前の名前

ds2.xlarge

ds1.xlarge、dw.hs1.xlarge、dw1.xlarge

ds2.8xlarge

ds1.8xlarge、dw.hs1.8xlarge、dw1.8xlarge

dc1.large

dw2.large

dc1.8xlarge

dw2.8xlarge

ノードの数の決定
Amazon Redshift はクラスターのすべてのコンピューティングノードにクエリを分散して並列的に実行す
るので、クラスターにノードを追加することでクエリパフォーマンスを向上させることができます。2 つ
以上のコンピューティングノードを持つクラスターを実行すると、データ損失が発生するリスクを低減す
るため、各ノードのデータが別のノードのディスクにミラーリングされます。
Amazon Redshift コンソールと Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、クエリのパフォーマンスを
モニタリングできます。クラスターの価格とパフォーマンスのバランスを維持するために、必要に応じて
ノードを追加または削除することもできます。追加のノードをリクエストしたときは、Amazon Redshift
でデプロイメント、ロードバランシング、およびデータメンテナンスの詳細がすべて管理されます。ク
ラスターパフォーマンスの詳細については、「Amazon Redshift クラスターパフォーマンスのモニタリン
グ (p. 539)」を参照してください。
リザーブドノードは、一定量の本番稼働番ワークロードに最適で、オンデマンド料金と比べて大幅な割引
を受けることができます。本番稼働設定を検証するために、実験と概念実証を実行した後で、リザーブド
ノードを購入できます。詳細については、「Amazon Redshift リザーブドノードの購入 (p. 382)」を参照
してください。
クラスターを一時停止すると、クラスターが一時停止している間にオンデマンド課金が中断されます。こ
の一時停止期間中は、バックアップストレージに対してのみお支払いいただきます。これにより、データ
ウェアハウスの容量を事前にプランニングしたり購入したりする手間が省けます。また、開発環境または
テスト環境をコスト効率のよい方法で管理することができます。
オンデマンドノードとリザーブドノードの料金については、「Amazon Redshift 料金表」を参照してくだ
さい。

クラスターの作成時に EC2-VPC を使用する
Amazon Redshift クラスターは、選択した Amazon Redshift ノードタイプとサイズに合わせて構成された
Amazon EC2 インスタンスで実行されます。EC2-VPC を使用してクラスターを作成します。EC2-Classic
をまだ使用している場合は、EC2-VPC を使用してパフォーマンスとセキュリティを向上させることをお
勧めします。これらのネットワークプラットフォームの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドからサポートされているプラットフォームを参照してください。AWS アカウントの
設定によって、EC2-VPC または EC2-Classic のどちらを利用できるかが決まります。

Note
SQL クライアントツールと Amazon Redshift データベースとの接続問題を防止するには、以下
の 2 つの方法のいずれかを実行することをお勧めします。パケットサイズの交渉をホストに許可
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する着信ルールを設定できます。または、Amazon EC2 インスタンスのネットワークインター
フェイス (NIC) で最大転送単位 (MTU) を 1500 に設定して、TCP/IP ジャンボフレームを無効化で
きます。上記の方法の詳細については、「クエリがハングして、クラスターに達しない場合があ
る (p. 304)」を参照してください。

EC2-VPC
EC2-VPC を使用する場合、クラスターは AWS アカウントに論理的に隔離された 仮想プライベートクラ
ウド (VPC) 内で稼働します。EC2-VPC プラットフォームのクラスターをプロビジョニングする場合は、
クラスターに 1 つ以上の VPC のセキュリティグループを関連付けて、クラスターへのアクセスを制御し
ます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照してくだ
さい。
VPC でクラスターを作成するには、最初に VPC のサブネット情報を指定して Amazon Redshift クラス
ターサブネットグループを作成してから、クラスターの起動時にサブネットグループを指定する必要があ
ります。詳細については、「Amazon Redshift クラスターサブネットグループ (p. 118)」を参照してくだ
さい。
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の詳細については、「Amazon VPC 製品の詳細ページ」を参
照してください。

EC2-Classic
EC2-Classic プラットフォームは、2022 年 8 月 15 日をもって提供を終了する予定です。クラスターを
EC2-Classic プラットフォームから EC2-VPC プラットフォームに移行することをお勧めします。詳細に
ついては、「EC2-Classic の DS2 クラスターを EC2-VPC にアップグレードする (p. 76)」と「EC2Classic Networking は販売終了になります — 準備方法はこちら」を参照してください。
EC2-Classic の場合、クラスターは他の AWS ユーザーと共有する単一のフラットネットワーク内で稼働し
ます。EC2-Classic プラットフォームでクラスターをプロビジョニングする場合は、クラスターに 1 つ以
上の Amazon Redshift クラスターセキュリティグループを関連付けて、クラスターへのアクセスを制御し
ます。詳細については、「Amazon Redshift クラスターセキュリティグループ (p. 523)」を参照してくだ
さい。

クラスターを起動する
AWS アカウントは、リージョンごとに EC2-VPC と EC2-Classic の両方のインスタンスを起動すること
も、EC2-VPC のみを起動することもできます。アカウントがサポートしているプラットフォームを確認
し、クラスターを起動するには、次の操作を行います。
1. クラスターをデプロイする AWS リージョンを決定します。Amazon Redshift が利用可能な AWS リー
ジョンの一覧については、Amazon Web Services 全般のリファレンスで「Amazon Redshift エンドポイ
ントとクォータ」を参照してください。
2. 選択した AWS リージョンでアカウントがサポートしている Amazon EC2 プラットフォームを確認し
ます。この情報は、Amazon EC2 コンソールで確認できます。ステップバイステップの手順について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドから「サポートされているプラットフォーム」
を参照してください。
3. アカウントが両方のプラットフォームをサポートしている場合は、EC2-VPC をお勧めします。アカウ
ントが EC2-VPC のみをサポートしている場合は、VPC にクラスターをデプロイする必要があります。
4. Amazon Redshift クラスターを起動します。Amazon Redshift コンソールを使用するか、Amazon
Redshift API、AWS CLI、SDK ライブラリを使用してクラスターを作成できます。これらのオプション
や関連ドキュメントへのリンクについては、「Amazon Redshift とは (p. 1)」を参照してください。
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RA3 ノードタイプの概要
パフォーマンスの向上とストレージ容量を増やすために、DS2 ノードタイプクラスターで実行されている
既存のワークロードを RA3 ノードタイプにアップグレードすることをお勧めします。RA3 ノードには、
次のような利点があります。
• ストレージコストを増加させることなく、コンピューティング能力を柔軟に拡張できます。また、コン
ピューティング能力を過剰にプロビジョニングすることなく、ストレージを拡張できます。
• ホットデータには高性能の SSD を使用し、コールドデータには Amazon S3 を使用します。したがっ
て、使いやすさ、コスト効率の高いストレージ、高いクエリパフォーマンスを提供します。
• また、AWS Nitro System 上に構築された高帯域幅ネットワークを使用して、Amazon S3 へのデータの
オフロードと取得にかかる時間をさらに短縮できます。
次の場合は、RA3 ノードタイプを選択することを検討してください。
• コンピューティングをストレージから別にスケーリングできる柔軟性が必要な場合。
• 合計データの一部を照会します。
• データ量は急速に増加しているか、急速に増加すると予想されます。
• パフォーマンスのニーズのみに基づいてクラスターをサイズ変更できる柔軟性が必要です。
RA3 ノードタイプを使用するには、AWS リージョンが RA3 をサポートしている必要があります。詳細に
ついては、「AWS リージョンでの RA3 ノードタイプの可用性 (p. 70)」を参照してください。

Important
ra3.xlplus ノードタイプは、クラスターバージョン 1.0.21262 以降でのみ使用できます。Amazon
Redshift コンソールを使用して、既存のクラスターのバージョンを表示できます。詳細について
は、「クラスターメンテナンスバージョンの確認 (p. 80)」を参照してください。
RA3 ノードタイプを使用するときは、必ず新しい Amazon Redshift コンソールを使用してくださ
い。
また、メンテナンストラックを使用する Amazon Redshift オペレーションで RA3 ノードタイプを
使用するには、メンテナンストラック値を、RA3 をサポートするクラスターバージョンに設定す
る必要があります。メンテナンストラックの詳細については、「クラスターメンテナンストラッ
クの選択 (p. 78)」を参照してください。
シングルノードの RA3 ノードタイプを使用する場合は、以下の点を考慮してください。
• AQUA がサポートされます。
• データ共有のプロデューサーとコンシューマーがサポートされます。
• ノードタイプを変更する際には、従来のサイズ変更のみがサポートされます。伸縮自在なサイズ変更、
またはスナップショットによる復元では、ノードタイプの変更はサポートされません。以下のシナリオ
がサポートされています。
• 従来のサイズ変更による、1 ノードの ds2.xlarge から 1 ノードの ra3.xlplus への、およびその逆方向
での変更。
• 従来のサイズ変更による、1 ノードの ds2.xlarge からマルチノードの ra3.xlplus への、およびその逆
方向での変更。
• 従来のサイズ変更による、マルチノードの ds2.xlarge から 1 ノードの ra3.xlplus への、およびその逆
方向での変更。
• 従来のサイズ変更による、1 ノードの dc2.xlarge から 1 ノードの ra3.xlplus への、およびその逆方向
での変更。
• 従来のサイズ変更による、1 ノードの dc2.xlarge からマルチノードの ra3.xlplus への、およびその逆
方向での変更。
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• 従来のサイズ変更による、マルチノードの dc2.xlarge から 1 ノードの ra3.xlplus への、およびその逆
方向での変更。

Amazon Redshift マネージドストレージの操作
Amazon Redshift マネージドストレージを使用すると、すべてのデータを Amazon Redshift に保存して
処理できると同時に、柔軟性が高まってコンピューティング容量とストレージ容量を個別にスケーリン
グできます。データの取り込みは、引き続き COPY コマンドまたは INSERT コマンドを使用して行いま
す。Amazon Redshift パフォーマンスを最適化し、ストレージ階層間で自動データ配置を管理するため
に、Amazon Redshift は、データブロックの温度、データブロックの有効期間、ワークロードパターンな
どの最適化を利用します。手動操作を行わなくても、Amazon Redshift は必要に応じてストレージを自動
的に Amazon S3 に拡張します。
ストレージコストの詳細については、「Amazon Redshift 料金表」を参照してください。

RA3 ノードタイプの管理
コンピューティングとストレージを分離するには、RA3 ノードタイプでクラスターを作成またはアップグ
レードします。RA3 ノードタイプを使用するには、仮想プライベートクラウド (EC2-VPC) にクラスター
を作成します。
RA3 ノードタイプの Amazon Redshift クラスターのノード数を変更するには、次のいずれかの操作を行い
ます。
• 伸縮自在なサイズ変更オペレーションでノードを追加または削除します。状況によっては、RA3 クラス
ターからノードを削除することは、伸縮自在なサイズ変更では許可されません。たとえば、2:1 ノード
数のアップグレードで、ノードあたりのスライス数が 32 になるとします。詳細については、「クラス
ターのサイズ変更 (p. 82)」を参照してください。 伸縮自在なサイズ変更が利用できない場合は、従
来のサイズ変更を使用してください。
• 従来のサイズ変更オペレーションでノードを追加または削除します。伸縮自在のサイズ変更では利用で
きない設定にサイズ変更する場合は、このオプションを選択します。伸縮性のあるサイズ変更は、従来
のサイズ変更よりも高速です。詳細については、「クラスターのサイズ変更 (p. 82)」を参照してくだ
さい。

AWS リージョンでの RA3 ノードタイプの可用性
RA3 ノードタイプは、次の AWS リージョンでのみ使用できます。
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1)
• 米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2)
• 米国西部 (北カリフォルニア) リージョン (us-west-1)
• 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2)
• アフリカ (ケープタウン) リージョン (af-south-1)
• アジアパシフィック (香港) リージョン (ap-east-1)
• アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン (ap-southeast-3) — ra3.4xlarge ノードタイプと
ra3.16xlarge ノードタイプのみがサポートされています
• アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン (ap-south-1)
•
•
•
•
•

アジアパシフィック (大阪) リージョン (ap-northeast-3)
アジアパシフィック (ソウル) リージョン (ap-northeast-2)
アジアパシフィック (シンガポール) リージョン (ap-southeast-1)
アジアパシフィック (シドニー) リージョン (ap-southeast-2)
アジアパシフィック (東京) リージョン (ap-northeast-1)
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• カナダ (中部) リージョン (ca-central-1)
•
•
•
•
•

中国 (北京) リージョン (cn-north-1)
中国 (寧夏) リージョン (cn-northwest-1)
欧州 (フランクフルト) リージョン (eu-central-1)
欧州 (アイルランド) リージョン (eu-west-1)
欧州 (ロンドン) リージョン (eu-west-2)

• 欧州 (ミラノ) リージョン (eu-south-1)
• 欧州 (パリ) リージョン (eu-west-3)
• 欧州 (ストックホルム) リージョン (eu-north-1)
• 中東 (バーレーン) リージョン (me-south-1)
• 中東 (アラブ首長国連邦) リージョン (me-central-1) — ra3.4xlarge ノードタイプと ra3.16xlarge ノード
タイプのみがサポートされています
• 南米 (サンパウロ) リージョン (sa-east-1)
• AWS GovCloud (米国東部) (us-gov-east-1)
• AWS GovCloud (米国西部) (us-gov-west-1)

RA3 ノードタイプへのアップグレード
既存のノードタイプを RA3 にアップグレードするには、ノードタイプを変更するための次のオプションが
あります。
• スナップショットからの復元 – Amazon Redshift では、DS2 または DC2 クラスターの最新のスナップ
ショットを使用し、それを復元して新しい RA3 クラスターを作成します。クラスターの作成が完了す
るとすぐに (通常は数分以内に)、RA3 ノードは本番稼働用ワークロード全体を実行する準備が整いま
す。コンピューティングはストレージから分離されているため、ネットワーク帯域幅が広いので、ホッ
トデータは高速でローカルキャッシュに取り込まれます。最新の DS2 または DC2 スナップショットか
ら復元する場合、RA3 は DS2 または DC2 ワークロードのホットブロック情報を保持し、最もホットな
ブロックをローカルキャッシュに格納します。詳細については、「スナップショットからのクラスター
の復元 (p. 364)」を参照してください。
アプリケーションとユーザーに対して同じエンドポイントを維持するには、新しい RA3 クラスター
の名前を元の DS2 または DC2 クラスターと同じ名前に変更します。クラスターの名前を変更するに
は、Amazon Redshift コンソールまたは ModifyCluster API オペレーションでクラスターを変更しま
す。詳細については、Amazon Redshift API リファレンスから「クラスターの名前変更 (p. 94)」また
は「ModifyCluster API オペレーション」を参照してください。
• 伸縮自在なサイズ変更 – サイズ変更は、伸縮自在なサイズ変更を使用してクラスターのサイズを変更
します。伸縮自在なサイズ変更を使用してノードタイプを変更すると、Amazon Redshift はスナップ
ショットを自動的に作成し、新しいクラスターを作成し、古いクラスターを削除し、新しいクラスター
の名前を変更します。伸縮自在なサイズ変更オペレーションはオンデマンドで実行できるほか、任意の
タイミングに実行することをスケジューリングすることもできます。既存の DS2 または DC2 ノードタ
イプクラスターは、伸縮自在なサイズ変更を使用して RA3 にすばやくアップグレードできます。詳細に
ついては、「伸縮自在なサイズ変更 (p. 83)」を参照してください。
次の表に、RA3 ノードタイプにアップグレードする際の推奨事項を示します。(これらの推奨事項は、リ
ザーブドノードにも適用されます)。
既存のノードタイ
プ

既存のノード数

推奨される新しい
ノードタイプ

アップグレードア
クション

ds2.xlarge

1

ra3.xlplus

1 ノードの
ra3.xlplus クラス
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既存のノードタイ
プ

既存のノード数

推奨される新しい
ノードタイプ

アップグレードア
クション
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

2

ra3.xlplus

2 ノードの
ra3.xlplus クラス
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

3

ra3.xlplus

2 ノードの
ra3.xlplus クラス
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

4

ra3.xlplus

3 ノードの
ra3.xlplus クラス
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

5

ra3.xlplus

4 ノードの
ra3.xlplus クラス
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

6

ra3.xlplus

4 ノードの
ra3.xlplus クラス
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

7

ra3.xlplus

5 ノードの
ra3.xlplus クラス
ターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

8

ra3.4xlarge

2 ノードの
ra3.4xlarge クラ
スターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

9

ra3.4xlarge

3 ノードの
ra3.4xlarge クラ
スターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

10

ra3.4xlarge

3 ノードの
ra3.4xlarge クラ
スターを作成しま
1
す 。

ds2.xlarge

11～128

ra3.4xlarge

ds2.xlarge の 4
つのノードごと
に、ra3.4xlarge の
ノードを 1 つ作成
1
します 。
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既存のノードタイ
プ

既存のノード数

推奨される新しい
ノードタイプ

アップグレードア
クション

ds2.8xlarge

2～15

ra3.4xlarge

ds2.8xlarge の 1
つのノードごと
に、ra3.4xlarge の
ノードを 2 つ作成
1
します 。

ds2.8xlarge

16～128

ra3.16xlarge

ds2.8xlarge の 2
つのノードごと
に、ra3.16xlarge
のノードを 1 つ作
1
成します 。

dc2.8xlarge

2～15

ra3.4xlarge

dc2.8xlarge の 1
つのノードごと
に、ra3.4xlarge の
ノードを 2 つ作成
します。

dc2.8xlarge

16～128

ra3.16xlarge

dc2.8xlarge の 2
つのノードごと
に、ra3.16xlarge
のノードを 1 つ作
成します。

dc2.large

1～4

なし

既存の dc2.large
クラスターを保持
します。

dc2.large

5～15

ra3.xlplus

dc2.large の 8
つのノードごと
に、ra3.xlplus の
ノードを 3 つ作成
します。

dc2.large

16～32

ra3.4xlarge

dc2.large1 の 8
つのノードごと
に、ra3.4xlarge の
ノードを 1 つ作成
1、2
します
。

1

1

1

1

ワークロードの要件に応じて、追加のノードが必要になる場合があります。必要なクエリパフォーマンス
のコンピューティング要件に基づいて、ノードを追加または削除します。
2

dc2.large ノードタイプを使用するクラスターは、32 ノードに制限されます。

一部の RA3 ノードタイプでは、ノードの最小数は 2 個です。RA3 クラスターを作成するときは、この点
を考慮してください。
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伸縮自在なサイズ変更またはスナップショットによる
復元中での DS2 リザーブドノードから RA3 リザーブ
ドノードへのアップグレード
DS2 リザーブドノードがある場合は、Amazon Redshift コンソールまたは AWS CLI を使用して、RA3 リ
ザーブドノードアップグレード機能でそれらをアップグレードできます。コンソールでは、これを行う方
法がいくつかあります。
1 つの方法は、伸縮自在なサイズ変更中に DS2 リザーブドノードを RA3 にアップグレードすることで
す。リザーブドノードがあり、RA3 ノードを選択した場合は、コンソールでリザーブドノードのアップグ
レードプロセスがガイドされます。技術的な観点から伸縮自在なサイズ変更は、リザーブドとそれ以外の
ノードの両方で、同じ働きをします。
クラスターサイズを推奨サイズ以外に変更する場合は、伸縮自在なサイズ変更の設定時に RA3 リザーブ
ドノードアップグレードが利用できなくなり、コンソールに表示されません。(この場合でも DS2 リザー
ブドノードの RA3 へのアップグレードは可能ですが、サイズ変更には変更プロセスの一環として RA3 リ
ザーブドノードアップグレードが含まれません。また、伸縮自在なサイズ変更に対するクラスターサイズ
制限のため、希望するクラスターサイズが利用できない場合があることにも注意してください。例えば、4
ノードの DS2 リザーブドノードクラスターがある場合は、3 ノードの RA3 クラスターを選択できない可
能性があります。この場合は、従来のサイズ変更を実行して、希望するクラスターサイズを取得すること
ができます。
クラスターのサイズ変更後は、いくつかのステップが実行されます。まず、データが RA3 クラスターに移
行されます。次に、DS2 リザーブドノードのリースが RA3 リザーブドノードのリースに変換されます。
データ移行にかかる時間は、クラスターのサイズと、サイズ変更が伸縮自在の変更か従来の変更であるか
に応じて異なる場合があることに注意してください。従来のサイズ変更の場合、データの移行には数時間
かかるのが一般的です。
サイズ変更を開始したら、[Amazon Redshift dashboard] (Amazon Redshift ダッシュボード) で利用でき
る [Events] (イベント) のメッセージを確認して進行状況を追跡します。サイズ変更に関するイベント通知
と、リザーブドノードのアップグレードに関するイベント通知があります。イベントの操作については、
「Amazon Redshift のイベント (p. 571)」を参照してください。サイズ変更後、アクティブなサイズ変
更済みのクラスターがAWS Management Consoleに表示されます。変換された RA3 リザーブドノードの
リースを表示することもできます。コンソールには、ソースの DS2 リザーブドノードが約 1 日間引き続き
表示される場合があります。これらの料金は請求されません。RA3 クラスターがアクティブで、変換され
たリザーブドノードのリースが生成されていることを確認するまでは、ソースの DS2 リザーブドノードを
削除しないでください。
RA3 リザーブドノードのアップグレード機能を使用するためのもう 1 つの方法は、スナップショットから
の復元です。RA3 ノードタイプを選択し、DS2 リザーブドノードがあるという場合は、その時点で RA3
リザーブドノードアップグレード機能を選択できます。スナップショットから復元すると、その結果は
RA3 リザーブドノードクラスターに格納されます。前述のように、推奨サイズ以外のクラスタサイズを選
択した場合、コンソールからは RA3 リザーブドノードのアップグレードを選択できなくなります。
クラスターのサイズ変更およびノードのアップグレードの詳細については、「リーダーノードの IP アドレ
スの取得 (p. 91)」を参照してください。ここでは、プロセスに関する詳細な説明と、サイズ変更時にク
ラスターとデータで発生する点についての回答を参照することができます。伸縮自在なサイズ変更プロセ
スの各ステップについては、「伸縮自在なサイズ変更 (p. 83)」を参照してください。スナップショット
から復元する方法の詳細については、「スナップショットからのクラスターの復元 (p. 364)」を参照して
ください。
リザーブドノードの RA3 へのアップグレード (例えば DC2 リザーブドノードの RA3 へのアップグレード)
についてさらに質問がある場合は、AWS サポートにお問い合わせください。オンデマンドノードとリザー
ブドノードの料金については、「Amazon Redshift 料金表」を参照してください。
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既に DS2 リザーブドノードを購入済みの場合は、DS2 リザーブドノードを RA3 リザーブドノードに変換
する方法について、AWS にお問い合わせください。詳細について AWS に問い合わせるには、「Amazon
Redshift RA3 instances with managed storage」を参照してください。

DC1 ノードタイプから DC2 ノードタイプへのアッ
プグレード
DC1 クラスターを DC2 ノードタイプにアップグレードすると、向上したパフォーマンスを利用できま
す。
DC2 ノードタイプを使用するクラスターは、仮想プライベートクラウド (EC2-VPC) で起動する必要があ
ります。
DC1 クラスターが VPC にない場合:
1. DC1 クラスターのスナップショットを作成します。詳細については、「Amazon Redshift スナップ
ショット (p. 360)」を参照してください。
2. VPC を作成するか、アカウント内の既存の VPC を選択します。詳細については、「VPC でクラスター
を管理する (p. 114)」を参照してください。
3. VPC の新しい DC2 クラスターにスナップショットを復元します。詳細については、「スナップショッ
トからのクラスターの復元 (p. 364)」を参照してください。
DC1 クラスターがすでに VPC にある場合は、以下のいずれかの方法を選択します。
• このオペレーションの一部として、DC1 クラスターのサイズを変更し、ノードタイプを DC2 に変更
します。クラスターは、サイズ変更オペレーション中、使用できません。詳細については、「Amazon
Redshift でのクラスターのサイズ変更 (p. 82)」を参照してください。
• DC1 クラスターのスナップショットを作成し、VPC の DC2 クラスターにスナップショットを復元しま
す。詳細については、「スナップショットからのクラスターの復元 (p. 364)」を参照してください。
ノードタイプを DC1 から DC2 にアップグレードするときは、以下の点を考慮してください。
• 100% 満杯の DC1 クラスターは、同等数の DC2 ノードにアップグレードできない場合があります。よ
り多くのディスクスペースが必要な場合は、以下を試すことができます。
• 使用可能なディスクスペースがより多い設定にサイズを変更します。
• テーブルを切り詰めるか行を削除して、不要なデータをクリーンアップします。
• DC2 クラスターは EC2-Classic ネットワーキングをサポートしていません。DC1 クラスターが VPC で
実行されていない場合は、DC2 の移行用にクラスターを作成します。詳細については、「VPC でクラス
ターを管理する (p. 114)」を参照してください。
• クラスターのサイズを変更すると、オペレーション中は、クラスターが読み取り専用モードに設定され
る場合があります。詳細については、「Amazon Redshift でのクラスターのサイズ変更 (p. 82)」を参
照してください。
• DC1 リザーブドノードを購入した場合、残りの期間に、DC1 リザーブドノードを DC2 ノードにアップ
グレードできます。AWS CLI で予約を変更する方法の詳細については、「AWS CLI を使ったリザーブ
ドノードのアップグレード (p. 386)」を参照してください。
• 復元を使用して dc1.large から dc2.large にアップグレードし、ノード数を変更する場合、クラスター
バージョン 1.0.10013 以降ではスナップショットが作成されている必要があります。
• 復元を使用して dc1.8xlarge から dc2.8xlarge にアップグレードする場合、クラスターバージョン
1.0.10013 以降ではスナップショットが作成されている必要があります。
• 伸縮自在なサイズ変更を使用して DC1 から DC2 にアップグレードし、ノード数を変更する場合、クラ
スターはクラスターバージョン 1.0.10013 以降である必要があります。
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• アップグレードする dc1.8xlarge クラスターのスナップショットが、バージョン 1.0.10013 より前の
クラスターからのものである場合は、最初に dc1.8xlarge クラスターから、ノード数が同じ新しい
dc1.8xlarge クラスターにスナップショットを復元します。次に、次のいずれかの方法を使用して、新し
い dc1.8xlarge をアップグレードします。
• 新しく復元されたクラスターからのスナップショットを使用して、dc2.8xlarge にアップグレードしま
す。
• 伸縮自在なサイズ変更を使用して、新しく復元されたクラスターを dc2.8xlarge にアップグレードし
ます。

EC2-Classic の DS2 クラスターを EC2-VPC に
アップグレードする
Amazon Redshift クラスターは、選択した Amazon Redshift ノードタイプとサイズに設定された Amazon
EC2 インスタンスで実行されます。パフォーマンスとセキュリティを向上させるため、EC2-VPC を使用
して VPC で起動するように EC2-Classic でクラスターをアップグレードすることをお勧めします。

EC2-Classic の DS2 クラスターを EC2-VPC にアップグレードするには
1.

DS2 クラスターのスナップショットを作成します。詳細については、「Amazon Redshift スナップ
ショット (p. 360)」を参照してください。

2.

VPC を作成するか、アカウント内の既存の VPC を選択します。詳細については、「VPC でクラス
ターを管理する (p. 114)」を参照してください。

3.

VPC の新しい DS2 クラスターにスナップショットを復元します。詳細については、「スナップ
ショットからのクラスターの復元 (p. 364)」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考慮事項
Amazon Redshift は、複数の AWS リージョンで利用できます。デフォルトでは、Amazon Redshift は、選
択した AWS リージョン内のアベイラビリティーゾーン (AZ) にクラスターをプロビジョニングします。ア
ベイラビリティーゾーン (AZ) はランダムに選択されます。すべてのクラスターノードが同じアベイラビリ
ティーゾーンにプロビジョニングされます。
特定のアベイラビリティーゾーンで Amazon Redshift が使用可能な場合は、オプションでそのゾーンを
リクエストできます。たとえば、1 つの AZ で Amazon EC2 インスタンスが既に実行されている場合、
同じアベイラビリティーゾーン内に Amazon Redshift クラスターを作成して、レイテンシーを低減させ
ることができます。一方、可用性を高めるために別のアベイラビリティーゾーンを選択することもできま
す。Amazon Redshift は、AWS リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンで利用できるとは限り
ません。
Amazon Redshift クラスターをプロビジョンできる、サポート対象のAWS リージョンの一覧について
は、Amazon Web Services 全般のリファレンスで「Amazon Redshift エンドポイントとクォータ」を参照
してください。

クラスターのメンテナンス
Amazon Redshift は定期的にメンテナンスを実行して、クラスターにアップグレードを適用します。更新
中は Amazon Redshift クラスターで通常のオペレーションを実行することはできません。クラスターのメ
ンテナンス方法を制御する方法がいくつかあります。たとえば、クラスターにアップデートをいつ展開す
るかを制御できます。また、クラスターが常に最新のリリースバージョンを実行するのか、以前にリリー
スされたバージョンから最新のリリースバージョンを実行するのかを選択することもできます。最後に、
必須ではないメンテナンスアップデートをしばらく延期することもできます。
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トピック
•
•
•
•
•

メンテナンスウィンドウ (p. 77)
メンテナンスの遅延 (p. 78)
クラスターメンテナンストラックの選択 (p. 78)
クラスターバージョンの管理 (p. 79)
クラスターバージョンのロールバック (p. 79)

• クラスターメンテナンスバージョンの確認 (p. 80)

メンテナンスウィンドウ
AWS リージョンごとに決められた 8 時間のうちのランダムな 30 分間、Amazon Redshift によりメンテナ
ンスウィンドウが割り当てられます。これは、1 週間 (月曜日から日曜日まで) のうちのランダムな日に起
こります。

デフォルトの メンテナンスウィンドウ
次のリストでは、デフォルトでメンテナンスウィンドウが割り当てられる各 AWS リージョンの時間を示
します。
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン: 03:00～11:00 UTC
• 米国東部 (オハイオ) リージョン: 03:00～11:00 UTC
• 米国西部 (北カリフォルニア) リージョン: 06:00～14:00 UTC
• 米国西部 (オレゴン) リージョン: 06:00～14:00 UTC
• アフリカ (ケープタウン) リージョン: 20:00～04:00 UTC
• アジアパシフィック (香港) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン: 15:00～23:00 UTC
• アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン: 16:30～00:30 UTC
• アジアパシフィック (大阪) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• アジアパシフィック (ソウル) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン: 14:00～22:00 UTC
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン: 12:00～20:00 UTC
• アジアパシフィック (東京) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• カナダ (中部) リージョン: 03:00～11:00 UTC
• 中国 (北京) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• 中国 (寧夏) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• 欧州 (フランクフルト) リージョン: 06:00～14:00 UTC
• 欧州 (アイルランド) リージョン: 22:00～06:00 UTC
•
•
•
•

欧州 (ロンドン) リージョン: 22:00～06:00 UTC
欧州 (ミラノ) リージョン: 21:00～05:00 UTC
欧州 (パリ) リージョン: 23:00～07:00 UTC
欧州 (ストックホルム) リージョン: 23:00～07:00 UTC

• 中東 (バーレーン) リージョン: 13:00～21:00 UTC
• 中東 (アラブ首長国連邦) リージョン: 18:00–02:00 UTC
• 南米 (サンパウロ) リージョン: 19:00～03:00 UTC
メンテナンスイベントが特定の週に予定されている場合、割り当てられた 30 分のメンテナンスウィンド
ウ中に開始されます。メンテナンスの実行中、Amazon Redshift で実行中のクエリまたはその他のオペ
レーションは終了します。ほとんどのメンテナンスは 30 分のメンテナンスウィンドウ中に完了します
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が、メンテナンスタスクの一部はウィンドウが終了した後も実行を続ける場合があります。スケジュール
されたメンテナンスウィンドウの間に実行されるメンテナンスタスクがない場合、クラスターは次にスケ
ジュールされたメンテナンスウィンドウまで通常どおり稼働します。
クラスターをプログラムで、または Amazon Redshift コンソールを使用して変更すると、スケジュールさ
れたメンテナンスウィンドウを変更できます。ウィンドウは 30 分以上、24 時間以内である必要がありま
す。詳細については、「コンソールを使ったクラスターの管理 (p. 105)」を参照してください。

メンテナンスの遅延
クラスターのメンテナンスウィンドウを変更する必要がある場合、メンテナンスを最長 45 日まで遅延で
きます。たとえば、クラスターのメンテナンスウィンドウが水曜日の 8:30～9:00 (UTC) に設定されてい
て、その時間にクラスターにアクセスする必要がある場合、メンテナンスを後の時間に遅らせることがで
きます。ハードウェアをアップデートする必要がある場合を除き、遅延を指定した場合は、クラスターの
メンテナンスは一切行われません。
遅延期間中にハードウェアを更新する必要がある、または他の必須の更新を行う必要がある場合、通知し
て必要な変更を行います。更新中は、クラスターを使用できません。
クラスターのメンテナンスを遅らせる場合、遅延期間後のメンテナンスウィンドウは必須です。これは遅
らせることはできません。

Note
メンテナンスが開始した後で遅らせることはできません。
詳細については、「クラスターの変更 (p. 108)」を参照してください。

クラスターメンテナンストラックの選択
Amazon Redshift が新しいクラスターバージョンをリリースすると、メンテナンスウィンドウ中にクラス
ターが更新されます。クラスターを最新の承認済みリリースに更新するか、前のリリースに更新するか制
御できます。
メンテナンストラックは、メンテナンスウィンドウ中にどのクラスターバージョンを適用するかを制御
します。Amazon Redshift が新しいクラスターバージョンをリリースすると、そのバージョンは最新のト
ラックに割り当てられ、以前のバージョンは前のトラックに割り当てられます。クラスターのメンテナン
ストラックを設定します。次の値のいずれかを指定してください。
• 最新 – 最新の承認済みクラスターバージョンを使用します。
• 前 – 最新バージョンの前のクラスターバージョンを使用します。
• プレビュー – プレビューに使用できる新しい機能を含むクラスターバージョンを使用します。
たとえば、現在クラスターはバージョン 1.0.2762 を実行しており、Amazon Redshift の最新バージョンが
1.0.3072 であるとします。メンテナンストラック値を [最新] に設定した場合、クラスターは次のメンテナ
ンス期間中に 1.0.3072 (次の承認済みリリース) に更新されます。メンテナンストラック値を [Trailing (前)]
に設定した場合、クラスターは 1.0.3072 以降の新しいリリースが公開されるまでは更新されません。
プレビュートラック
プレビュートラックは選択できない場合があります。プレビュートラックを選択する際は、トラック名も
選択する必要があります。プレビュートラックと関連リソースは一時的なものであり、機能的な制限があ
り、他のトラックで利用できる現行の Amazon Redshift 機能の一部が含まれていない場合があります。プ
レビュートラックを使用する場合:
• プレビュートラックを操作する場合は、新しい Amazon Redshift コンソールを使用します。たとえば、
プレビュー版の機能で使用するクラスターを作成する場合などです。
• クラスターを 1 つのプレビューから別のプレビューに切り替えることはできません。
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• クラスターを、現行または末尾トラックからプレビューに切り替えることはできません。
• 異なるプレビュートラックから作成されたスナップショットから復元することはできません。
• プレビュートラックは、新しいクラスターを作成する際、またはスナップショットを復元する際にのみ
使用できます。
• 異なるプレビュートラックから作成されたスナップショットから復元したり、あるいはプレビュート
ラックのクラスターバージョンより後のクラスターメンテナンスバージョンを使って復元したりする
ことはできません。たとえば、クラスターをプレビュートラックに復元する際、プレビュートラックの
バージョンよりも古いクラスターメンテナンスバージョンから作成したスナップショットのみを使用で
きます。
メンテナンストラックの切り替え
通常、クラスターのトラック変更は 1 回のみの決定事項です。トラックを変更するときは注意が必要で
す。メンテナンストラックを [Trailing (前)] から [最新] に変更すると、クラスターは次のメンテナンス期間
中に [最新] トラックリリースバージョンに変更されます。ただし、クラスターのメンテナンストラックを
[Trailing (前)] に変更すると、[最新] トラックリリースバージョン後に新しいリリースが出るまで、クラス
ターは更新されません。
メンテナンストラックと復元
スナップショットはソースクラスターのメンテナンストラックを継承します。スナップショットの作成後
にソースクラスターのメンテナンストラックを変更した場合、スナップショットとソースクラスターは別
のトラックにあります。スナップショットから復元すると、新しいクラスターは、ソースクラスターから
継承されたメンテナンストラックに配置されます。メンテナンストラックは、復元オペレーションが完了
した後で変更できます。クラスターのサイズ変更によるクラスターのメンテナンストラックへの影響はあ
りません。

クラスターバージョンの管理
メンテナンストラックは一連のリリースです。クラスターが最新のトラックにあるか前のトラックにある
かを判断できます。クラスターを最新のトラックに配置する場合、メンテナンス期間中は、常に最新のク
ラスターリリースバージョンにアップグレードされます。クラスターを前のトラックに配置する場合、最
後にリリースされたバージョンの直前にリリースされたクラスターリリースバージョンが常に実行されま
す。
クラスターの Amazon Redshift コンソールリストの [Release status] (リリースステータス) 列は、クラス
ターの 1 つがアップグレードに使用できるかどうかを示します。

クラスターバージョンのロールバック
クラスターが最新のクラスターバージョンになっている場合、以前のバージョンまでロールバックするこ
とを選択できます。
各クラスターバージョンに含まれる特徴や改善点の詳細については、「クラスターバージョンの履
歴 (p. 122)」を参照してください。

以前のクラスターバージョンにロールバックするには
1.
2.
3.
4.

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。
ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。

5.

ロールバックするクラスターを選択します。
[アクション] で、[Roll back cluster version (クラスターバージョンのロールバック)] を選択します。
[Roll back cluster version (クラスターバージョンのロールバック)] ページが表示されます。
ロールバックできるバージョンがある場合は、ページの手順に従います。

6.

[Roll back now (今すぐロールバック)] を選択します。
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クラスターメンテナンスバージョンの確認
Amazon Redshift コンソールを使用して、Amazon Redshift エンジンとデータベースのバージョンを確認
できます。

クラスターのバージョンを確認するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

[Maintenance] (メンテナンス) タブを選択し、詳細を確認します。

4.

[Maintenance (メンテナンス)] セクションで、[Current cluster version (現行のクラスターバージョン)]
を見つけます。

Note
コンソールでは、1 つのフィールドにこの情報が表示されますが、Amazon Redshift API では
ClusterVersion と ClusterRevisionNumber の 2 つのパラメータになります。詳細につい
ては、Amazon Redshift API リファレンスの「クラスター」を参照してください。

デフォルトのディスク容量アラーム
Amazon Redshift クラスターを作成するとき、クラスターのすべてのノードで使用されているディスク容
量の平均比率を監視するように Amazon CloudWatch アラームを任意で設定できます。このアラームをデ
フォルトのディスク容量アラームと言います。
デフォルトのディスク容量アラームの目的は、クラスターのストレージ容量を監視することです。このア
ラームは、データウェアハウスのニーズを基に設定できます。たとえば、クラスターのサイズを変更する
必要性の指標として警告を使用できます。別のノードタイプにするかノードを追加するため、または今後
の拡張に備えてリザーブドノードを購入するためにサイズを変更できます。
ディスクの使用量が、指定した期間、特定の回数の指定した割合に達したとき、または超えたとき、デ
フォルトのディスク容量アラームがトリガーされます。デフォルトでは、指定した割合に達し、かつ 5 分
以上その割合かそれ以上の状態が続いたとき、このアラームがトリガーされます。デフォルトの値は、ク
ラスターを起動した後編集できます
CloudWatch アラームがトリガーされると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) により、
指定された受取人に、割合がしきい値に達したことを警告する通知が送信されます。Amazon SNS は、ト
ピックを使用して通知を送信する受取人およびメッセージを指定します。既存の Amazon SNS トピックを
使用できますが、クラスターの起動時に指定した設定に基づいてトピックを作成することもできます。こ
のアラームのトピックは、クラスターを起動した後編集できます。Amazon SNS トピック作成の詳細につ
いては、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照してください。
クラスターを起動した後、CloudWatch Alarms の下にあるクラスターの [Status] (ステータス) ウィンドウ
からアラームを表示および編集できます。名前は percentage-disk-space-used-default-<string> です。ア
ラームを開いて、関連付けられている Amazon SNS トピックを表示し、アラームの設定を編集することが
できます。既存の Amazon SNS トピックを使用するように選択していない場合、作成されるトピックの名
前は、<clustername>-default-alarms (<recipient>) です。たとえば、examplecluster-default-alarms
(notify@example.com) のようになります。

80

Amazon Redshift 管理ガイド
クラスターステータス

デフォルトのディスク容量アラームを設定して編集する方法については、「クラスターの作成 (p. 106)」
および「ディスク容量アラームの作成または編集 (p. 111)」を参照してください。

Note
クラスターを削除すると、クラスターに関連付けられているアラームは削除されませんが、トリ
ガーされることもありません。必要がなくなったら、CloudWatch コンソールからアラームを削
除できます。

クラスターステータス
クラスター状態は、クラスターの現在のステータスを表示します。次の表では、各クラスターステータス
について説明します。
ステータス

説明

available

クラスターは実行されていて、利用可能です。

available, prepfor-resize

クラスターは伸縮自在なサイズ変更の準備をしています。クラスターは稼
働しており、読み取りクエリや書き込みクエリに使用できますが、スナップ
ショットの作成などのクラスターオペレーションは使用できません。

available, resizecleanup

伸縮自在なサイズ変更オペレーションは、新しいクラスターのノードへの
データ転送を完了します。クラスターは稼働しており、読み取りクエリや書
き込みクエリに使用できますが、スナップショットの作成などのクラスター
オペレーションは使用できません。

cancelling-resize

サイズ変更オペレーションはキャンセルされています。

creating

Amazon Redshift がクラスターを作成しています。詳細については、「クラ
スターの作成 (p. 106)」を参照してください。

deleting

Amazon Redshift がクラスターを削除しています。詳細については、「クラ
スターの削除 (p. 109)」を参照してください。

final-snapshot

Amazon Redshift は、クラスターを削除する前に最後のスナップショットを
取得しています。詳細については、「クラスターの削除 (p. 109)」を参照し
てください。

hardware-failure

クラスターにハードウェア障害が生じました。
単一ノードクラスターがある場合、そのノードを置き換えることはできませ
ん。クラスターを復元するには、スナップショットを使います。詳細につい
ては、「Amazon Redshift スナップショット (p. 360)」を参照してくださ
い。

incompatible-hsm

Amazon Redshift は、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) に接続で
きません。クラスターと HSM 間の HSM 設定を確認してください。詳細につ
いては、「Amazon Redshift でのハードウェアセキュリティモジュールを使
用した暗号化 (p. 396)」を参照してください。

incompatiblenetwork

基本的なネットワーク設定に問題があります。クラスターを起動する VPC が
存在すること、そして設定が正しいことを確認してください。詳細について
は、「VPC でクラスターを管理する (p. 114)」を参照してください。

incompatibleparameters

関連付けられたパラメータグループの 1 つ以上のパラメータ値に問題があ
り、パラメータ値の適用ができません。パラメータグループを変更し、無効
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ステータス

説明
な値を更新してください。詳細については、「Amazon Redshift パラメータ
グループを作成します。 (p. 339)」を参照してください。

incompatiblerestore

スナップショットからクラスターを復元時に問題が発生しました。別のス
ナップショットでクラスターの復元を再度お試しください。詳細について
は、「Amazon Redshift スナップショット (p. 360)」を参照してください。

modifying

Amazon Redshift は、クラスターへの変更を加えています。詳細について
は、「クラスターの変更 (p. 108)」を参照してください。

paused

クラスターが一時停止しています。詳細については、「クラスターの一時停
止と再開 (p. 92)」を参照してください。

rebooting

Amazon Redshift がクラスターを再起動しています。詳細については、「ク
ラスターの再起動 (p. 109)」を参照してください。

renaming

Amazon Redshift は、クラスターに新しい名前を適用しています。詳細につ
いては、「クラスターの名前変更 (p. 94)」を参照してください。

resizing

Amazon Redshift がクラスターのサイズを変更しています。詳細について
は、「クラスターのサイズ変更 (p. 109)」を参照してください。

rotating-keys

Amazon Redshift は、クラスターの暗号化キーを更新しています。詳
細については、「Amazon Redshift における暗号化キーのローテーショ
ン (p. 397)」を参照してください。

storage-full

クラスターがストレージ容量限に達しました。ノードを追加するためにク
ラスターのサイズ変更をするか、または別のノードサイズを選択してくださ
い。詳細については、「クラスターのサイズ変更 (p. 109)」を参照してくだ
さい。

updating-hsm

Amazon Redshift は HSM 設定を更新しています。

Amazon Redshift でのクラスター管理の概要
クラスターの作成後、クラスターに対して実行できるオペレーションがいくつかあります。このオペレー
ションには、サイズ変更、一時停止、再開、名前変更、削除が含まれます。

Amazon Redshift でのクラスターのサイズ変更
データウェアハウスの容量とパフォーマンスのニーズが変わるため、クラスターサイズを変更し
て、Amazon Redshift のコンピューティングとストレージオプションを最大限に活用することができま
す。
サイズ変更操作には次の 2 つのタイプがあります。
• 伸縮自在なサイズ変更 - クラスターにノードを追加または削除できます。DS2 ノードから RA3 ノードな
ど、ノードタイプを変更することもできます。伸縮自在なサイズ変更はすばやい操作で、通常は数分で
完了します。このため、最初のオプションとしてお勧めします。伸縮自在なサイズ変更を実行すると、
データスライスを再分配します。データスライスは、各ノードにメモリとディスク領域に割り当てられ
るパーティションです。伸縮自在なサイズ変更は、次のような場合に適しています。
• 既存のクラスターにノードを追加または削減するが、ノードタイプは変更しない場合 - これは一般的
にインプレースサイズ変更と呼ばれます。このタイプのサイズ変更を実行すると、実行中のクエリの
一部は正常に完了しますが、他のクエリは操作の一部として破棄される場合があります。伸縮自在な
サイズ変更は数分で完了します。
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• クラスターのノードタイプの変更 - ノードタイプを変更すると、スナップショットが作成されて、元
のクラスタから新しいノードタイプで構成されるクラスタにデータが再分配されます。完了すると、
実行中のクエリは破棄されます。インプレースのサイズ変更のように、すぐに完了します。
• 従来のサイズ変更 - ノードタイプ、ノード数、またはその両方を、伸縮自在なサイズ変更と同様に変更
できます。従来のサイズ変更は完了するまでに時間がかかりますが、ノード数の変更または移行先の
ノードタイプが、伸縮自在なサイズ変更の範囲内に収まらない場合は便利です。例えば、ノード数の変
更が非常に大規模な場合に当てはまります。従来のサイズ変更を使用してクラスターの暗号化を変更す
ることもできます。たとえば、暗号化されていないクラスターが AWS KMS 暗号化するように修正でき
ます。
サイズ変更のスケジューリング - クラスターのサイズ変更操作をスケジュールして、使用率の増加の予
想に伴ってスケールアップしたり、コスト削減のためにスケールダウンしたりすることができます。
スケジューリングは、伸縮自在なサイズ変更と従来のサイズ変更の両方に使えます。Amazon Redshift
コンソールでスケジュールのセットアップできます。詳細については、[Managing clusters using the
console] (コンソールを使ってクラスター管理) の「クラスターのサイズ変更 (p. 109)」を参照してくだ
さい。AWS CLI または Amazon Redshift API 操作を使用して、サイズ変更をスケジュールすることもで
きます。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-scheduled-action」または Amazon
Redshift API リファレンスの「CreateScheduledAction」を参照してください。
トピック
• 伸縮自在なサイズ変更 (p. 83)
• [従来のサイズ変更] (p. 85)

伸縮自在なサイズ変更
同じタイプのノードを追加または削除する場合、伸縮自在なサイズ変更操作には、次の段階があります。
1. 伸縮自在なサイズ変更は、クラスターのスナップショットを作成します。該当する場合、このスナップ
ショットには常にノード用にバックアップしないテーブル (p. 363)が含まれています。(RA3 など、一
部のノードタイプには、バックアップしないテーブルがありません。) 自動スナップショットを無効に
しているため、クラスターに最近のスナップショットがない場合、バックアップオペレーションに時間
がかかることがあります。(サイズ変更操作を開始する前の時間を最小限に抑えるため、自動スナップ
ショットを有効にするか、サイズ変更を開始する前に手動スナップショットを作成することをお勧めし
ます。) 伸縮自在なサイズ変更を開始し、スナップショット操作が現在進行中の場合、スナップショッ
ト操作が数分以内に完了しないと、伸縮自在なサイズ変更が失敗することがあります。詳細について
は、「Amazon Redshift スナップショット (p. 360)」を参照してください。
2. このオペレーションはクラスターのメタデータを移行します。クラスターは数分間使用できません。ク
エリの大部分は一時的に停止され、接続は開いた状態になります。ただし、一部のクエリは削除される
可能性があります。この段階は短い。
3. セッション接続が回復し、クエリが再開します。
4. 伸縮自在なサイズ変更は、バックグラウンドでノードスライスにデータを再分配します。クラスターは
読み取りと書き込み操作に利用できますが、一部のクエリは実行に時間がかかる可能性があります。
5. 操作が完了すると、Amazon Redshift はイベント通知を送信します。
伸縮自在なサイズ変更を使用してノードタイプを変更すると、同じタイプのノードを追加または削除する
場合と同様に操作できます。まず、スナップショットが作成されます。新しいターゲットクラスターはス
ナップショットの最新データでプロビジョニングされ、データはバックグラウンドの新しいクラスターに
転送されます。この期間中、データは読み取りのみ可能です。サイズ変更が完了間近になると、Amazon
Redshift はエンドポイントを更新して新しいクラスターを指し、元のクラスターへのすべての接続が破棄
されます。
リザーブドノード (DS2 リザーブドノードなど) がある場合、サイズ変更を実行する際に RA3 リザーブド
ノードへのアップグレードができます。このアップグレードは、伸縮自在なリサイズを実行するか、コン
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ソールを使用してスナップショットからの復元を実行するときに使用できます。このコンソールは、この
プロセスについて説明します。RA3 ノードへのアップグレードの詳細については、「RA3 ノードタイプへ
のアップグレード」を参照してください。

新しいコンソール
Amazon Redshift コンソールを使用してサイズ変更オペレーションの進捗状況をモニタリングするには、
[CLUSTERS (クラスター)] を選択してから、サイズ変更するクラスターを選択して詳細を表示します。
伸縮自在なサイズ変更は、テーブルをソートせず、ディスクスペースを回復しないため、バキューム操作
に代わるものではありません。詳細については、「テーブルのバキューム処理」を参照してください。
伸縮自在なサイズ変更には以下の制約があります。
• 伸縮自在なサイズ変更とデータ共有クラスター-データ共有のプロデューサーであるクラスターでノー
ドを追加または削除すると、Amazon Redshift がクラスターメタデータを移行している間、コンシュー
マーからそのノードに接続できません。同様に、伸縮自在なサイズ変更を実行して新しいノードタイ
プを選択した場合、接続がドロップされ、新しいターゲットクラスターに転送される間、データ共有は
利用できません。どちらのタイプの伸縮自在なサイズ変更でも、プロデューサーは数分間利用できませ
ん。
• 単一ノードクラスター - 伸縮自在なサイズ変更を使用して単一ノードクラスターから変更、または単一
ノードクラスターにサイズ変更することはできません。
• 共有スナップショットからデータを転送しているクラスターで伸縮自在なサイズ変更を実行するには、
クラスターで少なくとも 1 つのバックアップを使用できる必要があります。バックアップは、Amazon
Redshift コンソールのスナップショットのリスト、describe-cluster-snapshots CLI コマンド、
または DescribeClusterSnapshots API オペレーションで表示できます。
• プラットフォーム制限 - 伸縮自在なサイズ変更は、EC2-VPC プラットフォームを使用するクラスターで
のみ利用できます。詳細については、「クラスターの作成時に EC2-VPC を使用する (p. 67)」を参照
してください。
• ストレージの考慮事項 - 新しいノード設定では、既存データに十分なストレージを確保する必要があり
ます。ノードの追加または設定の変更が必要な場合があります。
• ソース vs ターゲットクラスターサイズ - 伸縮自在なサイズ変更によってサイズ変更可能なノード数と
種類の設定は、元のクラスターのノード数と、サイズ変更したクラスターのターゲットノードタイプに
よって決まります。使用可能な設定を確認するには、コンソールを使用します。また、action-type
resize-cluster オプションで describe-node-configuration-options AWS CLI コマンドを
使用することもできます。Amazon Redshift コンソールを使用したメタデータの編集の詳細について
は、クラスターのサイズ変更 (p. 109) を参照してください。
次の CLI コマンドの例では、使用可能な設定オプションを確認できます。この例では、mycluster と
いう名前のクラスターは dc2.large 8 ノードクラスターです。
aws redshift describe-node-configuration-options --cluster-identifier mycluster --region
eu-west-1 --action-type resize-cluster

このコマンドは、各オプションの推奨ノードタイプ、ノード数、およびディスク使用率を含むオプ
ションリストを返します。返される設定は、特定の入力クラスターに基づいて異なります。resizecluster CLI コマンドのオプションを指定するときに、これらの返された設定のいずれかを選択できま
す。
• 追加ノードの上限 - 伸縮自在なサイズ変更には、クラスターに追加できるノードに制限があります。例
えば、dc2 クラスターでは、ノード数が 2 倍までの伸縮自在なサイズ変更をサポートします。例えば、4
ノード型 dc2.8xlarge クラスターにノードを追加して 5 ノードのクラスターにしたり、8 ノードになる
までさらにノードを追加できます。
ra3 ノードタイプには、ノード数を既存の数の 4 倍まで増やすことができるものもあります。例えば、
クラスターが ra3.4xlarge ノードまたは ra3.16xlarge ノードで構成されているとします。この場合、伸
縮自在なサイズ変更を使用して、8 ノードのクラスターのノード数を 32 に増やすことができます。また
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は、制限値を下回る値も選択できます。(この場合、クラスターを 4 倍に拡張できるかどうかは、元のク
ラスターサイズによることに注意してください。) クラスターに ra3.xlplus ノードがある場合、上限は 2
倍になります。
すべての ra3 ノードタイプでは、ノード数を既存の数の 4 分の 1 に減らすことができます。例え
ば、ra3.4xlarge ノードを持つクラスターのサイズを 12 ノードから 3 ノードに、または最小値を超えた
値に減らすことができます。
次の表は、伸縮自在なサイズ変更がサポートされている各ノードタイプの増加の制限値と削減の制限値
を示しています。
ノードの種類

増加制限値

削減制限値

ra3.16xlarge

4 倍 (例えば、4 ノードから 16
ノード)

数字の 4 分の 1 (例えば、16 か
ら 4 ノード)

ra3.4xlarge

4倍

数字の 4 分の 1

ra3.xlplus

2 倍 (例えば、4 ノードから 8
ノード)

数字の 2 分の 1

dc2.8xlarge

2倍

数字の 2 分の 1 (例えば、16 か
ら 8 ノード)

dc2.large

2倍

数字の 2 分の 1

ds2.8xlarge

2倍

数字の 2 分の 1

ds2.xlarge

2倍

数字の 2 分の 1

[従来のサイズ変更]
従来のサイズ変更は、クラスターサイズまたはノードタイプの変更が、伸縮自在なサイズ変更でサポート
される仕様の範囲外である場合、対処します。従来のサイズ変更は、過去数時間または数日かかっていた
大量のデータの移行をより迅速に完了するため、パフォーマンスが向上しました。ソースとターゲットク
ラスター間のバックアップと復元操作を利用することでこれを実行します。また、より効率的な分散を使
用して、データをターゲットクラスターにマージします。
従来のサイズ変更には、次のステージが含まれます。
1. ソースクラスターからターゲットクラスターへの初期移行。新しいターゲットクラスターがプロビジョ
ニングされると、Amazon Redshift はサイズ変更が開始された旨のイベント通知を送信します。これに
より、既存のクラスターが再起動され、すべての接続が閉じられます。クラスターがデータ共有のプロ
デューサーである場合、これにはコンシューマーからの接続も含まれます。再起動後、クラスターは読
み取り専用モードになり、データ共有が再開されます。これらのプロセスには数分かかる場合がありま
す。次に、データがターゲットクラスターに移行され、読み取りと書き込みの両方が使用可能になりま
す。
2. 均等分散として移行された分散キーテーブルは、バックグラウンドワーカーを使用して元の分散スタイ
ルに戻されます。このフェーズの期間は、データセットのサイズによって異なります。詳細について
は、「分配スタイル」を参照してください。
このプロセスでは、データベースへの読み取りと書き込みの両方が機能します。クエリのパフォーマン
スが低下する可能性があります。
3. サイズ変更プロセスが完了間近になると、Amazon Redshift はターゲットクラスターのエンドポイント
を更新し、ソースクラスターへのすべての接続は終了します。ターゲットクラスターは、データ共有の
プロデューサーロールを引き受けます。
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4. サイズ変更が完了すると、Amazon Redshift はイベント通知を送信します。
サイズ変更の進行状況は、Amazon Redshift コンソールで確認できます。クラスターのサイズ変更にかか
る時間は、データ量に左右されます。

Note
大量のデータを含むクラスターに従来のサイズ変更を実行するときにノードが RA3 ではない場
合、データ移行が非常に遅くなる可能性があります。数テラバイトのデータを含むクラスターを
移行するには、数日かかる場合があります。RA3 ノードのデータ転送は、はるかに迅速に完了し
ます。

伸縮自在なサイズ変更 vs 従来のサイズ変更
次の表は、2 つのサイズ変更タイプの動作を比較しています。

伸縮自在なサイズ変更 vs 従来のサイズ変更
Behavior

伸縮自在なサイ
ズ変更

[従来のサイズ変
更]

コメン
ト

システムデータ
保持

伸縮自在なサイ
ズ変更は、シス
テムログデータ
を保持します。

従来のサイズ変
更は、システム
テーブルとデー
タを保持しませ
ん。

ソース
クラス
ターで
監査ロ
グ記録
を有効
にして
いる場
合、サ
イズ変
更をし
たあ
と、Amazon
S3 ま
たは
CloudWatch
でログ
へのア
クセス
を継続
できま
す。こ
れら
のロ
グは、
指定し
たデー
タポリ
シーに
応じて
保持ま
たは削
除する
ことが
できま
す。
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Behavior

伸縮自在なサイ
ズ変更

[従来のサイズ変
更]

ノードタイプの
変更

ノードタイプが
変わらない場
合、伸縮自在な
サイズ変更: イン
プレースのサイ
ズ変更すると、
ほとんどのクエ
リが保持されま
す。

クラシックサイ
ズ変更: 新しいク
ラスターが作成
されます。サイ
ズ変更プロセス
中にクエリは破
棄されます。

コメン
ト

新しいノードタ
イプを選択した
状態で伸縮自在
なサイズ変更:
新しいクラス
ターが作成され
ます。サイズ変
更プロセスが完
了すると、クエ
リは破棄されま
す。
セッションとク
エリの保持

伸縮自在なサイ
ズ変更では、
ソースクラス
ターとターゲッ
トでノードタイ
プが同じである
場合、セッショ
ンとクエリが
保持します。新
しいノードタイ
プを選択する場
合、クエリは破
棄されます。

クラシックサイ
ズ変更では、
セッションと
クエリは保持さ
れません。クエ
リが破棄されま
す。
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クエ
リが破
棄され
ると、
ある程
度のパ
フォー
マンス
低下が
予想さ
れま
す。サ
イズ変
更操作
は、使
用負荷
が低い
時間に
行うの
が最適
です。
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Behavior

伸縮自在なサイ
ズ変更

[従来のサイズ変
更]

コメン
ト

テーブルソート

テーブルはサイ
ズ変更操作の一
部としてソート
されません。

テーブルはサイ
ズ変更操作の一
部としてソート
されません。

Amazon
Redshift
はサイ
ズ変更
オペ
レー
ショ
ン中
にテー
ブルを
ソート
しない
ため、
既存の
ソート
順序が
維持さ
れま
す。
クラ
スター
のサイ
ズを変
更する
と、Amazon
Redshift
はデー
タベー
ステー
ブルを
新しい
ノード
に分配
し、ANALYZE
コマン
ドを実
行して
統計を
更新し
ます。
削除対
象とし
てマー
クされ
た行は
転送さ
れない
ため、
テーブ
ルの再
ソート
が必要
な場合
のみ
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Behavior

伸縮自在なサイ
ズ変更

[従来のサイズ変
更]

コメン
ト
VACUUM
コマン
ドを実
行する
必要が
ありま
す。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
「テー
ブル
のバ
キュー
ム」を
参照し
てくだ
さい。
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Behavior

伸縮自在なサイ
ズ変更

[従来のサイズ変
更]

コメン
ト

サイズ変更操作
のキャンセル

伸縮自在なサイ
ズ変更をキャン
セルすることは
できません。

Amazon Redshift
コンソールのク
ラスター詳細か
ら [Cancel resize
(サイズ変更の
キャンセル)] を
選択すると、従
来のサイズ変更
オペレーション
が完了する前に
キャンセルでき
ます。

サイズ
変更の
キャン
セルに
要する
時間
は、
キャ
ンセ
ルする
とき、
サイズ
変更オ
ペレー
ション
のどの
ステー
ジにあ
るかに
よって
異なり
ます。
この操
作を実
行する
と、
キャ
ンセ
ル操作
が完了
するま
でクラ
スター
を利用
できま
せん。
サイ
ズ変更
操作が
最終ス
テージ
に達し
ている
場合、
キャン
セルで
きませ
ん。

スナップショット、リストア、およびサイズ変更
伸縮自在なサイズ変更 (p. 83)は、Amazon Redshift クラスターのサイズを変更する最速の方法です。
伸縮自在なサイズ変更オプションを選択できず、クラスターにほぼ恒常的な書き込みアクセスが必要な場
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合は、次のセクションで説明している、スナップショットと復元オペレーションを使用します。この方法
では、スナップショットが作成された後でソースクラスターに書き込まれたデータは、ターゲットクラス
ターに切り替えた後、手動でコピーする必要があります。コピーにかかる時間によっては、両方のクラス
ター内のデータが同じになるまで、この操作を数回繰り返す必要がある場合もあります。その後で、ター
ゲットクラスターに切り替えられます。このプロセスは、ターゲットクラスターのすべてのデータが使用
可能になるまでに、既存のクエリに悪影響を及ぼす可能性があります。ただし、データベースへの書き込
みができない時間は最短になります。
スナップショット、復元、従来のサイズ変更アプローチでは、次のプロセスを使用します。
1. 既存のクラスターのスナップショットを作成します。既存のクラスターがソースクラスターです。
2. スナップショットを作成した時刻を記録します。そうすることで、スナップショット後のデータをター
ゲットデータベースにロードするための抽出、処理、ロード (ETL) プロセスを再実行する必要がある時
点を識別できるようにします。
3. 新しいクラスターにスナップショットを復元します。この新しいクラスターがターゲットクラスターで
す。サンプルデータがターゲットクラスターにあることを確認します。
4. ターゲットクラスターのサイズを変更します。ターゲットクラスターに関して、新しいノードタイプ、
ノード数、その他の設定を選択します。
5. ソースクラスターのスナップショット作成後に発生した ETL プロセスでロードされたデータを確認しま
す。ターゲットクラスターには、同じデータを同じ順序で再ロードしてください。進行中のデータロー
ドがある場合、ソースクラスターとターゲットクラスターのデータが同じになるまで、このプロセスを
数回繰り返します。
6. ソースクラスターで実行中のすべてのクエリを停止します。これを行うには、クラスターを再
起動するか、スーパーユーザーとしてログオンし、PG_CANCEL_BACKEND コマンドおよび
PG_TERMINATE_BACKEND コマンドを使用できます。クラスターを再起動すると、クラスターが使用
できないことを最も簡単に確認できます。
7. ソースクラスター名を変更します。たとえば、examplecluster から examplecluster-source に
変更します。
8. 変更前のソースクラスター名を使用して、ターゲットクラスターの名前を変更します。たとえば、ター
ゲットクラスターの名前を examplecluster に変更します。これ以降、examplecluster を含むエ
ンドポイントを使用するアプリケーションは、ターゲットクラスターに接続します。
9. ターゲットクラスターに切り替えた後、ソースクラスターを削除し、すべてのプロセスが期待どおりに
動作することを確認します。
または、データをターゲットクラスターに再ロードする前にソースとターゲットクラスターの名前を変更
することもできます。このアプローチは、ターゲットクラスター用の依存システムとレポートをすぐに最
新状態にする要件がない場合に適しています。この場合、ステップ 6 は前述のプロセスの最後に移動され
ます。
名前変更プロセスは、アプリケーションが引き続き同じエンドポイントを使用してクラスターに接続する
必要がある場合にのみ必要になります。これが必要ない場合は、クラスターの名前を変更せずにそのクラ
スターに接続するアプリケーションを、ターゲットクラスターのエンドポイントを使用するように更新す
ることもできます。
クラスター名を再利用するのには、いくつかの利点があります。最初に、エンドポイントが変わらないた
め、基盤となるクラスターを変更しても、アプリケーションの接続文字列を更新する必要がありません。
次に、Amazon CloudWatch アラームおよび Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の通知な
どの関連項目が、クラスター名に固定されます。これは、クラスターにセットアップした同じアラームと
通知を継続して使用することができるということです。この継続的な使用は、アラームや通知などの関連
項目を再設定することなく、柔軟にクラスターのサイズを変更する必要がある本番稼働用環境では特に重
要です。

リーダーノードの IP アドレスの取得
クラスターがパブリックであり、VPC 内に存在する場合、サイズ変更後もリーダーノードの Elastic IP ア
ドレス (EIP) は変更されません。クラスターがプライベートであり、VPC 内に存在する場合、サイズ変更
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後もリーダーノードのプライベート IP アドレスは変更されません。クラスターが VPC 内に存在しない場
合、サイズ変更オペレーションの一部として、新しいパブリック IP アドレスがリーダーノードに割り当て
られます。
クラスターのリーダーノード IP アドレスを取得するには、以下に示すように dig ユーティリティを使用し
ます。
dig mycluster.abcd1234.us-west-2.redshift.amazonaws.com

リーダーノード IP アドレスは、以下に示すように結果の ANSWER SECTION の末尾にあります。

クラスターの一時停止と再開
特定の時間帯にのみ使用可能にする必要があるクラスターがある場合は、そのクラスターを一時停止して
後で再開することができます。クラスターが一時停止している間は、オンデマンド課金は一時停止されま
す。課金されるのは、クラスターのストレージのみです。料金の詳細については、Amazon Redshift 料金
表を参照してください。
クラスターを一時停止すると、Amazon Redshift はスナップショットを作成し、クエリの終了を開始し
て、クラスターを一時停止状態にします。一時停止したクラスターを最終スナップショットをリクエスト
せずに削除した場合、そのクラスターを復元することはできません。一時停止または再開オペレーション
は、開始後にキャンセルまたはロールバックすることはできません。
クラスターの一時停止と再起動は、Amazon Redshift コンソール、AWS CLI、または Amazon Redshift
API オペレーションで行うことができます。
クラスターの一時停止と再開は、アクションをスケジュールして行うことができます。新しい Amazon
Redshift コンソールを使用して一時停止と再開を行う定期的なスケジュールを作成すると、選択した日付
範囲に対して 2 つのスケジュールされたアクションが作成されます。スケジュールされたアクションの
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名前には、末尾に -pause と -resume が付けられます。名前の合計の長さは、スケジュールされたアク
ション名の最大サイズに収まる必要があります。
次のタイプのクラスターは一時停止できません。
• EC2-Classic クラスター。
• アクティブではないクラスター (例: 現在変更中のクラスターなど)。
• ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) クラスター。
• 自動スナップショットが無効になっているクラスター。
クラスターを一時停止する場合は、次の点を考慮してください。
• クラスターへの接続またはクエリは行えません。
• 一時停止したクラスターのクエリのモニタリング情報を Amazon Redshift コンソールに表示することは
できません。
• 一時停止したクラスターを変更することはできません。クラスターでスケジュールされたアクションは
実行されません。これには、スナップショットの作成、クラスターのサイズ変更、クラスターのメンテ
ナンスなどのオペレーションが含まれます。
• ハードウェアのメトリクスは作成されません。作成されないメトリクスに CloudWatch のアラームを設
定している場合は、アラームを更新してください。
• 一時停止したクラスターの最新の自動スナップショットを手動スナップショットにコピーすることはで
きません。
• クラスターが一時停止している間は、一時停止オペレーションが完了するまで再開することはできませ
ん。
• クラスターを一時停止すると、課金は一時停止されます。ただし、一時停止オペレーションは、クラス
ターのサイズに応じて通常 15 分以内に完了します。
• 監査ログはアーカイブされ、再開時には復元されません。
• クラスターを一時停止すると、一時停止前に発生した問題のトラブルシューティングにトレースとログ
が使用できなくなる場合があります。
• クラスター上のバックアップしないテーブルは、再開時に復元されません。バックアップしないテーブ
ルの詳細については、「スナップショットのテーブルを除く (p. 363)」を参照してください。
クラスターを再開する場合は、次の点を考慮してください。
• 再開されたクラスターのクラスターバージョンは、クラスターのメンテナンスウィンドウに基づいてメ
ンテナンスバージョンに更新されます。
• 一時停止したクラスターに関連付けられているサブネットを削除すると、互換性のないネットワークが
存在することになる場合があります。その場合は、最新のスナップショットからクラスターを復元して
ください。
• クラスターの一時停止中に Elastic IP アドレスを削除すると、新しい Elastic IP アドレスを求められま
す。
• Amazon Redshift が前の Elastic Network Interface でクラスターを再開できない場合、Amazon Redshift
は新しい Elastic Network Interface を割り当てようとします。
• クラスターを再開すると、ノードの IP アドレスが変更される場合があります。それらの新しい IP ア
ドレスを Secure Shell (SSH) の COPY や Amazon EMR の COPY などの機能でサポートするよう
に、VPC の設定を更新する必要がある場合があります。
• 一時停止していないクラスターを再開しようとすると、再開オペレーションはエラーを返します。再開
オペレーションがスケジュールされたアクションの一部である場合は、今後のエラーを防ぐためにスケ
ジュールされたアクションを変更または削除してください。
• クラスターのサイズによっては、クラスターを再開してクエリを処理できるようになるまでに数分かか
る場合があります。また、再開の完了後にクラスターが元の状態に戻るまでは、クエリのパフォーマン
スにある程度の時間影響がある場合があります。
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クラスターの名前変更
クラスターに別の名前を使用する必要がある場合は、クラスターの名前を変更できます。クラスターのエ
ンドポイントには、クラスター名 (クラスター識別子とも呼ばれる) が含まれているため、名前の変更が完
了した後、新しい名前を使用するようにエンドポイントを変更します。たとえば、examplecluster と
いう名前のクラスターを、newcluster という名前に変更した場合は、newcluster 識別子を使用するよ
うにエンドポイントを変更します。このクラスターに接続するアプリケーションは、新しいエンドポイン
トで更新する必要があります。
アプリケーションのエンドポイントを変更せずにアプリケーションの接続先のクラスターを変更する場合
は、クラスターの名前を変更できます。この場合は、最初に元のクラスターの名前を変更してから、新し
い接続先のクラスターを元のクラスターの名前に変更する必要があります。クラスター識別子はアカウン
トとリージョン内で一意にする必要があり、元のクラスターと変更後のクラスターを同じ名前にできない
ため、この操作が必要になります。スナップショットからクラスターを復元するときに、依存アプリケー
ションの接続プロパティを変更したくない場合も、この操作を行います。

Note
元のクラスターを削除する場合は、不要なクラスターのスナップショットを削除してください。
クラスターの名前を変更すると、クラスターの状態は、このプロセスが終了するまで renaming に変わ
ります。クラスターに使用していた古い DNS 名は直ちに削除されますが、キャッシュには数分間残って
います。名前を変更したクラスターの新しい DNS 名は、10 分以内で有効になります。名前を変更したク
ラスターは、新しい名前が有効になるまで使用できません。クラスターが再起動され、クラスターへの既
存の接続は削除されます。これが完了すると、新しい名前を使用するようにエンドポイントが変更されま
す。そのため、名前の変更を開始する前にクエリの実行を停止し、名前の変更後に再起動する必要があり
ます。
クラスターのスナップショットは保持され、クラスターに関連付けられたすべてのスナップショットは、
クラスターの名前を変更した後も関連付けを維持します。たとえば、本番稼働用データベースにサービス
を提供するクラスターがあり、そのクラスターに複数のスナップショットがあるとします。クラスターの
名前を変更し、スナップショットのある本番稼働用環境に置き換えると、名前を変更したクラスターに既
存のスナップショットが関連付けられます。
Amazon CloudWatch アラームおよび Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) イベント通知
は、クラスター名に関連付けられます。クラスターの名前を変更した場合、それに応じてこれらの通知
も更新する必要があります。CloudWatch アラームは CloudWatch コンソールで更新できます。また、
[Events (イベント)] ペインの Amazon Redshift コンソールで Amazon SNS イベント通知を更新できます。
クラスターのロードおよびクエリデータには、名前変更前と名前変更後のデータが引き続き表示されま
す。ただし、パフォーマンスデータは、名前変更プロセスの完了後にリセットされます。
詳細については、「クラスターの変更 (p. 108)」を参照してください。

クラスターのシャットダウンと削除
クラスターの実行を停止して料金の発生を防ぐ場合は、クラスターをシャットダウンできます。シャット
ダウンするときに、オプションで最終スナップショットを作成できます。最終スナップショットを作成す
る場合、Amazon Redshift はクラスターの手動スナップショットを作成した後、クラスターをシャットダ
ウンします。後でクラスターの実行とデータのクエリを再開する場合は、そのスナップショットを復元で
きます。
クラスターとそのデータが不要になった場合は、最終スナップショットを作成しないでシャットダウンす
ることができます。この場合、クラスターとデータは完全に削除されます。クラスターのシャットダウン
と削除の詳細については、「クラスターの削除 (p. 109)」を参照してください。
クラスターのシャットダウン時に最終的な手動スナップショットを作成するかどうかにかかわらず、クラ
スターのシャットダウン後、クラスターに関連付けられた自動スナップショットはすべて削除されます。
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クラスターに関連付けられた手動スナップショットは保持されます。オプションの最終スナップショット
も含めて、保持された手動スナップショットは、クラスターをシャットダウンするときに実行中のクラス
ターが他にない場合、または、実行中の Amazon Redshift クラスターで利用できる無料ストレージ枠を超
えている場合、Amazon Simple Storage Service ストレージ料金が課金されます。スナップショットのス
トレージ料金の詳細については、Amazon Redshift の料金表ページを参照してください。

AQUA (アドバンストクエリアクセラレータ) の操作
AQUA (Advanced Query Accelerator) は、Amazon Redshift の分析クエリアクセラレータです。カスタム
設計のハードウェアを使用して、大規模なデータセットをスキャンするクエリを高速化します。
AQUA は、Amazon RedShift マネージドストレージに費用対効果の高い機能であり、安全でトランザク
ション、マルチテナントアクセス、およびハイスループットの分析クエリ用に最適化されています。高
速不揮発性メモリエクスプレス (NVMe) ソリッドステートストレージエレメントと、圧縮と暗号化のため
にニトロベースのアクセラレーションを使用します。フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) に
基づくアクセラレーションを使用して、可能な限り多くの計算をストレージレイヤーにプッシュします。
これらのコンポーネントは独自の方法で接続されているため、従来の CPU を使用せずにデータスキャン
が可能です。同時に、これらのコンポーネントにより、中間結果を高速メモリに集約することができま
す。AQUA はデータキャッシュであり、Redshift マネージドストレージへの高速接続を維持します。
AQUA を使用するために、データベースやアプリケーションを変更する必要はありません。Amazon
Redshift は、高速化の恩恵を受けるクエリのスキャン部分を特定し、処理のために AQUA にプッシュし
ます。AQUA は、広範なスキャン、フィルタ、集約を必要とするデータのサブセットに対するクエリの
パフォーマンスを自動的に最適化します。この方法では、AQUA を使用して、大規模なデータセットをス
キャン、フィルタ、集計するクエリを実行できます。AQUA は、LIKE 述語や SIMILAR TO 述語を含むク
エリなど、処理負荷の高いスキャン、フィルタ、集約を必要とするクエリに優れています。
AQUA は、認証、暗号化、分離、コンプライアンスをサポートし、保管中のデータと転送中のデータを安
全に保ちます。セキュリティグループとネットワーク ACL の詳細については、以下を参照してください。
• Amazon Redshift におけるデータ保護 (p. 392)
• 保管中の暗号化 (p. 393)
• 送信中の暗号化 (p. 402)
セッションの詳細については、 Amazon Redshift は、いつ AQUA を使用してクエリを実行します
か? (p. 96)を参照してください。
AQUA は ra3.xlplus、ra3.4xlarge および ra3.16xlarge ノードタイプを持つクラスターで使用できます。
AQUA は、次の AWS リージョンでは、リリースバージョン 1.0.24421 以降で使用できます。
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1)
• 米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2)
• 米国西部 (北カリフォルニア) リージョン (us-west-1)
• 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2)
• アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン (ap-south-1)
• アジアパシフィック (ソウル) リージョン (ap-northeast-2)
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン (ap-southeast-1)
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン (ap-southeast-2)
• アジアパシフィック (東京) リージョン (ap-northeast-1)
• 欧州 (フランクフルト) リージョン (eu-central-1)
• 欧州 (アイルランド) リージョン (eu-west-1)
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• 欧州 (ロンドン) リージョン (eu-west-2)
• 欧州 (ストックホルム) リージョン (eu-north-1)
Amazon Redshift は、クラスターで AQUA がアクティブかどうかを自動的に判断します。

Amazon Redshift は、いつ AQUA を使用してクエリを
実行しますか?
Amazon Redshift は、テーブルをスキャンするクエリごとに、スキャンオペレーションを AQUA に送信
するか、Amazon Redshift クラスター上でローカルで実行するかを決定します。スキャンおよび集計操
作は、AQUA がサポートする LIKE または SIMILAR TO 式を含む述語が少なくとも 1 つ含まれている場
合、AQUA に送信されます。スキャンオペレーションが AQUA に送信されると、(LIKE または SILAR TO
処理だけでなく) オペレーション全体が AQUA で実行されます。
例えば、次のクエリには、AQUA に送信される述語 str1 LIKE 'a%' と num1 > 10 が含まれていま
す。
select num2 from tbl where str1 LIKE 'a%' and num1 > 10 GROUP BY num2;

この場合、AQUA はテーブル tbl のスキャン、述語によるフィルタリング、num2 による結果のグループ
化を行い、結果を Amazon Redshift に返します。
次の例では、Amazon Redshift は、クエリのどの部分が AQUA で実行され、どの部分が Amazon Redshift
クラスター上でローカルで実行されるかを決定します。この場合、返される行のフィルタリングに使用す
る LIKE 述部は customer_name 列にあります。スキャン操作は AQUA に送信され、クエリのその部分が
実行されます。Amazon Redshift はスキャンの結果のみを受信し、Amazon Redshift がローカルで結合を
実行し、クエリを完了するために使用されます。
select c.customer_name, p.prod_name, sum(revenue)
from orders o
join customers c ON c.id = o.customer_id
join products p ON p.id = o.product_id
where c.customer_name LIKE ‘%Amazon%Web%’
order by sum(revenue);

LIKE と SIMILAR TO 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「LIKE」
と「SIMILAR TO」を参照してください。

に関する考慮事項
次の呼び出しタイプは現在サポートされていません。それらを含むクエリは、Amazon Redshift クラス
ターでローカルで実行されます。
• INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE TABLE AS、COPY、UNLOAD などの書き込みを実行するク
エリです。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「SQL コマンド」を
参照してください。
• 述語なしの SELECT クエリ。たとえば、次のようになります。
select * from tbl1

• Python UDF によって定義された複雑なビューのスキャンを含む、スキャン内の Python ユーザー定義関
数 (UDF)。
• LIKE 述語および SIMILAR TO 述語で、次のメタ文字を使用するクエリ。
• LIKE 式の非定数正規表現リテラル。
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• 2 つの選択肢のどちらかです。たとえば、次のようになります。
SIMILAR TO '%(cat|dog)%'

• VARCHAR カラム内の 1 文字ワイルドカードの複数のインスタンス。たとえば、次のようになりま
す。
SIMILAR TO 'ab.cd.ef'

• 一致文字列内の Unicode エスケープシーケンス、16 進文字、および 8 進文字。たとえば、次のよう
になります。
SIMILAR TO '%ab\uc382'
SIMILAR TO '%ab\U0000c382'
SIMILAR TO '%ab\x88'
SIMILAR TO '%ab\127'

• 「*」、「+」、「?」などの繰り返しメタ文字 、{m, n} は () 内のパターンに適用され、マルチバイト
文字に適用されます。たとえば、次のようになります。
SIMILAR TO 'abc(def)*'
SIMILAR TO 'abc#+'

• 角かっこ式 [...] 内のマルチバイト文字。たとえば、次のようになります。
SIMILAR TO 'abc[#de]'.

• LOWER、UPPER、LEFT、RIGHT などの文字列関数を LIKE や SIMILAR TO スキャンの出力に適用す
るクエリ。たとえば、次の抜粋は LOWER 関数を示しています。
LOWER(a) LIKE "%cat%"

代わりに、LOWER なしで大文字と小文字を区別しない ILIKE を使用するようにクエリを書き直してみ
てください。
ILIKE "%cat%"

AQUAが使用されたかどうかを確認する方法
次の SQL は、AQUA で実行された SVL_QUERY_SUMMARY からのクエリ実行セグメントを示していま
す。
select * from svl_query_summary where label ~ 'Aqua' limit 100;

スーパーユーザーアクセス権がある場合は、STL_QUERY ビューと STL_QUERYTEXT ビューを結合し
て、AQUA で実行するクエリに対応する SQL ステートメントを確認することもできます。EXPLAIN ス
テートメントによって生成された説明プランは、クエリが AQUA を使用した場合は表示されません。
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Amazon Redshift での使用制限の管理
制限を定義して、一部の Amazon Redshift 機能の使用状況と関連するコストをモニタリングおよび制御で
きます。日単位、週単位、月単位の使用制限を作成し、それらの制限に達した場合に Amazon Redshift が
自動的に実行するアクションを定義できます。アクションには、定義された制限を超える使用状況を記録
するために、システムテーブルにイベントを記録するなどの処理が含まれます。その他の考えられるアク
ションとしては、Amazon SNS と Amazon CloudWatch でアラートを発生させて管理者に通知したり、さ
らなる使用を無効にしてコストを管理したりするなどがあります。
各クラスターの使用制限を定義できます。クラスターの作成後、次の機能の使用制限を定義できます。
• Amazon Redshift Spectrum
• Amazon Redshift 同時実行スケーリングの機能
• Amazon Redshift のクロスリージョンでのデータ共有
使用制限は、Amazon Redshift Spectrum および Amazon Redshift の同時実行スケーリングが利用できる
AWS リージョンで、リリースバージョン 1.0.14677 以降で利用可能です。
Redshift Spectrum の制限は、1 TB 単位でスキャンされるデータの合計量のしきい値を指定します。同時
実行スケーリング制限は、同時実行スケーリングで使用される合計時間のしきい値を 1 分単位で指定しま
す。クロスリージョンデータ共有の制限は、スキャンされるデータの合計量のしきい値を 1 TB 単位で指
定します。
制限は、日単位、週単位、または月単位の期間で指定できます (UTC を使用して期間の開始と終了を決定
します)。期間の途中で制限を作成した場合、その時点から期間の終了まで制限が測定されます。たとえ
ば、3 月 15 日に月単位の制限を作成した場合、最初の月単位の期間は 3 月 15 日から 3 月 31 日に測定さ
れます。
各機能に対して複数の使用制限を定義できます。制限ごとに異なるアクションを設定できます。考えられ
るアクションは次のとおりです。
• システムテーブルにログ記録 – これはデフォルトのアクションです。情報は、STL_USAGE_CONTROL
テーブルにログ記録されます。ログ記録は、過去の使用状況を評価したり、将来の使用制限を決定す
る際に役立ちます。ログに記録される条件の詳細については、Amazon Redshift データベースデベロッ
パーガイドの STL_USAGE_CONTROL を参照してください。
• アラート — Amazon Redshift は、利用可能な使用量および消費済みの使用量に関する CloudWatch メト
リクスを作成します。各機能に対して最大 3 つの使用制限を定義できます。Amazon Redshift コンソー
ルを使用してアラートアクションを有効にすると、これらのメトリクスに CloudWatch アラームが自動
的に作成されます。オプションで、そのアラームに Amazon SNS サブスクリプションをアタッチできま
す。AWS CLI または API オペレーションを使用している場合は、CloudWatch アラームを手動で作成し
てください。しきい値に達すると、イベントもシステムテーブルにログ記録されます。
• 機能の無効化 – しきい値に達すると、クォータが次の期間 (日単位、週単位、または月単位) 用に更新さ
れるまで Amazon Redshift が機能を無効にします。無効化アクションを設定できるのは、機能ごとに 1
つの制限だけです。イベントはシステムテーブルにもログ記録され、アラートを生成発行できます。
使用制限は、使用制限の定義自体またはクラスターが削除されるまで保持されます。
新しい Amazon Redshift コンソール、AWS CLI、または Amazon Redshift API オペレーションを使用し
て、使用制限を定義および管理できます。Amazon Redshift コンソールで制限を定義するには、クラス
ターに移動し、[Actions (アクション)] の [Configure usage limit (使用制限の設定)] を選択します。クラス
ターに対して定義済みの使用制限を表示するには、クラスターに移動し、[メンテナンスとモニタリング]
タブの [使用制限] セクションを選択します。クラスターで利用可能な使用量および消費済みの使用量を表
示するには、クラスターに移動します。[Cluster performance (クラスターのパフォーマンス)] タブを選択
し、機能に消費された使用量のグラフを表示します。
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次の Amazon Redshift CLI オペレーションを使用して、使用制限を管理できます。詳細については、AWS
CLI コマンドリファレンスを参照してください。
• create-usage-limit
• describe-usage-limits
• modify-usage-limit
• delete-usage-limit
次の Amazon Redshift API オペレーションを使用して、使用制限を管理できます。詳細について
は、Amazon Redshift API リファレンスを参照してください。
• CreateUsageLimit
• DescribeUsageLimits
• ModifyUsageLimit
• DeleteUsageLimit
Amazon Redshift コンソールを使用して使用制限を作成およびモニタリングする方法については、Amazon
Redshift Spectrum および 同時実行スケーリングのコスト制御というビデオをご覧ください。

Amazon Redshift でのクラスター再配置の管理
Amazon Redshift で再配置を使用することにより、Amazon Redshift が、データの損失やアプリケーショ
ンへの変更なしに、クラスターを別のアベイラビリティーゾーン (AZ) に移動できるようにします。再配置
により、クラスター上でサービスが中断された場合でも、影響を最小限に抑えて操作を続行できます。
クラスターの再配置が有効になっている場合、Amazon Redshift は状況によってはクラスターの再配置を
選択することがあります。特に、現在のアベイラビリティーゾーンの問題がクラスターの最適な動作を
妨げたり、サービスの可用性を向上させる場合に発生します。特定のアベイラビリティーゾーンのリソー
ス制約によってクラスター操作が中断される場合は、再配置関数を呼び出すこともできます。例として、
クラスターを再開またはサイズ変更する機能があります。Amazon Redshift では、追加料金はかかりませ
ん。
Amazon Redshift クラスターが新しいアベイラビリティーゾーンに再配置されると、新しいクラスターは
元のクラスターと同じエンドポイントを持ちます。アプリケーションはエンドポイントに再接続し、変更
やデータの損失なしに操作を続行できます。ただし、特定のアベイラビリティーゾーンで潜在的なリソー
ス制約が原因で、再配置が必ずしも可能とは限りません。
Amazon Redshift クラスターの再配置は、ra3.16xlarge、ra3.4xlarge、ra3.xlplus などの RA3 インスタ
ンスタイプでのみサポートされています。RA3 インスタンスタイプでは、Redshift マネージドストレー
ジ (RMS) を耐久性のあるストレージレイヤーとして使用します。クラスターデータの最新のコピーは、
常に AWS リージョンの他のアベイラビリティーゾーンで使用できます。つまり、データを失うことな
く、Amazon Redshift クラスターを別のアベイラビリティーゾーンに再配置できます。
クラスターの再配置を有効にすると、Amazon Redshift はクラスターをプロキシの背後に移行します。こ
れにより、クラスタのコンピュートリソースへのロケーションに依存しないアクセスを実装できます。
移行により、クラスターが再起動されます。クラスターが別のアベイラビリティーゾーンに再配置され
ると、新しいクラスターが新しいアベイラビリティーゾーンでオンラインに戻される間、停止が発生しま
す。ただし、クラスターが新しいアベイラビリティーゾーンに再配置された後もクラスターエンドポイン
トは変更されないため、アプリケーションを変更する必要はありません。
再配置を有効にしていて、現在リーダーノードの IP アドレスを使用してクラスターにアクセスしている場
合は、そのアクセスを必ず変更してください。代わりに、クラスターの仮想プライベートクラウド (VPC)
エンドポイントに関連付けられている IP アドレスを使用します。このクラスター IP アドレスを見つけ
るには、クラスターの詳細ページの [Network and security] (ネットワークとセキュリティ) セクションで
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VPC エンドポイントを見つけて使用します。VPC エンドポイントの詳細を表示するには、Amazon VPC
コンソールにサインインします。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンド describe-vpc-endpoints を使用して、エンドポ
イントに関連付けられた Elastic Network Interface を取得することもできます。describe-networkinterfaces コマンドを使用して、関連付けられた IP アドレスを取得できます。Amazon Redshift の
AWS CLI コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「Available commands」を参照
してください。

クラスター再配置の有効化
クラスターの再配置は、Amazon Redshift コンソール、AWS CLI、Amazon Redshift API から有効化およ
び管理できます。
クラスターの再配置を有効にするには、複数のアベイラビリティーゾーンを含むサブネットグループを定
義します。Amazon Redshift が複数のアクセス可能なアベイラビリティーゾーンを識別する場合、Amazon
Redshift はアクセス可能なアベイラビリティーゾーンのリストから自動的に選択して、クラスターを再配
置します。
再配置が完了したら、同じエンドポイントを使用してクラスターにアクセスします。Amazon Redshift
は、元のクラスターのコンピュートリソースを削除し、リソースプールに戻します。

制約事項
Amazon Redshift 再配置を使用する際は、次の制限事項に注意してください。
• クラスターの再配置は、特定のアベイラビリティーゾーンで潜在的なリソース制限が原因で、すべての
シナリオで可能ではない場合があります。この場合、Amazon Redshift は元のクラスターを変更しませ
ん。
• 再配置は、製品の DC1、DC2、または DS2 インスタンスファミリーではサポートされません。
• パブリックにアクセス可能な Amazon Redshift クラスターでは、再配置は使用できません。
• AWS リージョンをまたぐ再配置は実行できません。
• 再配置は、デフォルトのポート設定 (5439) を使用するクラスターに対してのみ有効にできます。それ以
外の場合、再配置の有効化は失敗します。
• 再配置を正常にイネーブルにし、後でデフォルトのポート設定を変更しようとすると、変更操作は失敗
します。

コンソールを使用した再配置の管理
クラスターの再配置の設定は、Amazon Redshift コンソールを使用して管理できます。

新しいクラスターの作成時の再配置の有効化
新しいクラスターを作成しているときに再配置を有効にするには、次の手順を使用します。

新しいクラスターの再配置を有効にするには
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.
3.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) 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。クラスターの作成方法の詳細
については、Amazon Redshift 入門ガイドの「Amazon Redshift クラスターのサンプルを作成する」
を参照してください。

4.

[バックアップ], 用クラスターの再配置] で、Enable (Gems の有効化)。再配置はデフォルトで無効に
なっています。
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5.
6.

[Network and Security] (ネットワークとセキュリティ) で、[Publicly accessible] (パブリックアクセス
可能) のデフォルトの[Disable] (無効) を受け入れます。[Enable] (有効にする) を選択すると、Amazon
Redshift はエラーを返します。
[Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。

既存のクラスターの再配置の変更
既存のクラスターの再配置設定を変更するには、次の手順を使用します。

既存のクラスターの再配置設定を変更するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在のAWSリージョンにあるアカ
ウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの列
に表示されます。

3.

クラスターのリストで、変更するクラスターの名前を選択します。クラスターの詳細ページが表示さ
れます。

4.

[Maintenance] (メンテナンス) タブを選択し、[Backup details] (バックアップの詳細) セクションで
[Edit] (編集) を選択します。

5.

[Backup] (バックアップ) で、[Enable] (有効にする) を選択します。再配置はデフォルトで無効になっ
ています。

6.

[Properties] (プロパティ) タブを表示し、[Network and Security] (ネットワークとセキュリティ) セク
ションにある [Publicly accessible] (パブリックアクセス可能) オプションで、正確に [Disable] (無効)
を選択します。
[クラスタークラスターの変更] を選択します。

7.

クラスターの再配置
クラスターを別のアベイラビリティーゾーンに手動で再配置するには、次の手順を使用します。これ
は、セカンダリアベイラビリティーゾーンでネットワーク設定をテストする場合や、現在のアベイラビリ
ティーゾーンでリソース制約が発生している場合に特に便利です。

クラスターを別のアベイラビリティーゾーンに再配置するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在のAWSリージョンにあるアカ
ウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの列
に表示されます。

3.
4.

リストから移動するクラスターの名前を指定します。クラスターの詳細ページが表示されます。
[Actions] (アクション) で、[Relocate](再配置) を選択します。[Relocate cluster] (クラスターの削除)
ページが表示されます。
(オプション) [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) を選択します。アベイラビリティーゾー
ンを選択しない場合、Amazon Redshift によってアベイラビリティーゾーンが選択されます。

5.

Amazon Redshift によって再配置が開始され、クラスターが再配置として表示されます。再配置が完了す
ると、クラスタのステータスが [available] に変わります。

Amazon Redshift CLI を使用した再配置の管理
AWS Command Line Interface (CLI) を使用して、クラスターの再配置の設定を管理できます。
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次のコマンド例では、AWS CLI を使用して、再配置が有効になっている mycluster という名前の
Amazon Redshift クラスターを作成します。
aws redshift create-cluster --cluster-identifier mycluster --number-of-nodes 2 --masterusername adminuser --master-user-password TopSecret1 --node-type ra3.4xlarge --port 5439 -no-publicly-accessible --availability-zone-relocation

現在のクラスターが別のポートを使用している場合は、再配置を有効にするために変更する前に 5439 を
使用するように変更する必要があります。以下のコマンド例では、クラスターが 5439 を使用していない
場合に備えて、ポートを変更します。
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --port 5439

以下のコマンド例では、Amazon Redshift クラスターでアベイラビリティーゾーン再配置パラメーターを
有効にします。
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --availability-zone-relocation

以下のコマンド例では、Amazon Redshift クラスター上のアベイラビリティーゾーン再配置パラメーター
を無効にします。
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --no-availability-zonerelocation

以下のコマンド例では、Amazon Redshift クラスターでの再配置を呼び出します。
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --availability-zone us-east-1b

Amazon Redshift での Redshift 管理の VPC エンド
ポイントの操作
デフォルトでは、Amazon Redshift クラスターはVirtual Private Cloud (VPC) 内にプロビジョニングされ
ます。パブリックアクセスを許可するか、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、または AWS
Direct Connect 接続を設定してトラフィックをクラスターにルーティングする場合、別の VPC またはサ
ブネットからアクセスすることができます。または、RedShift で管理される VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink を使用) を設定して、クラスターにアクセスすることもできます。
RedShift で管理される VPC エンドポイントは、クラスターを含む VPC とクライアントツールを実行する
VPC 間のプライベート接続としてセットアップします。クラスターが別のアカウントにある場合、アカウ
ント所有者 (被付与者) は、接続を確立するアカウント (被付与者) へのアクセスを許可する必要がありま
す。この方法では、パブリック IP アドレスを使用したり、インターネット経由でトラフィックをルーティ
ングしたりすることなく、データウェアハウスにアクセスできます。
以下のシナリオでは、RedShift で管理される VPC エンドポイントを使用してクラスターへのアクセスを
許可する一般的な理由について説明します。
• AWS アカウント A で、AWS アカウント B の VPC にクラスターへのアクセスを許可したいとします。
• AWS アカウント A で、同様に AWS アカウント A にある VPC にクラスターへのアクセスを許可したい
とします。
• AWS アカウント A で、AWS アカウント A 内のクラスターの VPC にある別のサブネットに、クラス
ターへのアクセスを許可したいとします。
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RedShift で管理される VPC エンドポイントを設定して、別のアカウントのクラスターにアクセスするた
めの一般的なワークフローは次のとおりです。
1. クラスターの所有者アカウントは、別のアカウントにアクセス許可を付与し、被付与者の AWS アカウ
ント ID と VPC 識別子 (またはすべての VPC) を指定します。
2. 被付与者アカウントには、RedShift で管理される VPC エンドポイントを作成する権限があることが通
知されます。
3. 被付与者アカウントは、RedShift 管理の VPC エンドポイントを作成します。
4. 被付与者アカウントは、RedShift が管理する VPC エンドポイントを使用して、所有者アカウントのク
ラスターにアクセスできるようになりました。
このプロセスは、Amazon Redshift コンソール、AWS CLI、または Amazon Redshift API を使用して管理
できます。

RedShift で管理される VPC エンドポイントを使用す
る場合の考慮事項
RedShift で管理される VPC エンドポイントを使用する場合は、以下に注意してください。
• アクセスするクラスターが RA3 ノードタイプであることを確認します。
• アクセスするクラスターで、クラスターの再配置がオンになっていることを確認します。クラスターの
再配置を有効にする要件については、「Amazon Redshift でのクラスター再配置の管理 (p. 99)」を参
照してください。
• アクセスするクラスターがポート 5439 を介して利用可能であることを確認します。
• 既存の RedShift で管理される VPC エンドポイントに関連付けられた VPC セキュリティグループを変更
できます。他の設定を変更するには、現在の RedShift が管理する VPC エンドポイントを削除し、新し
いエンドポイントを作成します。
• 作成できる RedShift 管理の VPC エンドポイントの数は、VPC エンドポイントのクォータに制限されま
す。
• RedShift で管理される VPC エンドポイントには、インターネットからアクセスできません。RedShift
で管理される VPC エンドポイントは、エンドポイントがプロビジョニングされている VPC 内か、ルー
トテーブルとセキュリティグループによって許可されているエンドポイントがプロビジョニングされて
いる VPC とピア接続されている VPC 内でのみアクセスできます。
• Amazon VPC コンソールを使用して RedShift が管理する VPC エンドポイントを管理することはできま
せん。
クォータと命名規則の詳細については、Amazon Redshift でのクォータと制限 (p. 588) を参照してくだ
さい。
料金については、「AWS PrivateLink の料金」を参照してください。

Amazon Redshift コンソールを使用した Redshift 管理
の VPC エンドポイントの管理
Amazon Redshift コンソールを使用して、Redshift で管理される VPC エンドポイントの使用を設定できま
す。

すべてのクラスターへのアクセスの許可
クラスターにアクセスする VPC が別の AWS アカウントにある場合は、必ず所有者 (付与者の) アカウン
トから許可してください。
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別の AWS アカウント内の VPC にクラスターへのアクセスを許可するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

アクセスを許可するクラスターについて、クラスター名を選択してクラスターの詳細を表示します。
クラスターの [Properties] (プロパティ) タブを選択します。
[Granted accounts] (付与されたアカウント) セクションには、クラスターにアクセスできるアカウン
トと対応する VPC が表示されます。

4.

アカウントを追加するために被付与者情報を入力するフォームを表示するには、[Grant access (アク
セスの許可)] を選択します。

5.

AWS アカウント ID に、アクセスを許可するアカウントの ID を入力します。特定のアカウント内の
特定の VPC またはすべての VPC へのアクセス権を付与できます。

6.

アクセスを許可するには、[Grant access] (アクセスの許可) を選択します。

RedShift で管理される VPC エンドポイントの作成
クラスターを所有している場合、またはクラスターへのアクセス権が付与されている場合は、そのクラス
ターの RedShift 管理の VPC エンドポイントを作成できます。

RedShift で管理される VPC エンドポイントを作成するには
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.

ナビゲーションメニューで、[Configurations] (設定) を選択します。
[Configurations] (設定) ページには、作成された RedShift 管理の VPC エンドポイントが表示されま
す。エンドポイントの詳細を表示するには、その名前を選択します。

3.

[Create endpoint (エンドポイントの作成)] を選択して、追加するエンドポイントに関する情報を入力
するためのフォームを表示します。

4.

エンドポイント名、AWS アカウント ID、クラスター識別子、仮想プライベートクラウド (VPC)、サ
ブネットグループ、およびエンドポイントの他のプロパティの値を入力します。
[Subnet group (サブネットグループ)] のサブネットグループは、Amazon Redshift がエンドポイント
をデプロイするサブネットと IP アドレスを定義します。Amazon Redshift は、エンドポイントに関連
付けられたネットワークインターフェイスで使用可能な IP アドレスを持つサブネットを選択します。
[Security group] (セキュリティグループ) でオプションのセキュリティグループは、エンドポイント
に対して承認するインバウンドトラフィックのポート、プロトコル、およびソースを定義します。通
常、ポート 5439 へのアクセスをセキュリティグループまたはワークロードが実行される CIDR 範囲
に許可します。

5.

[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択して、エンドポイントを作成します。

エンドポイントが作成されたら、エンドポイント URLを、RedShift で管理される VPC エンドポイントの
設定で設定します。

AWS CLI を使用して RedShift 管理の VPC エンドポ
イントを管理する
以下の Amazon Redshift CLI オペレーションを使用して、Redshift が管理する VPC エンドポイントを操作
できます。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスを参照してください。
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• authorize-endpoint-access
• revoke-endpoint-access
• create-endpoint-access
• modify-endpoint-access
• delete-endpoint-access
• describe-endpoint-access
• describe-endpoint-authorization

Amazon Redshift API オペレーションを使用した
Redshift 管理の VPC エンドポイントの管理
以下の Amazon Redshift API オペレーションを使用して、Redshift が管理する VPC エンドポイントを操作
できます。詳細については、「Amazon Redshift API リファレンス」を参照してください。
• AuthorizeEndpointAccess
• RevokeEndpointAccess
• CreateEndpointAccess
• ModifyEndpointAccess
• DeleteEndpointAccess
• DescribeEndpointAccess
• DescribeEndpointAuthorization

コンソールを使ったクラスターの管理
クラスターを作成、変更、サイズ変更、削除、再起動、およびバックアップするには、Amazon Redshift
コンソールの [Clusters (クラスター)] セクションを使用します。

クラスターを表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在のAWSリージョンにあるアカ
ウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの列
に表示されます。クラスターがない場合、[クラスターを作成] を選択して作成します。

3.

リストでクラスター名を選択して、クラスターの詳細を表示します。

トピック
• クラスターの作成 (p. 106)
• クラスターの変更 (p. 108)
• クラスターの削除 (p. 109)
• クラスターの再起動 (p. 109)
• クラスターのサイズ変更 (p. 109)
• クラスターのリリースバージョンのアップグレード (p. 110)
• クラスター設定に関する情報の取得 (p. 110)
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• クラスターステータスの概要の取得 (p. 111)
• クラスターのスナップショットを作成する (p. 111)
• ディスク容量アラームの作成または編集 (p. 111)
• クラスターパフォーマンスデータの操作 (p. 111)

クラスターの作成
クラスターを作成する前に、「Amazon Redshift クラスターの概要 (p. 63)」および「Amazon Redshift
のクラスターとノード (p. 63)」を参照してください。

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.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。現在のAWSリージョンにあるアカ
ウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの列
に表示されます。

3.

[クラスターを作成] を選択して、クラスターを作成します。

4.

コンソールページの指示に従って [Cluster configuration (クラスター設定)] のプロパティを入力しま
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、RA3 ノードタイプをサポートする AWS リージョンで実行されてい
る、Amazon Redshift コンソールについて説明します。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
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。
• 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。
5.

コンソールページの指示に従って [クラスター詳細] のプロパティを入力します。

Note
ファイアウォールの内側にいる場合、データベースポートはインバウンド接続を受け入れ
る、開いているポートである必要があります。
6.

(オプション) コンソールページの指示に従って [Cluster permission (クラスタのアクセス許可)] のプロ
パティを入力します。Amazon S3 からデータをロードするなど、クラスターが他の AWS のサービス
にアクセスする必要がある場合は、クラスターのアクセス許可を付与します。

7.

[クラスターを作成] を選択して、クラスターを作成します。クラスターの使用準備ができるまで、数
分かかることがあります。
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追加の設定
クラスターを作成する際、追加のプロパティを指定してカスタマイズを行うことができます。これらのプ
ロパティに関する詳細は、次のリストを参照してください。
Virtual Private Cloud (VPC)
サブネットグループを持つ VPC を選択します。クラスターの作成後は、サブネットグループを変更す
ることはできません。
パラメータグループ
クラスターに関連付けるパラメータグループを選択します。選択しない場合、デフォルトのパラメー
タグループが使用されます。
暗号化
クラスターとスナップショット内のデータをすべて暗号化するかどうかを選択します。デフォルト
設定の [なし] のままにしておくと、暗号化は有効になりません。暗号化を有効にする場合は、AWS
Key Management Service (AWS KMS) またはハードウェアセキュリティモジュール (HSM) のどち
らを使用するか選択して、関連する設定を指定します。Amazon Redshift の暗号化の詳細について
は、Amazon Redshift データベース暗号化 (p. 394) を参照してください。
• KMS
暗号化を有効にして、AWS KMS を使用して暗号化キーを管理する場合は [Use AWS Key
Management Service (AWS KMS)] (AWS Key Management Service (AWS KMS) の使用) を選択しま
す。また、使用するキーを選択します。デフォルトキー、現在のアカウントのキー、別のアカウン
トのキーを選択できます。

Note
別の AWS アカウントのキーを使用する場合、使用するキーの Amazon リソースネー
ム (ARN) を入力します。キーを使用するアクセス権限が必要です。AWS KMS での
キーアクセスの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
「Controlling access to your keys」を参照してください。
Amazon Redshift での AWS KMS 暗号化キーの使用についての詳細は、「AWS KMS を使用した
Amazon Redshift のデータベース暗号化 (p. 394)」を参照してください。
• HSM
暗号化を有効にし、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用して暗号化キーを管理する
場合は、[HSM] を選択します。
[HSM] を選択した場合は、[HSM 接続] と [HSM クライアント証明書] から値を選択します。これ
らの値は、Amazon Redshift と HSM がクラスターキーを渡すことができる信頼された接続を確
立するために必要です。HSM 接続とクライアント証明書は、クラスターを起動する前に Amazon
Redshift でセットアップする必要があります。HSM 接続とクライアント証明書のセットアップの
詳細については、「Amazon Redshift でのハードウェアセキュリティモジュールを使用した暗号
化 (p. 396)」を参照してください。
メンテナンストラック
使用するクラスターバージョンが、現行、末尾、または場合によってはプレビュートラックのいずれ
かを選択できます。
モニタリング
CloudWatch アラームを作成するかどうかを選択できます。
クロスリージョンスナップショットを設定する
クロスリージョンスナップショットを有効化するかどうかを選択できます。
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自動スナップショットの保持期間
これらのスナップショットを保持する日数 (35 日以内) を選択できます。ノードタイプが DC2 または
DS2 の場合、自動スナップショットを作成しないようにするため、ゼロ (0) 日を選択できます。
手動スナップショット保持期間
これらのスナップショットを保持する日数または Indefinitely を選択できます。

クラスターの変更
クラスターを変更すると、以下のオプションに対する変更が直ちに適用されます。
• VPC セキュリティグループ
• パブリックアクセス可能
• 管理者ユーザーパスワード
• HSM 接続
• [HSM Client Certificate]
• メンテナンスの詳細
• スナップショット設定
以下のオプションに対する変更は、クラスターを再起動した後に限り、有効になります。
• クラスター識別子
クラスター識別子を変更すると、Amazon Redshift はクラスターを自動的に再起動します。
• 拡張された VPC のルーティング
拡張 VPC ルーティングを変更すると、Amazon Redshift はクラスターを自動的に再起動します。
• クラスターパラメータグループ
自動作成されたスナップショットの保持期間を短縮すると、新しい保持期間に含まれなくなった、既存の
自動作成されたスナップショットは削除されます。詳細については、「Amazon Redshift スナップショッ
ト (p. 360)」を参照してください。
クラスタープロパティの詳細については、「追加の設定 (p. 107)」を参照してください。

クラスターを変更するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

変更するクラスターを選択します。

4.

[Edit] を選択します。[Edit cluster] (クラスターの編集) ページが表示されます。

5.

クラスターのプロパティを更新します。変更できるプロパティには、次のものがあります。
• クラスター識別子
• スナップショット保持期限
• クラスターの再配置
ネットワークとセキュリティ、メンテナンス、およびデータベース構成の設定を編集するために、コ
ンソールには適切なクラスターの詳細タブへのリンクが付いています。
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6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

クラスターの削除
クラスターが不要になった場合には、それを削除することができます。削除したクラスターと同じデータ
と構成を使って新しいクラスターをプロビジョニングする場合、この手動スナップショットが必要にな
ります。手動スナップショットを使用すると、後でスナップショットを復元して、クラスターの使用を再
開できます。クラスターを削除して最終手動スナップショットを作成しなかった場合、クラスターデータ
は削除されます。どちらの場合も、クラスターの削除後、自動スナップショットは削除されますが、手動
スナップショットはユーザーが削除するまで保持されます。手動スナップショットには、クラスターの
Amazon Simple Storage Service スナップショットで使用できるストレージ量に応じて、Amazon Redshift
ストレージ料金が課金されます。詳細については、「クラスターのシャットダウンと削除 (p. 94)」を参
照してください。

クラスターを削除するには
1.
2.

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。
ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

削除するクラスターを選択します。

4.

[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。

5.

[クラスターの削除] を選択します。

クラスターの再起動
クラスターを再起動すると、クラスターの状態が rebooting に設定されます。再起動が終了すると、ク
ラスターイベントが作成されます。保留されていたクラスターへの変更はすべて、この再起動時に適用さ
れます。

クラスターを再起動するには
1.
2.
3.

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。
ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。
再起動するクラスターを選択します。

4.
5.

[アクション] で、[クラスターの再起動] を選択します。[クラスターの再起動] ページが表示されます。
[クラスターの再起動] を選択します。

クラスターのサイズ変更
クラスターのサイズを変更する場合、クラスターの現在の設定と異なっているノード数またはノードタイ
プを指定します。クラスターのサイズ変更処理が実行中の間は、クラスターに対する書き込みクエリまた
は読み取り/書き込みクエリは実行できません。読み込みクエリのみ実行できます。
さまざまな方法を使用してクラスターのサイズを変更するチュートリアルも含めて、クラスターのサイズ
変更方法の詳細については、「Amazon Redshift でのクラスターのサイズ変更 (p. 82)」を参照してくだ
さい。

クラスターのサイズを変更するには
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。
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2.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

サイズを変更するクラスターを選択します。

4.

[アクション] で、[サイズ変更] を選択します。[クラスターのサイズ変更] ページが表示されます。

5.

ページに表示された手順に従います。クラスターのサイズ変更は、特定の時刻に 1 回行うことも、ス
ケジュールに従ってクラスターのサイズを増減することもできます。

6.

選択に応じて、[Resize now (今すぐサイズ変更)] または [Schedule resize (サイズ変更のスケジュー
ル)] を選択します。

リザーブドノード (DS2 リザーブドノードなど) がある場合は、RA3 リザーブドノードへのアップグレー
ドが可能です。このアップグレードは、コンソールを使用してスナップショットからの復元を実行する場
合や、伸縮自在なリサイズを実行する際に利用できます。コンソールを使用している場合は、このプロセ
スに関するガイドが提供されます。RA3 ノードへのアップグレードの詳細については、「RA3 ノードタイ
プへのアップグレード」を参照してください。

クラスターのリリースバージョンのアップグレード
[リリースステータス] 値が [新しいリリースが利用可能] になっているクラスターのリリースメンテナンス
バージョンをアップグレードできます。メンテナンスバージョンをアップグレードすると、すぐにアップ
グレードするか、次のメンテナンス期間にアップグレードするかを選択できます。

Important
すぐにアップグレードする場合、アップグレードが完了するまでクラスターがオフラインになり
ます。

クラスターを新しいリリースバージョンにアップグレードするには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

アップグレードするクラスターを選択します。

4.

アクションで、Upgrade cluster version (クラスターバージョンのアップグレード)] を選択します。
[Upgrade cluster version (クラスターバージョンのアップグレード)] ページが表示されます。

5.

ページに表示された手順に従います。

6.

[Upgrade cluster version (クラスターバージョンのアップグレード)] を選択します。

クラスター設定に関する情報の取得
クラスターに関する情報を表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules]、 (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、およ
び [Properties] (プロパティ) のタブが含まれる場合があります。

3.

各タブを選択して詳細を表示します。
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クラスターステータスの概要の取得
クラスターのステータスを表示するには
1.
2.

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。
ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

[状態] 列にクラスターのステータスが表示されます。

クラスターのスナップショットを作成する
クラスターのスナップショットを作成するには
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.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

スナップショットを作成するクラスターを選択します。

4.

[アクション] で [スナップショットを作成] を選択します。[スナップショットを作成] ページが表示さ
れます。

5.
6.

ページに表示された手順に従います。
[Create snapshot] (スナップショットを作成) を選択します。

ディスク容量アラームの作成または編集
クラスターのディスク容量使用アラームを作成するには
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.
3.

ナビゲーションメニューで [Alarms] (アラーム) を選択します。
[アクション] で [アラームの作成] を選択します。[アラームの作成] ページが表示されます。

4.
5.

ページに表示された手順に従います。
[アラームの作成] を選択します。

クラスターパフォーマンスデータの操作
新しいコンソールでは、クラスター詳細ページの [クラスターのパフォーマンス] タブでクラスターパ
フォーマンスを操作することができます。

AWS CLI および Amazon Redshift API を使用した
クラスターの管理
次の AWS CLI オペレーションを使用して、Amazon Redshift のクラスターを管理できます。
• cancel-resize
• クラスター作成
• delete-cluster
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• describe-clusters
•
•
•
•
•

describe-cluster-versions
describe-node-configuration-options
describe-orderable-cluster-options
describe-resize
modify-cluster

• pause-cluster
• reboot-cluster
• クラスターのサイズ変更
• resume-cluster
次の Amazon Redshift API オペレーションを使用して、クラスターを管理できます。
• CancelResize
• CreateCluster
• DeleteCluster
• DescribeClusters
• DescribeClusterVersions
• DescribeNodeConfigurationOptions
• DescribeResize
• DescribeOrderableClusterOptions
• ModifyCluster
• PauseCluster
• RebootCluster
• ResizeCluster
• ResumeCluster

AWS SDK for Java を使用したクラスターの管理
次の Java コードの例では、下記に示すような一般的なクラスター管理操作をデモンストレーションしま
す。
• クラスターの作成
• クラスターに関するメタデータの一覧表示
• 構成オプションの変更
作成対象のクラスターに対する要求を開始すると、変更可能になるまで、クラスターは available 状態
になります。この例ではループを使用して、describeClusters 方式を使用しているクラスターの状態
を定期的にチェックします。クラスターが使用可能になると、クラスターの優先保守ウィンドウが変更さ
れます。
以下の例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。コードをアップデートして、クラスターの識別子を指定する必要があ
ります。

Example
/**
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* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
// snippet-sourcedescription:[CreateAndModifyCluster demonstrates how to create and modify
an Amazon Redshift cluster.]
// snippet-service:[redshift]
// snippet-keyword:[Java]
// snippet-keyword:[Amazon Redshift]
// snippet-keyword:[Code Sample]
// snippet-keyword:[CreateCluster]
// snippet-keyword:[DescribeClusters]
// snippet-keyword:[ModifyCluster]
// snippet-sourcetype:[full-example]
// snippet-sourcedate:[2019-02-01]
// snippet-sourceauthor:[AWS]
// snippet-start:[redshift.java.CreateAndModifyCluster.complete]
package com.amazonaws.services.redshift;
import java.io.IOException;
import com.amazonaws.services.redshift.AmazonRedshift;
import com.amazonaws.services.redshift.AmazonRedshiftClientBuilder;
import com.amazonaws.services.redshift.model.*;
public class CreateAndModifyCluster {
public static AmazonRedshift client;
public static String clusterIdentifier = "***provide a cluster identifier***";
public static long sleepTime = 20;
public static void main(String[] args) throws IOException {
// Default client using the {@link
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain}
client = AmazonRedshiftClientBuilder.defaultClient();

}

try {
createCluster();
waitForClusterReady();
describeClusters();
modifyCluster();
describeClusters();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Operation failed: " + e.getMessage());
}

private static void createCluster() {
CreateClusterRequest request = new CreateClusterRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier)
.withMasterUsername("masteruser")
.withMasterUserPassword("12345678Aa")
.withNodeType("ds2.xlarge")
.withNumberOfNodes(2)
.withClusterSubnetGroupName("subnetgroup1");
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}

Cluster createResponse = client.createCluster(request);
System.out.println("Created cluster " + createResponse.getClusterIdentifier());

private static void describeClusters() {
DescribeClustersRequest request = new DescribeClustersRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier);

}

DescribeClustersResult result = client.describeClusters(request);
printResult(result);

private static void modifyCluster() {
ModifyClusterRequest request = new ModifyClusterRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier)
.withPreferredMaintenanceWindow("wed:07:30-wed:08:00");
client.modifyCluster(request);
System.out.println("Modified cluster " + clusterIdentifier);
}
private static void printResult(DescribeClustersResult result)
{
if (result == null)
{
System.out.println("Describe clusters result is null.");
return;
}
System.out.println("Cluster property:");
System.out.format("Preferred Maintenance Window: %s\n",
result.getClusters().get(0).getPreferredMaintenanceWindow());
}
private static void waitForClusterReady() throws InterruptedException {
Boolean clusterReady = false;
System.out.println("Wating for cluster to become available.");
while (!clusterReady) {
DescribeClustersResult result = client.describeClusters(new
DescribeClustersRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier));
String status = (result.getClusters()).get(0).getClusterStatus();
if (status.equalsIgnoreCase("available")) {
clusterReady = true;
}
else {
System.out.print(".");
Thread.sleep(sleepTime*1000);
}
}
}

}
// snippet-end:[redshift.java.CreateAndModifyCluster.complete]
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• 概要 (p. 115)
• VPC でクラスターを作成する (p. 116)
• クラスターの VPC セキュリティグループの管理 (p. 117)
• Amazon Redshift クラスターサブネットグループ (p. 118)

概要
Amazon Redshift は、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) でクラスターを起
動するため、EC2-VPC と EC2-Classic の両方のプラットフォームをサポートしています。詳細について
は、「クラスターの作成時に EC2-VPC を使用する (p. 67)」を参照してください。

Note
Amazon Redshift は、専有テナント VPC へのクラスターの起動をサポートします。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドのハードウェア専有インスタンスを参照してください。
VPC にクラスターをプロビジョニングするときは、次の操作を行います。
• VPC 情報を指定する
VPC 内にクラスターを作成するように Amazon Redshift にリクエストするときは、クラスターサブネッ
トグループを作成することにより、VPC 情報を提供する必要があります。この情報には、VPC の VPC
ID とサブネットのリストが含まれます。クラスターの起動時に、Amazon Redshift が VPC 内のいずれ
かのサブネットにクラスターをプロビジョンできるように、クラスターサブネットグループを指定しま
す。Amazon Redshift でサブネットグループを作成する詳細方法については、Amazon Redshift クラス
ターサブネットグループ (p. 118) を参照してください。VPC の詳細については、Amazon VPC 入門ガ
イドの Amazon VPC の開始方法を参照してください。
• オプションで、パブリックにアクセス可能にするオプションを設定します。
パブリックにアクセス可能となるようにクラスターを設定する場合、外部 IP アドレスで使用するため
に、Elastic IP アドレスをオプションで選択できます。Elastic IP アドレスは、AWS アカウントに関連付
けられた静的 IP アドレスです。Elastic IP アドレスは、VPC 外からクラスターに接続するために使用し
ます。Elastic IP アドレスを使用すると、クライアントがクラスターに接続するために使用する IP アド
レスに影響を与えることなく、基本的な設定を変更することができます。このアプローチは、障害発生
後の復旧などの状況に役立ちます。
自分の AWS アカウントに関連付けられている Elastic IP アドレスを使用する場合、Amazon Redshift ク
ラスターを起動する前に Amazon EC2 で作成する必要があります。そうしない場合、起動プロセスで
使用できません。また、VPC に使用する Elastic IP アドレスを Amazon Redshift に設定させることもで
きます。ただし、割り当てられた IP アドレスは Amazon Redshift サービスによって管理され、AWS ア
カウントには関連付けられません。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 elastic IP アドレスを参照してください。
VPC にパブリックアクセス可能なクラスターがあり、VPC 内からプライベート IP アドレスを使って接
続したい場合があります。その場合は、次の VPC パラメータを true に設定します。
• DNS resolution
• DNS hostnames
VPC にはパブリックアクセス可能なクラスターがあるが、VPC でこれらのパラメータを true に設定
しないとします。このような場合、VPC 内から確立された接続は、プライベート IP アドレスではなく
クラスターの Elastic IP アドレスに解決されます。VPC 内から接続する際には、これらのパラメータを
true に設定し、パブリックにアクセス可能なクラスターにプライベート IP アドレスを使用することを
お勧めします。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC での DNS の使用」を参照して
ください。
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Note
VPC 内にパブリックアクセス可能な既存のクラスターがある場合、VPC 内からの接続は、クラ
スターのサイズを変更するまで、そのクラスターに接続するために Elastic IP アドレスを使用
し続けます。これは、前述のパラメータセットでも発生します。新しいクラスターはすべて、
パブリックアクセス可能なクラスターに同じ VPC 内から接続する際に、プライベート IP アド
レスを使用するという新しい動作に従います。
Elastic IP アドレスは、VPC 外のクラスターにアクセスするための外部 IP アドレスです。これ
は、Amazon Redshift コンソールの [Connection details] (接続の詳細) に表示される [cluster node public
IP addresses and private IP addresses] (クラスターノードのパブリック IP アドレスとプライベート IP
アドレス) とは関係ありません。パブリックおよびプライベートクラスターノードの IP アドレスは、
クラスターがパブリックにアクセス可能であるかどうかに関係なく表示されます。これらのアドレス
は、リモートホスト上の進入ルールを設定するため、特定の環境でのみ使用されます。これらの環境
は、Secure Shell (SSH) 接続を使って Amazon EC2 インスタンスまたは他のリモートホストからデー
タをロードした場合に発生します。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「ステップ 1: クラスター公開キーおよびクラスターノード IP アドレスを取得する」を参照してく
ださい。
クラスターを Elastic IP アドレスに関連付けるオプションは、クラスターを作成するか、スナップ
ショットからクラスターを復元する場合に使用できます。場合によっては、クラスターを Elastic IP ア
ドレスに関連付けたり、クラスターと関連付けられた Elastic IP アドレスを変更したりする必要が出て
くることがあります。クラスターの作成後に Elastic IP アドレスを添付するには、まずクラスターを公
開でアクセスできないように更新してから、公開でアクセスできるようにし、同じオペレーションで
Elastic IP アドレスを追加します。
• VPC セキュリティグループを関連付けます。
次に、VPC セキュリティグループを使用してインバウンドアクセスを許可します。この VPC セキュリ
ティグループは、SQL クライアント ツールを使用して接続できるように、クラスターへのデータベース
ポート経由でのアクセスを許可する必要があります。これは、事前に設定するか、クラスターを起動し
た後ルールを追加できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティ」
を参照してください。Amazon Redshift クラスターセキュリティグループを使用して、クラスターへの
インバウンドアクセスを許可することはできません。
VPC 内でのクラスターの使用に関する詳細については、「VPC でクラスターを作成する (p. 116)」を参
照してください。
VPC 内のクラスターのスナップショットを復元する
VPC 内のクラスターのスナップショットは、VPC の外部ではなく VPC の内部でのみ復元できます。これ
らは、アカウント内の同じ VPC または別の VPC 内で復元できます。 スナップショットの詳細について
は、「」を参照してくださいAmazon Redshift スナップショット (p. 360)

VPC でクラスターを作成する
Virtual Private Cloud (VPC) 内にクラスターをデプロイするための通常のステップは、次のとおりです。

VPC でクラスターを作成するには
1.

VPC を設定します。
クラスターは、アカウントのデフォルトの VPC 内 (アカウント内に VPC がある場合)、または作
成した VPC 内に作成できます。詳細については、「クラスターの作成時に EC2-VPC を使用す
る (p. 67)」を参照してください。VPC を作成するには、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC を
作成する」を参照してください。VPC 識別子、サブネット、およびサブネットのアベイラビリティー
ゾーンを書きとめておきます。この情報は、クラスターの起動時に必要です。
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Note

2.

次のステップでサブネットをクラスターサブネットグループに追加できるように、VPC 内に
少なくとも 1 つのサブネットが定義されている必要があります。VPC へのサブネットの追加
の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC へのサブネットの追加」を参照し
てください。
Amazon Redshift クラスターサブネットグループを作成して、VPC で Amazon Redshift クラスターが
使用できるサブネットを指定します。
クラスターサブネットグループは、Amazon Redshift コンソールを使用するか、またはプログラ
ムで作成することができます。詳細については、「Amazon Redshift クラスターサブネットグルー
プ (p. 118)」を参照してください。

3.

クラスターに関連付ける VPC セキュリティグループ内のインバウンド接続に対して、アクセスを許可
します。
VPC (パブリックインターネット上) 外のクライアントを有効化して、クラスターを接続します。
これを行うには、クラスターを起動したときに使用したポートにインバウンドアクセスを付与する
VPC セキュリティグループにクラスターを関連付けます。セキュリティグループルールの例について
は、Amazon VPC ユーザーガイドのセキュリティグループのルールを参照してください。

4.

Amazon Redshift 入門ガイドの「Amazon Redshift の開始方法」に記載されている手順に従って、ク
ラスターを作成します。クラスターを作成する際には次の変更を行います。
• [Additional configurations (追加設定)] セクションを表示するには、[Use defaults (デフォルトを使
用)] をオフにします。
• [Network and security] (ネットワークとセキュリティ) セクションの設定で、[Virtual private cloud
(VPC)] (仮想プライベートクラウド)、[Cluster subnet group] (クラスターサブネットグループ)、お
よび [VPC security group] (VPC セキュリティグループ) を指定します。

これで、クラスターを使用する準備ができました。入門ガイドのステップに従って、サンプルデータを
アップロードし、サンプルクエリを試行することにより、クラスターをテストできます。

クラスターの VPC セキュリティグループの管理
Amazon Redshift クラスターをプロビジョンすると、デフォルトではロックされているため、誰もアクセ
スすることはできません。他のユーザーに Amazon Redshift クラスターへのインバウンドアクセスを許可
するには、クラスターをセキュリティグループに関連付けます。EC2-VPC プラットフォームを使用する場
合は、既存の Amazon VPC セキュリティグループを使用するか、新しいグループを定義することができま
す。次に、下記の説明どおり、クラスターに関連付けます。EC2-Classic プラットフォームでは、クラス
ターセキュリティグループを定義し、そのグループをクラスターに関連付けます。EC2-Classic プラット
フォームでのクラスターセキュリティグループの使用の詳細については、「Amazon Redshift クラスター
セキュリティグループ (p. 523)」を参照してください。
VPC セキュリティグループは、使用中のクラスターなど、VPC 上のインスタンスへのアクセスを制御し
ているルールのセットで構成されます。個別のルールのセットは、IP アドレスの範囲または他の VPC セ
キュリティグループに基づいてアクセスします。VPC セキュリティグループをクラスターに関連付ける
と、VPC セキュリティグループで定義されているルールがクラスターへのアクセスを制御します。
EC2-VPC プラットフォームでプロビジョンするクラスターごとに、1 つ以上の Amazon VPC セキュリ
ティグループが関連付けられます。Amazon VPC は、デフォルトという VPC セキュリティグループを提
供します。これは VPC を作成するときに自動的に作成されます。VPC で起動するクラスターは、そのク
ラスターの作成時に別の VPC セキュリティグループを指定しない限り、それぞれがデフォルトの VPC セ
キュリティグループに自動的に関連付けられます。クラスターの作成時にクラスターに VPC セキュリティ
グループを関連付けるか、または後でクラスターを変更して VPC セキュリティグループを関連付けること
ができます。
次の表では、デフォルトの VPC セキュリティグループ用のデフォルトルールについて説明します。
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Amazon Redshift クラスターで、必要に応じてデフォルトの VPC セキュリティグループのルールを変更で
きます。
デフォルトの VPC セキュリティグループだけで十分であれば、さらにグループを作成する必要はありま
せん。ただし、オプションでクラスターへのインバウンドアクセスをより適切に管理するために、追加の
VPC セキュリティグループを作成できます。たとえば、Amazon Redshift クラスターでサービスを実行し
ていて、顧客に複数の異なるサービスレベルを提供しているとします。すべてのサービスレベルに同じア
クセス権を与えたくない場合は、サービスレベルごとに別の VPC セキュリティグループ (サービスレベル
ごとに 1 つ) を作成することをお勧めします。その後、それらの VPC セキュリティグループをクラスター
に関連付けることができます。
VPC に対して最高 100 個の VPC セキュリティグループを作成し、VPC セキュリティグループを多くのク
ラスターと関連付けることができます。ただし、特定のクラスターと関連付けることができる VPC セキュ
リティグループは 5 つまでです。
Amazon Redshift では、VPC セキュリティグループへの変更は直ちに適用されます。そのため、VPC セ
キュリティグループをクラスターに関連付けると、更新された VPC セキュリティグループのインバウンド
クラスターアクセスルールは即座に適用されます。
VPC セキュリティグループの作成と変更は、https://console.aws.amazon.com/vpc/ で行うことができま
す。AWS CLI、Amazon EC2 CLI、および AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、VPC セキュ
リティグループをプログラムで管理することもできます。VPC セキュリティグループの操作に関する詳細
については、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC のセキュリティグループを参照してください。

Amazon Redshift クラスターサブネットグループ
概要
Virtual Private Cloud (VPC) でクラスターをプロビジョニングする場合は、クラスターサブネットグループ
を作成します。VPC の詳細については、Amazon VPC の製品詳細ページを参照してください。
VPC は、セキュリティおよびオペレーションのニーズに基づいたリソースのグループ化を可能にする 1
つまたは複数のサブネット (VPC 内の IP アドレスのサブセット) を持つことができます。クラスターサブ
ネットグループにより、VPC 内にサブネットセットを指定できます。クラスターをプロビジョニングする
とき、サブネットグループを指定すると、Amazon Redshift によってグループ内のサブネットの 1 つにク
ラスターが作成されます。
VPC 作成の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのドキュメントを参照してください。
サブネットグループを作成したら、以前に追加したサブネットを削除したり、サブネットを追加したりで
きます。Amazon Redshift は、クラスターサブネットグループを作成、変更、または削除するための API
オペレーションを提供します。これらの操作はコンソールで実行することもできます。

コンソールを使用したクラスターサブネットグループの管理
Amazon Redshift コンソールを使用して、クラスターサブネットグループを管理することができます。ク
ラスターサブネットグループの作成、既存のクラスターサブネットグループの管理、またはクラスター
サブネットグループの削除を行うことができます。このようなタスクはすべて、クラスターサブネットグ
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ループリストから開始されます。管理を行う場合は、対象とするクラスターサブネットグループを選択す
る必要があります。
サブネットグループに提供するサブネットの 1 つでクラスターをプロビジョニングすることができます。
クラスターサブネットグループにより、Virtual Private Cloud (VPC) 内にサブネットのセットを指定できま
す。

クラスターサブネットグループの作成
VPC でクラスターをプロビジョニングするには、クラスターサブネットグループが少なくとも 1 つ定義さ
れている必要があります。

クラスターサブネットグループを作成する方法
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で、[Configurations] (設定)、次に [Subnet groups] (サブネットグループ) を選
択します。サブネットグループのリストが表示されます。

3.

[クラスターサブネットグループの作成] を選択して作成ページを表示します。

4.

追加するサブネットを含む、サブネットグループの情報を入力します。

5.

[クラスターサブネットグループの作成] を選択して、選択したサブネットでグループを作成します。

クラスターサブネットグループの変更
クラスターサブネットグループを変更する方法
1.

3.
4.

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。
ナビゲーションメニューで、[Configurations] (設定)、次に [Subnet groups] (サブネットグループ) を選
択します。サブネットグループのリストが表示されます。
変更するサブネットグループを選択します。
[アクション] で [変更] を選択してサブネットグループの詳細を表示します。

5.
6.

サブネットグループの情報を更新します。
[保存] を選択してグループを変更します。

2.

クラスターサブネットグループの削除
クラスターで使用されているクラスターサブネットグループは削除することができません。

クラスターサブネットグループを削除する方法
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で、[Configurations] (設定)、次に [Subnet groups] (サブネットグループ) を選
択します。サブネットグループのリストが表示されます。
削除するサブネットグループを選択して、[削除] を選択します。

3.

AWS SDK for Java を使用したクラスターサブネットグループの
管理
以下の Java コードの例では、クラスターサブネットに対する一般的な操作を示します。
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• クラスターサブネットグループの作成
• クラスターサブネットグループに関するメタデータの一覧表示
• クラスターサブネットグループの変更
以下の例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。コードを更新し、クラスターサブネットグループ名と 2 つのサブ
ネット識別子を指定する必要があります。

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
// snippet-sourcedescription:[CreateAndModifyClusterSubnetGroup demonstrates how to create
and modify an Amazon Redshift subnet group.]
// snippet-service:[redshift]
// snippet-keyword:[Java]
// snippet-keyword:[Amazon Redshift]
// snippet-keyword:[Code Sample]
// snippet-keyword:[CreateClusterSubnetGroup]
// snippet-keyword:[DescribeClusterSubnetGroups]
// snippet-sourcetype:[full-example]
// snippet-sourcedate:[2019-02-01]
// snippet-sourceauthor:[AWS]
// snippet-start:[redshift.java.CreateAndModifyClusterSubnetGroup.complete]
package com.amazonaws.services.redshift;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.redshift.model.*;
public class CreateAndModifyClusterSubnetGroup {
public
public
// You
public
public

static AmazonRedshift client;
static String clusterSubnetGroupName = "subnet-group-name";
can use the VPC console to find subnet IDs to use.
static String subnetId1 = "***provide a subnet ID****";
static String subnetId2 = "***provide a subnet ID****";

public static void main(String[] args) throws IOException {
// Default client using the {@link
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain}
client = AmazonRedshiftClientBuilder.defaultClient();
try {

createClusterSubnetGroup();
describeClusterSubnetGroups();
modifyClusterSubnetGroup();
} catch (Exception e) {
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}

}

System.err.println("Operation failed: " + e.getMessage());

private static void createClusterSubnetGroup() {
CreateClusterSubnetGroupRequest request = new CreateClusterSubnetGroupRequest()
.withClusterSubnetGroupName(clusterSubnetGroupName)
.withDescription("my cluster subnet group")
.withSubnetIds(subnetId1);
client.createClusterSubnetGroup(request);
System.out.println("Created cluster subnet group: " + clusterSubnetGroupName);
}
private static void modifyClusterSubnetGroup() {
// Get existing subnet list.
DescribeClusterSubnetGroupsRequest request1 = new
DescribeClusterSubnetGroupsRequest()
.withClusterSubnetGroupName(clusterSubnetGroupName);
DescribeClusterSubnetGroupsResult result1 =
client.describeClusterSubnetGroups(request1);
List<String> subnetNames = new ArrayList<String>();
// We can work with just the first group returned since we requested info about one
group.
for (Subnet subnet : result1.getClusterSubnetGroups().get(0).getSubnets()) {
subnetNames.add(subnet.getSubnetIdentifier());
}
// Add to existing subnet list.
subnetNames.add(subnetId2);

}

ModifyClusterSubnetGroupRequest request = new ModifyClusterSubnetGroupRequest()
.withClusterSubnetGroupName(clusterSubnetGroupName)
.withSubnetIds(subnetNames);
ClusterSubnetGroup result2 = client.modifyClusterSubnetGroup(request);
System.out.println("\nSubnet group modified.");
printResultSubnetGroup(result2);

private static void describeClusterSubnetGroups() {
DescribeClusterSubnetGroupsRequest request = new
DescribeClusterSubnetGroupsRequest()
.withClusterSubnetGroupName(clusterSubnetGroupName);
DescribeClusterSubnetGroupsResult result = client.describeClusterSubnetGroups(request);
printResultSubnetGroups(result);
}
private static void printResultSubnetGroups(DescribeClusterSubnetGroupsResult result)
{
if (result == null)
{
System.out.println("\nDescribe cluster subnet groups result is null.");
return;
}
for (ClusterSubnetGroup group : result.getClusterSubnetGroups())
{
printResultSubnetGroup(group);
}
}
private static void printResultSubnetGroup(ClusterSubnetGroup group) {
System.out.format("Name: %s, Description: %s\n", group.getClusterSubnetGroupName(),
group.getDescription());
for (Subnet subnet : group.getSubnets()) {
System.out.format(" Subnet: %s, %s, %s\n", subnet.getSubnetIdentifier(),
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subnet.getSubnetAvailabilityZone().getName(),
subnet.getSubnetStatus());
}
}

}
// snippet-end:[redshift.java.CreateAndModifyClusterSubnetGroup.complete]

AWS CLI および Amazon Redshift API を使用したクラスターサ
ブネットグループの管理
以下の Amazon Redshift CLI オペレーションを使用してクラスターサブネットグループを管理できます。
• create-cluster-subnet-group
• delete-cluster-subnet-group
• describe-cluster-subnet-groups
• modify-cluster-subnet-group
以下の Amazon Redshift API オペレーションを使用してクラスターサブネットグループを管理できます。
• CreateClusterSubnetGroup
• DeleteClusterSubnetGroup
• DescribeClusterSubnetGroups
• ModifyClusterSubnetGroup

クラスターバージョンの履歴
Amazon Redshift は、クラスターの更新に使用される新しいクラスターバージョンを定期的にリリースし
ます。

Important
利用可能な Amazon Redshift クラスターのバージョン、およびその機能、改善、修正について
は、「Amazon Redshift のクラスターバージョン (p. 599)」を参照してください。
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データベースのクエリ
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。
• クラスターに接続し、クエリエディタで AWS Management Console に対してクエリを実行します。
Amazon Redshift コンソールでクエリエディタを使用する場合、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。
• 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。
Amazon Redshift は、Java Database Connectivity (JDBC) および Open Database Connectivity (ODBC)
を介して接続する SQL クライアントツールをサポートします。Amazon Redshift は SQL クライアント
ツールまたはライブラリを提供もインストールもしないため、それらを使用して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または Amazon EC2 インスタンスにインストールする必要
があります。JDBC または ODBC ドライバーをサポートするほとんどの SQL クライアントツールを使
用できます。

Note
ストアドプロシージャを記述する場合は、機密の値を保護するためのベストプラクティスに従う
ことをお勧めします。
ストアドプロシージャロジックに機密情報をハードコーディングしないでください。例えば、ス
トアドプロシージャの本文の CREATE USER ステートメントにはユーザーパスワードを割り当て
ないでください。ハードコードした値は、カタログテーブルにスキーマメタデータとして記録さ
れる可能性があるため、セキュリティ上のリスクが生じます。代わりに、パスワードなどの機密
の値は、パラメータを使用して引数として、ストアドプロシージャに渡します。
ストアドプロシージャの詳細については、「CREATE PROCEDURE」と「Amazon Redshift のス
トアドプロシージャの作成」を参照してください。カタログテーブルの詳細については、「シス
テムカタログテーブル」を参照してください。
トピック
• 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 (p. 123)
• 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 (p. 155)
• 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 (p. 162)
• Amazon Redshift Data API の使用 (p. 306)

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
クエリエディタ v2 は、Amazon Redshift データウェアハウスでクエリを作成および実行するために使用す
る、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。クエリエディタ v2 は、以
前のクエリエディタに変わるエディタです。

Note
クエリエディタ v2 は、商用の AWS リージョン で使用できます。クエリエディタ v2 が利用で
きる AWS リージョン の一覧については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の
「Redshift クエリエディタ v2」に記載されているエンドポイントを参照してください。
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クエリエディタ v2 のデモについては、次の動画をご覧ください。Amazon Redshift query editor v2
(Amazon Redshift クエリエディタ v2)。
データ分析のデモについては、以下の動画をご覧ください。Data analysis using Amazon Redshift query
editor v2 (Amazon Redshift クエリエディタ v2 を使用したデータ分析)。
クエリエディタ v2 を使用して分離されたか、または共有された接続で複数のクエリを実行するデモにつ
いては、次の動画をご覧ください。クエリエディタ v2 を使用した同時クエリ実行。
クエリエディタ v2 には、SQL 文を管理および実行するための豊富な機能セットがあります。次のセク
ションのトピックでは、これらの多くの機能について説明します。クエリエディタ v2 を使い慣れて、そ
の機能を理解してください。
トピック
• AWS アカウントの設定 (p. 124)
• クエリエディタ v2 の操作 (p. 129)
• クエリの作成と実行 (p. 140)
• データレイクのクエリ (p. 144)
• データ共有の使用 (p. 147)
• クエリ結果の視覚化 (p. 149)
• チームとしての共同作業と共有 (p. 154)

AWS アカウントの設定
Amazon Redshift コンソールからクエリエディタ v2 を選択すると、ブラウザに新しいタブが開き、クエ
リエディタ v2 インターフェイスが表示されます。適切な権限があれば、現在の AWS リージョン にある
AWS アカウント が所有する Amazon Redshift クラスターやワークグループのデータにアクセスすること
ができます。
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、AWS KMS
暗号化の設定は変更できません。
クエリエディタ v2 での顧客管理キーの作成と使用の詳細については、クエリエディタ V2 で使用する
AWS KMS 顧客管理キーの作成 (p. 125)を参照してください。
Amazon Redshift クエリエディタ v2 は、認証、暗号化、分離、コンプライアンスをサポートし、保管中
のデータと転送中のデータを安全に保ちます。データセキュリティとクエリエディタ v2 の詳細について
は、以下を参照してください。
• 保管中の暗号化 (p. 393)
• 送信中の暗号化 (p. 402)
• Amazon Redshift での設定と脆弱性の分析 (p. 527)
AWS CloudTrail は、AWS アカウント により、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特定できます。Query Editor v2
と AWS CloudTrail の統合方法の詳細については、「CloudTrail によるログ記録 (p. 513)」を参照してく
ださい。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。
クエリエディタ v2 には、リソースの一部に対して調整可能なクォータがあります。詳細については、
「Amazon Redshift オブジェクトのクォータ (p. 588)」を参照してください。
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クエリエディタ v2 で作成されたリソース
クエリエディタ v2 では、保存されたクエリやグラフなどのリソースを作成できます。クエリエディタ v2
のすべてのリソースは、IAM ロールまたは IAM ユーザーに関連付けられています。
クエリエディタ v2 では、保存されたクエリとグラフのタグを追加および削除できます。これらのタグ
は、カスタム IAM ポリシーを設定するときや、リソースを検索するときに使用できます。AWS Resource
Groups タグエディタを使用してタグを管理することもできます。
IAM ロールと IAM ポリシーを持つ IAM ユーザーを設定することで、AWS リージョン の同じ AWS アカウ
ント の他の人とクエリを共有することができます。

クエリエディタ V2 で使用する AWS KMS 顧客管理キーの作成
対称暗号化顧客管理キーを作成するには
クエリエディタ v2 リソースを暗号化する対称暗号化顧客管理キーを作成するには、AWS KMS コンソール
または AWS KMS API オペレーションを使用します。キーの作成方法については AWS Key Management
Service デベロッパーガイドの「対称暗号化 AWS KMS キーの作成」を参照してください。
キーポリシー
キーポリシーは、顧客管理キーへのアクセスを制御します。すべてのカスタマー管理キーには、キーポリ
シーが 1 つだけ必要です。このポリシーには、そのキーを使用できるユーザーとその使用方法を決定する
ステートメントが含まれています。顧客管理キーを作成するときに、キーポリシーを指定できます。詳細
については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS キーへのアクセス管
理」を参照してください。
Amazon Redshift クエリエディタ v2 で顧客管理キーを使用するには、キーポリシーで次の API オペレー
ションが許可されている必要があります。
• kms:GenerateDataKey – データを暗号化するために、一意の対称データキーを生成します。
• kms:Decrypt – カスタマー管理のキーで暗号化されたデータを復号化します。
• kms:DescribeKey — お客様が管理するキーの詳細を提供し、サービスがキーを検証できるようにしま
す。
以下は、AWS アカウント 111122223333 のサンプル AWS KMS ポリシーです。最初のセク
ションでは、kms:ViaService がキーの使用をクエリエディタ v2 サービス (ポリシーでは
sqlworkbench.region.amazonaws.com と呼びます) に制限しています。AWS アカウント がキーを使
用するには 111122223333である必要があります。2 番目のセクションでは、ルートユーザーとキー管理
者の AWS アカウント 111122223333 がキーにアクセスできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-consolepolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow access to principals authorized to use Amazon Redshift Query
Editor V2",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
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},
{

}

]

}

}

"StringEquals": {
"kms:ViaService": "sqlworkbench.region.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount": "111122223333"
}

"Sid": "Allow access for key administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": [
"kms:*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"

次のリソースは、AWS KMS キーについての詳細を説明しています。
• AWS KMS ポリシーの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「ポ
リシーでのアクセス許可の指定」を参照してください。
• トラブルシューティング AWS KMS ポリシーの情報については、「AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイド」の「キーアクセスのトラブルシューティング」を参照してください。
• キーの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS キー」
を参照してください。

クエリエディタ v2 へのアクセス
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、次のいずれかの 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。
• AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess – アカウントの Amazon Redshift クエリエディタ v2 オペレー
ションとリソースへの完全なアクセス権を付与します。このポリシーは、その他の必要なサービスへの
アクセス権限も付与します。
• AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing — リソースを共有せずに Amazon Redshift クエリエディタ
v2 を操作する権限を付与します。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与し
ます。
• AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing — リソース共有を限定して Amazon Redshift クエリエディ
タ v2 を操作する権限を付与します。付与されたプリンシパルは、チームと共有されているリソースの
読み取りはできますが、更新はできません。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権
限も付与します。
• AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing — リソースを共有して Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 を操作する権限を付与します。付与されたプリンシパルは、そのチームと共有されているリ
ソースを読み取り、更新することができます。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス
権限も付与します。
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。
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プリンシパル (IAM ユーザーまたは IAM ロール) が Amazon Redshift クラスターに接続するには、
いずれかのクエリエディタ v2 管理ポリシーでアクセス権限が必要です。またこのクラスターへは
redshift:GetClusterCredentials アクセス許可も必要です。このアクセス許可を取得するには、
管理者権限を持つユーザーが、一時的な認証情報を使用してクラスターに接続する必要がある IAM ユー
ザーまたは IAM ロールにポリシーをアタッチできます。特定のクラスターにポリシーのスコープを設定
することも、より一般的なポリシーを設定することもできます。一時的な認証情報を使用するアクセス
許可の詳細については、「GetClusterCredentials を呼び出す権限を持つ IAM ロールまたはユーザーの作
成 (p. 449)」を参照してください。
プリンシパル (IAM ユーザーまたは IAM ロール) が、アカウント内の他のユーザーに対して
[Account settings] (アカウント設定) ページで結果セットをエクスポートできるようにするに
は、sqlworkbench:UpdateAcountExportSettingsアクセス権限が必要です。このアクセス許可
は、AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccessAWS 管理ポリシーにあります。
プリンシパル (IAM ユーザーまたは IAM ロール) が SQL ノートブック (プレビュー) 機能を使用するには、
プリンシパルの既存のクエリエディタ v2 マネージドポリシーのいずれかに以下のポリシーを追加する必
要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqlworkbench:ListNotebooks"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqlworkbench:CreateNotebook"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner": "${aws:userid}"
}
}
},
{
"Sid": "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqlworkbench:GetNotebook",
"sqlworkbench:UpdateNotebook",
"sqlworkbench:DeleteNotebook",
"sqlworkbench:CreateNotebookCell",
"sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
"sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
"sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
"sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
"sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner": "${aws:userid}"
}
}
},
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team}"

}

]

}

"Sid": "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqlworkbench:GetNotebook",
"sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
"sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/sqlworkbench-team": "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench}

}

Amazon Redshift の管理ポリシーの詳細については、「Amazon Redshift の AWS管理 (事前定義）ポリ
シー (p. 414)」を参照してください。
IAM コンソールを使用して、IAM ユーザーまたは IAM ロールに IAM ポリシーをアタッチできます。ロー
ルにポリシーをアタッチしたら、IAM ユーザーにロールをアタッチできます。

IAM ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには
1.
2.
3.

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。
ユーザーを選択します。
クエリエディタ v2 へのアクセスが必要なユーザーを選択します。

4.
5.

[Add permissions] (許可の追加) を選択します。
[既存のポリシーを直接アタッチ] を選択します。

6.
7.
8.

[ポリシー名] については、前述のように適切なポリシーを選択します。
次へ: レビューを選択します。
[Add permissions] を選択します。

IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチするには
1.
2.
3.

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。
[ロール] を選択します。
クエリエディタ v2 へのアクセスが必要なロールを選択します。

4.
5.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。
[ポリシー名] については、前述のように適切なポリシーを選択します。

6.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

IAM を使用したユーザーとロールの管理の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーの
アクセス許可の変更」を参照してください。

フェデレーションユーザーとしてクエリエディタ v2 に接続する
ためのプリンシパルタグの設定
フェデレーションユーザーとしてクエリエディタ v2 にアクセスするには、プリンシパルタグで
IAM ロールまたは IAM ユーザーを設定します。または、RedshiftDbUserおよび (オプション)
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RedshiftDbGroups で、ID プロバイダー (IdP) によって渡されるようにセットアップします。IAM
を使用したタグの管理の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS Security Token Service での
セッションタグの受け渡し」を参照してください。AWS Identity and Access Management を使用して
アクセスをセットアップするために、管理者は IAM コンソールを使用してタグを追加できます (https://
console.aws.amazon.com/iam/)。

IAM ロールにプリンシパルタグを追加するには
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.
3.

ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
フェデレーション ユーザーを使用して、クエリエディタ v2 へのアクセスが必要なロールを選択しま
す。

4.
5.

[タグ] タブを選択します。
[タグの管理] をクリックします。

6.

[Add tag] (タグの追加) を選択して、RedshiftDbUser を [Key] (キー) に入力し、フェデレーション
ユーザー名を [Value] (値) に入力します。

7.

オプションで、[タグの追加] を選択して、RedshiftDbGroupsを [キー] に入力し、ユーザーに関連付
けるグループ名を [値] に入力します。

8.

[変更を保存] を選択して、選択した IAM ロールに関連付けられているタグのリストを表示します。変
更が反映されるまで、数秒かかる場合があります。
フェデレーションユーザーを使用するには、変更が反映された後、クエリエディタ v2 のページを更
新します。

9.

同様に、プリンシパルタグを IAM ユーザーに追加できます。
プリンシパルタグを渡すように ID プロバイダー (IdP) をセットアップする
ID プロバイダー (IdP) を使用してタグを設定する手順は、IdP によって異なります。ユーザーおよびグ
ループ情報を SAML 属性に渡す手順については、IdP のドキュメントを参照してください。正しく設定す
ると、AWS Security Token Serviceによって使用され、RedshiftDbUserおよび RedshiftDbGroups の
プリンシパルタグに表示される SAML レスポンスに次の属性が表示されます。
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:RedshiftDbUser">
<AttributeValue>db-user-name</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:RedshiftDbGroups">
<AttributeValue>db-groups</AttributeValue>
</Attribute>

オプションの db_groups は、group1:group2:group3のようにコロンで区切る必要があります。
さらに、TransitiveTagKeys属性を使用して、ロールの連鎖中にタグを保持できます。
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>RedshiftDbUser</AttributeValue>
<AttributeValue>RedshiftDbGroups</AttributeValue>
</Attribute>

クエリエディタ v2 のセットアップの詳細については、「クエリエディタv2 を使用するために必要なアク
セス許可 (p. 421)」をご参照ください。

クエリエディタ v2 の操作
クエリエディタ v2 は、主にクエリの編集と実行、結果の視覚化、チームとの作業の共有に使用されま
す。クエリエディタ v2 を使用すると、データベース、スキーマ、テーブル、およびユーザー定義関数
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(UDF) を作成できます。ツリービューパネルでは、各データベースのスキーマが表示されます。スキーマ
ごとに、テーブル、ビュー、UDF、および保存する手順が表示されます。
トピック
• クエリエディタ v2 を開く (p. 130)
• Amazon Redshift データベースに接続する (p. 132)
• Amazon Redshift データベースの閲覧 (p. 133)
• データベースオブジェクトの作成 (p. 135)
• クエリとタブの履歴を表示する (p. 137)
• サンプルデータをロードする (p. 138)
• Amazon S3 からデータをロードする (p. 138)
• アカウント設定の変更 (p. 139)
• SQL ノートブックの操作 (プレビュー) (p. 139)

クエリエディタ v2 を開く
クエリエディタ v2 を開くには
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.

ナビゲーターメニューで、[エディタ]、次に [クエリエディタ V2] を選択します。新しいブラウザでク
エリエディタ v2 が開きます。

クエリエディタページには、次のようにビューを選択するナビゲータメニューがあります。

データベース
テーブルとして編成され、データベースに含まれるデータを管理およびクエリします。データベース
には、保存されたデータを格納することも、Amazon S3 などの他の場所に格納されたデータへの参照
を含めることもできます。クラスターまたはサーバーレスワークグループに含まれるデータベースに
接続します。
[データベース] ビューで操作する場合、次のコントロールがあります。
• [Cluster] (クラスター) または [Workgroup] (ワークグループ) フィールドには、現在接続されている
名前が表示されます。[Database] (データベース) フィールドには、クラスターまたはワークグルー
プ内のデータベースが表示されます。[データベース] ビューで実行するアクションは、デフォルト
では選択したデータベースに対して動作します。
• クラスター、データベース、スキーマのツリービュー階層ビュー。スキーマでは、テーブル、
ビュー、関数、および保存する手順を操作できます。ツリービューの各オブジェクトにはコンテ
キストメニューが用意されており、そのオブジェクトに関連するアクション ([更新] または [ドロッ
プ]など) を実行できます。
•
す。
•

[作成] アクションを使用して、データベース、スキーマ、テーブル、および関数を作成しま

[Load data] (データのロード) アクションは、Amazon S3 からデータをデータベースにロード
します。

•
保存 アイコンをクリックすると、クエリを保存できます。
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•
ショートカット アイコンをクリックすると、エディタのキーボードショートカットが表示さ
れます。
•

クエリを入力および実行できる

[Editor] (エディタ) 領域。

クエリを実行した後、[結果] タブが表示され、結果が表示されます。ここで [チャート] をオンにす
ると、結果を視覚化できます。また、結果を[Export] (エクスポート) できます。
• セクションを追加して SQL を入力および実行するか、[Markdown] (マークダウン) を追加でき
る

[Notebook] (ノートブック) 領域。

クエリを実行した後、[結果] タブが表示され、結果が表示されます。ここで結果を[Export] (エクス
ポート) できます。

クエリ
クエリには、データベース内のデータを管理およびクエリする SQL コマンドが含まれています。クエ
リエディタ v2 を使用してサンプルデータをロードすると、サンプルクエリが作成され、保存されま
す。保存したクエリをチームと共有できます。

ノートブック
SQL ノートブックには、SQL セルと Markdown セルが含まれています。ノートブックを使用して、1
つのドキュメント内で複数の SQL コマンドを編成、注釈付け、共有できます。SQL ノートブックを
チームと共有できます。詳細については、「SQL ノートブックの操作 (プレビュー) (p. 139)」を参
照してください。

チャート
チャートは、データの視覚的な表示です。クエリエディタ v2 には、さまざまなタイプのチャートを作
成して保存するためのツールが用意されています。チャートをチームと共有できます。詳細について
は、「クエリ結果の視覚化 (p. 149)」を参照してください。

履歴
クエリ履歴は、Amazon Redshift クエリエディタ v2 を使用して実行されたクエリの一覧です。これら
のクエリは、個別のクエリまたは SQL ノートブックの一部として実行されます。詳細については、
「クエリとタブの履歴を表示する (p. 137)」を参照してください。
すべてのクエリエディタ v2 ビューには次のアイコンがあります。
•
[Visual mode] (ビジュアルモード) アイコンをクリックすると、ライトモードとダークモードが
切り替わります。
•

[Settings] (設定) アイコンをクリックすると、さまざまな設定画面のメニューが表示されます。
•
[Editor preferences] (エディタの環境設定) アイコンをクリックすると、クエリエディタ v2 を使
用するときに、設定を編集できます。
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•
[Connections] (接続) アイコンをクリックすると、エディタタブで使用されている接続が表示
されます。
接続は、データベースからデータを取得するために使用されます。接続は、特定のデータベースに対
して作成されます。分離された接続では、あるエディタタブで一時テーブルを作成するなど、デー
タベースを変更する SQL コマンドの結果は、別のエディタタブに表示されません。クエリエディタ
v2 でエディタタブを開くとき、デフォルトは分離された接続です。共有接続を作成するとき、つま
り、分離されたセッションスイッチをオフにすると、同じデータベースへの他の共有接続の結果が相
互に表示されます。ただし、データベースへの共有接続を使用するエディタタブは並列で実行されま
せん。同じ接続を使用するクエリは、接続が使用可能になるまで待機する必要があります。あるデー
タベースへの接続は別のデータベースと共有できないため、SQL の結果は異なるデータベース接続で
は表示されません。
アカウント内のユーザーがアクティブにできる接続の数は、クエリエディタ v2 管理者によって制御
されます。
•
[Account settings] (アカウント設定) アイコンは、アカウント内のすべてのユーザーの特定の設
定を変更するために管理者が使用します。詳細については、「アカウント設定の変更 (p. 139)」を参
照してください。

Amazon Redshift データベースに接続する
データベースに接続するには、ツリービューパネルでクラスターまたはワークグループ名を選択します。
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。
クラスターまたはワークグループとそのデータベースに接続するときは、[Database] (データベース) 名を
指定します。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。
フェデレーティッドユーザー
この方法では、IAM ロールまたは IAM ユーザーのプリンシパルタグに接続の詳細が含まれている必要
があります。これらのタグは、AWS Identity and Access Managementまたは ID プロバイダー (IdP) で
設定します。クエリエディタ v2 では、次のタグを使用します。
• RedshiftDbUser — このタグは、クエリエディタ v2 で使用されるデータベースユーザーを定義し
ます。このタグは必須です。
• RedshiftDbGroups — このタグは、クエリエディタ v2 に接続する場合に結合されるデータベー
スグループを定義します。このタグはオプションであり、その値は group1:group2:group3 の
ようにコロンで区切る必要があります。空の値は無視されます。つまり、group1::::group2は
group1:group2 と解釈されます。
これらのタグは、クラスターの認証情報を取得するために redshift:GetClusterCredentials
API に転送されます。詳細については、「フェデレーションユーザーとしてクエリエディタ v2 に接続
するためのプリンシパルタグの設定 (p. 128)」を参照してください。
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ユーザー名とパスワードも指定します。クエリエディタ v2
は、ユーザーに代わり、AWS Secrets Managerに保存するシークレットを作成します。この秘密に
は、データベースに接続するための認証情報が含まれます。
一時認証情報
この方法では、クエリエディタ v2 によって、データベースのユーザー名を指定され、データベースに
接続するための一時パスワードが生成されます。
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クエリエディタ v2 でクラスターまたはワークグループを選択すると、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。

Amazon Redshift データベースの閲覧
データベース内では、ツリービューパネルでスキーマ、テーブル、ビュー、関数、および保存する手順を
管理できます。ビュー内の各オブジェクトには、コンテキスト メニュー (右クリック) でアクションが関連
付けられます。
階層ツリービューパネルには、データベースオブジェクトが表示されます。ツリービューパネルを更新し
て、ツリービューが最後に表示された後で作成された可能性があるデータベースオブジェクトを表示する
には、
アイコンを選択します。オブジェクトを右クリックしてコンテキストメニューを開き、実行で
きるアクションを確認します。
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テーブルを選択すると、次の操作を実行できます。
• テーブル内のすべての列をクエリする SELECT ステートメントを使用してエディタでクエリを開始する
には、[テーブルを選択] を使用します。
• 属性またはテーブルを表示するには、[Show table definition] (テーブル定義を表示) を使用します。これ
を使用して、列名、列型、エンコーディング、分散キー、ソートキー、および列に Null 値を含めること
ができるかどうかを表示します。テーブル属性の詳細については、「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。
• テーブルを削除するには、[削除] を使用します。テーブルからすべての行を削除するには [Truncate
table] (テーブルの切り捨て) 、データベースからテーブルを削除するには [テーブルの削除] を使用しま
す。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「TRUNCATEDROP
TABLE」を参照してください。
[スキーマ] を選択し、スキーマを [更新] または [削除] します。
[ビュー定義を表示] または [ドロップ ビュー] のビューを選択します。
関数を選択し、[Show function definition] (関数定義を表示) または [Drop function] (関数を削除) します。
保存する手順を選択して [Show procedure definition] (手順定義を表示) または [Drop procedure] (手順を削
除) します。

データベースオブジェクトの作成
データベース、スキーマ、テーブル、およびユーザー定義関数 (UDF) など、データベースオブジェクト
を作成できます。データベースオブジェクトを作成するには、クラスターまたはワークグループとデータ
ベースに接続している必要があります。

データベースを作成する
この他のコマンドオプションについては、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の
「CREATE DATABASE」を参照してください。
1.

[作成] を選択し、次に [データベース] を選択します。

2.

[データベース名] を入力します。

3.

(任意) [ユーザーとグループ] を選択し、[データベースユーザー] を選択します。

4.

[データベースの作成] を選択します。
ツリービューパネルに新しいデータベースが表示されます。

スキーマを作成するには
スキーマについては、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の「スキーマ」を参照して
ください。
1.

[作成]を選択し、[スキーマ] を選択します。

2.

[スキーマ名] を入力します。

3.

[Local] (ローカル) または[External] (外部) を [Schema type] (スキーマタイプ) として選択します。
ローカルスキーマの詳細については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「スキー
マの作成」を参照してください。外部スキーマの詳細については、Amazon Redshift データベースデ
ベロッパーガイドの「外部スキーマの作成」を参照してください。

4.

[External] (外部) を選択すると、外部スキーマの次の選択肢があります。
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• Glue データカタログ — AWS Glue 内のテーブルを参照する外部スキーマを Amazon Redshift に作
成します。AWS Glue データベースを選択する以外に、クラスターに関連付けられた IAM ロールと
データカタログに関連付けられた IAM ロールを選択します。
• PostgreSQL — Amazon Redshift で、Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora
PostgreSQL-Compatible Edition データベースを参照する外部スキーマを作成します。データベース
の接続情報も提供します。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
「フェデレーテッドクエリを使用したデータのクエリ」を参照してください。
• MySQL — Amazon Redshift で、Amazon RDS for MySQL または Amazon Aurora MySQLCompatible Edition データベースを参照する外部スキーマを作成します。データベースの接続情報
も提供します。フェデレーティッドクエリの詳細については、「Amazon Redshift データベースデ
ベロッパーガイド」の「フェデレーテッドクエリを使用したデータのクエリ」を参照してくださ
い。
5.

[スキーマの作成] を選択します。
ツリービューパネルに新しいスキーマが表示されます。

テーブルを作成するには
テーブルの各列を指定または定義するカンマ区切り値 (CSV) ファイルに基づいてテーブルを作成できま
す。テーブルの詳細については、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の「テーブル設
計」と「CREATE TABLE」を参照してください。
[エディタでクエリを開く] をクリックして [CREATE TABLE] のステートメントを表示して編集してから、
クエリを実行してテーブルを作成します。
1.

[Create] (作成)、[Table] (テーブル) の順に選択します。

2.

スキーマを選択します。

3.

テーブル名を入力します。

4.
5.

[フィールドの追加] を選択して列を追加します。
CSV ファイルをテーブル定義のテンプレートとして使用します。
a.

[CSV からロードする] を選択します。

b.

ファイルの場所をブラウズします。
CSV ファイルを使用する場合は、ファイルの最初の行に列見出しが含まれていることを確認して
ください。

c.
6.

ファイルを選択し、[開く] を選択します。列の名前とデータ型が意図したものであることを確認
します。

各列について、列を選択し、必要なオプションを選択します。
• [エンコード] の値を選択します。
• [デフォルト値] を選択します。
• 列の値を増分させたい場合は、[Automatically increment] (自動増分) をオンにします。次に、[Auto
increment seed] (自動増分シード) と [Auto increment step] (自動増分ステップ) の値を指定します。
• 列が常に値を含む必要がある場合は、[Not NULL] をオンにします。
• 列の [サイズ] 値を入力します。
• 列をプライマリキーにしたい場合は、[プライマリキー] をオンにします。
• 列を一意のキーにしたい場合は、[Unique key] (一意のキー) をオンにします。

7.

(任意) [テーブルの詳細] を選択し、以下のいずれかのオプションを選択します。
• 分散キーの列とスタイル。
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• ソートキー列とソートタイプ。
• [Backup] (バックアップ) をオンにして、クラスタースナップショットにテーブルを含めます。
• [一時テーブル] をオンにして、一時テーブルを作成します。
8.

[エディタでクエリを開く] をクリックしてテーブルを定義するオプションの指定を続行するか テーブ
ルの作成 を選択してテーブルを作成します。

関数を作成するには
1.

[作成] を選択し [関数] を選択します。

2.

[タイプ] については [SQL] または [Python] を選択します。

3.

[スキーマ] の値を選択します。

4.

関数の [名前] に値を入力します。

5.

関数の [Volatility] (ボラティリティ) に値を入力します。

6.

入力パラメータの順に、データ型別に [パラメータ] を選択します。

7.

[戻り値] で、データ型を選択します。

8.

関数の [SQL プログラム] コードを入力します。

9.

[Create] を選択します。

ユーザー定義関数 (UDF) 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
「ユーザー定義関数の作成」を参照してください。

クエリとタブの履歴を表示する
クエリ履歴は、クエリエディタ v2 で表示できます。クエリエディタ v2 を使用して実行したクエリのみ
がクエリ履歴に表示されます。[Editor] (エディタ) タブまたは [Notebook] (ノートブック) タブを使用して
実行された両方のクエリが表示されます。表示されるリストを、This week のように月曜日から日曜日
と 1 週間と定義するなど、期間でフィルタリングできます。クエリのリストは、フィルターに一致するク
エリを一度に 25 行取得します。[Load more] (さらに読み込む) を選択すると、次のセットが表示されま
す。[Actions] (アクション) メニューからクエリを選択します。実行できるアクションは、選択したクエリ
が保存されているかどうかによって変わります。以下の操作を選択できます。
• [View query details] (クエリの詳細を表示) — 実行済みクエリに関する情報の詳細ページを表示します。
• [Open query in a new tab] (新しいタブでクエリを開く)— 新しいエディタタブを開き、選択したクエリ
をプライミングします。接続中の場合、クラスターまたはワークグループと、データベースが自動的に
選択されます。クエリを実行するには、まず、正しいクラスターまたはワークグループと、データベー
スが選択されていることを確認します。
• [Open source] (ソースを開く)–タブ — そのまま開いている場合は、クエリの実行時に含まれていたエ
ディタまたはノートブックのタブに移動します。クエリの実行後にエディタまたはノートブックの内容
が変更された可能性があります。
• [Open saved query] (保存したクエリを開く) — [Editor] (エディタ) タブまたは [Notebook] (ノートブッ
ク) タブに移動してクエリを開きます。
また、[Editor] (エディタ) タブまたは [Notebook] (ノートブック) タブで実行されたクエリの履歴を表示で
きます。クエリの履歴をタブで表示するには、[Tab history] (タブ履歴) を選択します。タブ履歴では、次
の操作を実行できます。
• [Copy query] (クエリのコピー)— クエリバージョンの SQL コンテンツをクリップボードにコピーしま
す。
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• [Open query in a new tab] (新しいタブでクエリを開く)— 新しいエディタタブを開き、選択したクエリ
をプライミングします。クエリを実行するには、クラスター、ワークグループ、データベースを選択す
る必要があります。
• [View query details] (クエリの詳細を表示) — 実行済みクエリに関する情報の詳細ページを表示します。

サンプルデータをロードする
クエリエディタ v2 には、サンプルデータベースと対応するスキーマにロードできるサンプルデータとク
エリが付属しています。
サンプルデータをロードするには、ロードするサンプルデータに関連付けられている
アイコンをク
リックします。クエリエディタ v2 は、データベース sample_data_dev のスキーマにデータをロード
し、[Queries] (クエリ) フォルダに保存されたクエリのフォルダを作成します。
次のサンプルデータセットが利用可能です。
tickit
Amazon Redshift ドキュメントのほとんどの例では、tickit というサンプルデータを使用します。
このデータは、7 個のテーブルで構成されています。そのうち 2 個はファクトテーブル、5 個はディ
メンションです。このデータをロードすると、スキーマ tickit がサンプルデータで更新されま
す。tickit データの詳細については、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の
「サンプルデータベース」を参照してください。
tpch
このデータは、決定サポートのベンチマークに使用されます。このデータをロードすると、スキーマ
tpch がサンプルデータで更新されます。tpch データの詳細については、「TPC-H」を参照してくだ
さい。
tpcds
このデータは、決定サポートのベンチマークに使用されます。このデータをロードすると、スキーマ
tpcds がサンプルデータで更新されます。tpcds データの詳細については、「TPC-DS」を参照して
ください。

Amazon S3 からデータをロードする
既存のテーブルに Amazon S3 からデータをロードします。

データを既存のテーブルにロードするには
クエリエディタ v2 は、Amazon S3 からデータをロードするために COPY コマンドを使用します。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
らのコピー時に 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 からデータをロードするための COPY コマンドと使用する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。
1.
2.

データをロードするデータベースに、テーブルがすでに作成されていることを確認します。クエリエ
ディタ v2 は、既存のテーブルにのみデータをロードできます。
[Load data] (データをロード) をクリックします。

3.

[S3 URI]で [Browse S3] (S3 をブラウズ) をクリックして、ロードするデータが含まれている Amazon
S3 バケットを検索します。

4.

指定した Amazon S3 バケットがターゲットテーブルと同じ AWS リージョン にない場合、[S3 file
location] (S3 ファイルの場所) でデータが置かれた AWS リージョン を選択します。
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5.

Amazon S3 ファイルが実際に複数の Amazon S3 バケット URI を含むマニフェストである場合。[This
file is a manifest file] (このファイルはマニフェストファイルです) を選択します。

6.

Amazon S3 からデータをロードするために必要な許可を持つ [IAM role] (IAM ロール) を選択します。

7.

アップロードするファイルの [File format] (ファイル形式) を選択します。サポートされているデー
タ形式は、CSV、JSON、DELIMITER、FIXEDWIDTH、SHAPEFILE、AVRO、PARQUET、ORC
です。指定したファイル形式に応じて、それぞれの [File options] (ファイルオプション) を選択でき
ます。また、データが暗号化されており、暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム
(ARN) を入力した場合には、[Data is encrypted] (データは暗号化されています) を選択できます。
PARQUET と ORC 対しては、設定するファイルオプションはありません。

8.

圧縮方法を選択してファイルを圧縮します。デフォルトでは圧縮なしです。

9.

(オプション) [Advanced settings] (詳細設定) では、さまざまな [Data conversion parameters] (データ
変換パラメータ) や [Load operations] (ロードオペレーション) がサポートされています。ファイルの
必要に応じて、この情報を入力します。
データ変換パラメータとデータロードパラメータの詳細については、「Amazon Redshift データベー
スデベロッパーガイド」の「データ変換パラメータ」と「データのロード操作」を参照してくださ
い。

10. データのロード先データベース、スキーマ、テーブル名など、[Target table] (ターゲットテーブル) の
場所を確認または選択します。
11. [Load data] (データをロード) をクリックして、データのロードを開始します。
ロードが完了すると、データのロードのために生成された COPY コマンドとともに、クエリエディ
タが表示されます。COPY の [Result] (結果) は次のように表示されます。成功すると、ロードされた
テーブルから SQL を使用してデータを選択できるようになります。エラーが発生した場合は、シス
テムビュー STL_LOAD_ERRORS にクエリを実行して、詳細を取得します。COPY コマンドとそのエ
ラーについては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「STL_LOAD_ERRORS」を参照し
てください。

アカウント設定の変更
適切な IAM 権限を持つユーザーは、同じ AWS アカウント の他のユーザーに対して[Account settings] (ア
カウント設定) を表示および変更できます。この管理者は以下を表示または設定できます。
• アカウント内のユーザーあたりの最大同時データベース接続。これには分離されたセッションも含まれ
ます。この値を変更すると、変更が反映されるまで 10 分かかることがあります。
• アカウントのユーザーが SQL コマンドからファイルに結果セット全体をエクスポートできるようにしま
す。
• 関連する保存済みクエリを含むサンプルデータベースをロードして表示します。
• クエリエディタ v2 のリソースを暗号化するために使用される KMS キー ARN を表示します。

SQL ノートブックの操作 (プレビュー)
これは、プレビューで使用できるクエリエディタ v2 ノートブックに関する、暫定版のドキュメントで
す。ドキュメントと機能はどちらも変更されることがあります。この機能については、テスト環境のみ
で使用し、本番環境では使用しないことをお勧めします。プレビューの契約条件については、AWSの
サービス条件の「ベータサービスへの参加」を参照してください。
SQL ノートブックを使用すると、1 つのドキュメント内で複数の SQL クエリを編成、注釈付け、共有で
きます。SQL ノートブックには、複数の SQL クエリセルと Markdown セルを追加できます。SQL ノート
ブックは、複数のクエリセルと Markdown セルを使用して、データ分析に関連するクエリと説明を 1 つの
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ドキュメントにグループ化する方法を提供します。Markdown 構文を使用してテキストを追加し、外観の
形式を設定して、データ分析タスクのコンテキストと追加情報を提供できます。SQL ノートブックは、
チームのメンバーと共有することが可能です。
SQL ノートブック機能を使用するには、クエリエディタ v2 マネージドポリシーのいずれかをすでに持っ
ているプリンシパル (IAM ユーザーまたは IAM ロール) に、SQL ノートブック (プレビュー) 機能用のポリ
シーを追加する必要があります。詳細については、「クエリエディタ v2 へのアクセス (p. 126)」を参照
してください。
ノートブックのデモについては、次の動画をご覧ください。Introduction to SQL Notebooks (SQL ノート
ブックの概要)。

SQL ノートブックを作成するには
1.

を選択した後、[Notebook] (ノートブック) をクリックします。
デフォルトでは、新しい SQL ノートブックに SQL クエリセルが表示されます。

2.

(オプション) [Rename] (名前を変更) をクリックした後、SQL ノートブックの名前を入力します。

3.

SQL クエリセルで、以下のいずれかの操作を行います。
• クエリを入力します。
• コピーしたクエリを貼り付けます。

4.

(オプション) [Add markdown] (マークダウンを追加) をクリックして、標準の Markdown 構文を使用し
て説明または解説のためのテキストの提供が可能な Markdown セルを追加します。

5.

(オプション) [Add SQL] (SQL を追加) および [Add markdown] (Markdown を追加) をクリックして、
追加の SQL および Markdown テキストセルを挿入します。

ノートブックを開くには
1.
2.

ナビゲータメニューから、[Notebooks] (ノートブック) を選択します。
開きたい SQL ノートブックを選択し、それをダブルクリックします。

SQL ノートブックをチームと共有するには
•

[Share to team-name] (team-name と共有する) をクリックします。

クエリの作成と実行
エディタでクエリを入力するか、[クエリ] リストをクリックし [実行] をクリックします。
デフォルトでは、[上限 100] で、結果を 100 行に制限するように設定されています。このオプションを
オフにすると、より大きな結果セットが返されます。このオプションをオフにすると、非常に大きな
結果セットを避けるために、SQL 文に LIMIT オプションを含めることができます。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「ORDER BY clause」(句の順に表示) を参照し
てください。
結果領域にクエリプランを表示するには [説明] をオンにします。[Explain graph] (グラフの説明) をオンに
しても説明プランのグラフィカルな表現が表示されます。
クエリを [クエリ] フォルダに保存するには [保存]を選択します。
クエリが成功すると、成功メッセージが表示されます。クエリが情報を返す場合、結果が [結果] セクショ
ンに移動します。結果の数が表示領域を超えると、結果領域の上部に数値が表示されます。数値を選択し
て、結果の連続したページを表示することができます。
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列ごとに [結果] の絞り込みや並べ替えができます。結果列のヘッダーに絞り込み条件を入力するには、列
の上にマウスポインターを置くと、メニュー (

) で、列を絞り込む条件を入力できます。

クエリにエラーが含まれている場合、クエリエディタ v2 は結果領域にエラーメッセージを表示します。
このメッセージは、クエリを修正する方法について説明します。
次のように結果領域で右クリックし、コンテキストニューを表示すると、クエリの結果をエクスポートま
たはコピーできます。
• [Export result set] (結果セットのエクスポート) を選択し、[JSON] または [CSV] を指定して、行形式の
結果のセット全体をファイルにダウンロードします。結果セットの行数は、[Limit] (制限) オプションま
たはクエリ内の SQL limit 句で制限できます。ダウンロードされた結果セットの最大サイズは 5 MB
です。
• 行が選択されていない場合は、[Export current page] (現在のページをエクスポート) を選択し、[JSON]
または [CSV] を指定して、現在のページからファイルに行をダウンロードします。
• 行が選択されている場合は、[Export selected rows] (選択した行をエクスポート) を選択し、[JSON] また
は [CSV] を指定して、選択されている行をファイルにダウンロードします。
• 行が選択されている場合は、[Copy rows] (行をコピー)を選択して、選択した行をクリップボードにコ
ピーします。
• 行が選択されている場合は、[Copy rows with headers] (行とヘッダーをコピー)をクリックして、選択し
た行と列ヘッダーをクリップボードにコピーします。
ショートカット Ctrl+C (Windows) または Cmd+C (MacOS) を使用しても、現在の結果ページからクリッ
プボードにデータをコピーできます。行が選択されていない場合は、フォーカスのあるセルがクリップ
ボードにコピーされます。行が選択されている場合は、選択されている行がクリップボードにコピーされ
ます。
新しいクエリタブを追加するには、
アイコンを選択し、クエリタブのある行に表示されている [Editor]
(エディタ) を選択します。クエリタブは Isolated session を使用する場合と使用しない場合がありま
す。分離されたセッションでは、あるエディタタブで一時テーブルを作成するなどの SQL コマンドの結果
は、別のエディタタブには表示されません。クエリエディタ v2 でエディタタブを開くとき、デフォルト
は分離されたセッションです。

クエリを実行する
1.

クエリ領域で、以下のいずれかの操作を行います。
• クエリを入力します。
• コピーしたクエリを貼り付けます。

2.

• [クエリ] フォルダを選択し、右クリックで保存したクエリのコンテキストメニューを開いて [クエリ
を開く] を選択します。
実行する予定の SQL に対して、正しい [Cluster] (クラスター) または [Workgroup] (ワークグループ)
と [Database] (データベース) の値を選択したことを確認します。
ツリービューで [Cluster] (クラスター) または [Workgroup] (ワークグループ) を選択します。ツリー
ビューでは [Database] (データベース) も選択します。
各エディタタブの[Isolated session](分離されたセッション) ヘッダーの近くにあるドロップダウンコ
ントロールを含む各エディタタブで、[Cluster] (クラスター) または[Workgroup] (ワークグループ)、お
よび[Database] (データベース)を変更できます。
エディタタブごとに、SQL を分離されたセッションで実行するかどうかを選択します。分離された
セッションには、データベースへの独自の接続があります。これを使用して、他のクエリエディタ
セッションから分離された SQL を実行します。接続の詳細については、「クエリエディタ v2 を開
く (p. 130)」を参照してください。
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3.

[Run] (実行) を選択します。
[結果] 領域が開き、クエリ結果が表示されます。

クエリの説明プランを表示する手順は、次のとおりです。
1.

クエリを選択します。

2.

[説明] をオンにします。
デフォルトでは [説明グラフ] もオンです。

3.

[Run] (実行) を選択します。
クエリが実行され、説明プランがクエリ [結果] 領域に表示されます。

クエリエディタ v2 では次の機能をサポートしています。
• 1 つのクエリタブで複数の SQL 文を使用してクエリを作成できます。クエリは連続して実行され、各ク
エリに対して複数の結果タブが開きます。
• セッション変数と一時テーブルを使用してクエリを作成できます。
• ${parameter} で指定した置換可能なパラメータを使用してクエリを作成できます。複数の置換可能な
パラメータを使用して SQL クエリを作成し、SQL 文の複数の場所で同じパラメータを使用できます。
クエリが実行されると、パラメータの値を入力するためのウィンドウが表示されます。クエリを実行す
るたびに、パラメータ値を入力するためのウィンドウが表示されます。
例については、例:特定のパラメータより大きい売上 (p. 143)を参照してください。
• クエリは自動的にバージョン管理されます。実行するクエリの以前のバージョンを選択できます。
• ワークフローを続行する前に、クエリが完了するまで待つ必要はありません。クエリエディタを閉じた
場合でも、クエリは引き続き実行されます。
• クエリの作成時には、スキーマ名、テーブル名、列名のオートコンプリートがサポートされています。
SQL エディタでは次の機能をサポートしています。
• SQL で使用される開始と終了の括弧の色は同じです。エディタには、括弧を一致させるのに役立つ縦線
が表示されます。
• SQL のセクションは、展開および折りたたむことができます。
• SQL 内のテキストを検索して置換できます。
• ショートカットキーは、一般的な編集作業の一部で使用できます。
• SQL エラーはエディタで強調表示され、問題箇所を簡単に特定できます。
編集機能のデモについては、「Amazon Redshift クエリエディタ v2 で新規に強化された編集エクスペリエ
ンス」の動画をご覧ください。

クエリの例
次に、実行できるクエリのさまざまなタイプの説明をします。
これらのクエリの多くで使用されているデータは tickit サンプルスキーマのものです。tickit データ
の詳細については、「サンプルデータをロードする (p. 138)」を参照してください。
これらのサンプルクエリを実行する際には、エディタで正しいデータベースを選択していることを確認し
てください (sample_data_devなど）。
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トピック
• 例:セッション変数の設定 (p. 143)
• 例:売上合計による上位のイベント (p. 143)
• 例:特定のパラメータより大きい売上 (p. 143)
• 例: 一時テーブルの作成 (p. 144)
• 例: 一時テーブルからの選択 (p. 144)

例:セッション変数の設定
次のコマンドでは、セッションの search_path サーバー設定パラメータを 公開 に設定しています。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 「SET」と「search_path」を参
照してください。
set search_path to public;

例:売上合計による上位のイベント
次のクエリは、売上が最も多いイベントを検索します。
select eventname, count(salesid) totalorders, sum(pricepaid) totalsales
from sales, event
where sales.eventid=event.eventid
group by eventname
order by 3;

以下に、結果の一部を示します。
eventname
White Christmas
Joshua Radin
Beach Boys
Linda Ronstadt
Rascal Flatts
Billy Idol
Stephenie Meyer
Indigo Girls
...

totalorders
20
38
58
56
76
67
72
57

totalsales
9352
23469
30383
35043
38214
40101
41509
45399

例:特定のパラメータより大きい売上
次のクエリは、販売数量が ${numberoforders} で指定された パラメータよりも大きい売上を検索しま
す。パラメータ値が 7 の場合、結果は 60 行です。クエリを実行すると、クエリエディタ v2 は、SQL 文
のパラメータの値を収集するための[クエリの実行フォーム] ウィンドウを表示します。
select salesid, qtysold
from sales
where qtysold > ${numberoforders}
order by 2;

以下に、結果の一部を示します。
salesid qtysold
20005 8
21279 8
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130232 8
42737 8
74681 8
67103 8
105533 8
91620 8
121552 8
...

例: 一時テーブルの作成
次の文は、テンポラリテーブルイベントセールスから情報を選択して[セールス] および [イベント] テーブ
ル。
create temporary table eventsalestemp as
select eventname, count(salesid) totalorders, sum(pricepaid) totalsales
from sales, event
where sales.eventid=event.eventid
group by eventname;

例: 一時テーブルからの選択
次の文は、一時テーブル [eventsalestemp] から、イベント、総注文数、総売上高を総注文数の順に選択し
ます。
select eventname, totalorders,
from eventsalestemp
order by 2;

totalsales

以下に、結果の一部を示します。
eventname
White Christmas
Joshua Radin
Martina McBride
Linda Ronstadt
Indigo Girls
Beach Boys
...

totalorders
20
38
50
56
57
58

totalsales
9352
23469
52932
35043
45399
30383

クエリの考慮事項
クエリエディタを使用するときは、クエリを操作する方法について次の操作を行います。
• クエリ結果の最大サイズは、5 MB または 100,000 行のうち小さい方です。
• 最大 300,000 文字のクエリを実行できます。
• 最大 30,000 文字のクエリを保存できます。
• クエリエディタでトランザクションを使用することはできません。トランザクションの詳細について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「BEGIN」を参照してください。

データレイクのクエリ
Amazon S3 データレイク内のデータをクエリすることができます。まず、AWS Glue Data Catalog内の外
部データベースを参照する外部スキーマを作成します。作成後、Amazon S3 データレイク内のデータをク
エリすることができます。
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デモ: データレイクをクエリする
データレイクをクエリする方法のデモについては、次の動画をご覧ください。Query your data lake from
Amazon Redshift query editor v2 (Amazon Redshift クエリエディタ v2 からデータレイクをクエリする)。

前提条件
IAM ロールの作成
AWS Lake Formation 向けに有効化された AWS Glue Data Catalog にアクセスするための IAM ロールを作
成します。
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。
[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[JSON] タブでポリシーの作成を選択します。

5.

次の JSON ポリシードキュメントに貼り付けます。これにより、データカタログへのアクセスは付与
されますが、Lake Formation の管理者権限は拒否されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RedshiftPolicyForLF",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*",
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": "*"
}
]

6.

完了したら、[確認] を選択してポリシーを確認します。構文エラーがある場合は、ポリシーバリデー
タが報告します。

7.

[ポリシーの確認] ページの [名前] に作成しているポリシーの名前 (mydatalake_policy など) を入力しま
す。[説明] を入力します (オプション)。ポリシーの [Summary] (概要) を参照して、ポリシーによって
付与された許可を確認します。次に [ポリシーの作成] を選択して作業を保存します。
ポリシーを作成したら、ロールを作成してそのポリシーを適用することができます。

8.

IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。

9.

[信頼できるエンティティの種類の選択] で、[AWS サービス] を選択します。

10. [Amazon Redshift] サービスを選択して、このロールを引き受けます。
11. サービスのユースケースに [Redshift - Customizable] (Redshift – カスタマイズ可能) を選択します。続
いて、[Next: Permissions] を選択します。
12. 作成したアクセス許可ポリシー mydatalake_policy を選択して、ロールにアタッチします。
13. [Next: Tagging (次へ: タグ付け)] を選択します。
14. [Next: Review (次へ: レビュー)] を選択します。
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15. [Role name] (ロール名) にロールの名前 (mydatalake_role など) を入力します。
16. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
17. ロールを確認してから、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

アクセス許可の付与
テーブルに対する SELECT 許可を付与して、Lake Formation データベースでクエリを実行します。
1.

Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

2.

ナビゲーションで、[アクセス許可]、[付与] の順に選択します。

3.

以下の情報を記述します。
• [IAM role (IAM ロール)] で、作成した IAM ロール (myspectrum_role) を選択します。Amazon
Redshift クエリエディタを実行すると、IAM ロールを使用して、データに対するアクセス許可が付
与されます。

Note
Lake Formation が有効なデータカタログでテーブルに対する SELECT 許可を付与してクエ
リを実行するには、次を実行します。
• Lake Formation にデータのパスを登録します。
• Lake Formation でそのパスへのアクセス許可をユーザーに付与します。
• 作成したテーブルは、Lake Formation で登録したパスで確認できます。
• [データベース] には、Lake Formation データベースを選択します。
• [テーブル] で、クエリするデータベース内のテーブルを選択します。
• [列] で、[すべての列] を選択します。
• [選択] 権限を選択します。
4.

[Save] を選択します。

Important
ベストプラクティスとして、Lake Formation 許可で基本の Amazon S3 オブジェクトにのみア
クセスを許可することをお勧めします。承認されていないアクセスを防止するために、Lake
Formation 外の Amazon S3 オブジェクトに許可が付与されている場合はそれらをすべて削除しま
す。以前に Amazon S3 オブジェクトにアクセスしたことがあり、Lake Formation を設定する場
合は、以前に設定した IAM ポリシーやバケットのアクセス許可をすべて削除します。詳細につい
ては、「AWS Lake Formation モデルへの AWS Glue データのアクセス許可のアップグレード」
および「Lake Formation のアクセス許可」を参照してください。

外部スキーマの作成
Amazon S3 データレイク内のデータをクエリするには、外部スキーマを作成します。外部スキーマ
は、AWS Glue Data Catalog内の外部データベースを参照します。
1.

[作成] を選択し、[スキーマ] を選択します。

2.

スキーマ名を入力します。

3.

データベースの所有権をユーザーに付与するには、[Authorize user] (ユーザーを承認) をクリックして
ユーザーを選択します。

4.

[External] (外部) を選択します。

5.

[AWS Glue Data Catalog] (Amazon Glue データカタログ) の詳細にあるリージョンはデフォルト
で、Redshift データベースが置かれているリージョンに設定されます。
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6.

外部スキーマがマッピングされる [AWS Glue database] (Amazon Glue データベース) をクリックしま
す。

7.

Amazon S3 上のデータをクエリするために必要な許可を持つ [IAM role] (IAM ロール) を選択します。

8.

[スキーマの作成] を選択します。
スキーマがデータベースブラウザに表示されます。

Amazon S3 データレイク内のデータのクエリ
前の手順で作成したスキーマを使用します。
1.

データベースブラウザで、そのスキーマを選択します。

2.

テーブル定義を表示するには、テーブルを選択します。
テーブルの列とデータ型が表示されます。

3.

テーブルをクエリするには、テーブルを選択し、右クリックでコンテキストメニューを表示して
[Select table] (テーブルを選択) をクリックします。

データ共有の使用
別のクラスターのユーザーがデータをクエリできるように、データ共有を作成できます。共有するデータ
を含むクラスターは、プロデューサークラスターと呼ばれます。共有するデータベースオブジェクトの
データ共有は、プロデューサークラスター上に作成します。スキーマ、テーブル、ビュー、および SQL
ユーザー定義関数 (UDF) を共有できます。データを共有するクラスターは、コンシューマークラスター
と呼ばれます。コンシューマークラスターでは、データ共有からデータベースを作成します。その後コ
ンシューマークラスターのユーザーは、データをクエリできます。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「データ共有の開始方法」を参照してください。

データ共有の作成
プロデューサークラスターとして使用するクラスター上に、データ共有を作成します。データ共有に関
する考慮事項の詳細については、「Data sharing considerations in Amazon Redshift」 (Amazon Redshift
データベースデベロッパーガイド) の「Amazon Redshift Database Developer Guide」 (Amazon Redshift
でのデータ共有に関する考慮事項) を参照してください。
1.

使用するプロデューサークラスター上のデータベースを選択します。

2.

データ共有を作成します。例:
create datashare mysource;

3.

データ共有に対するアクセス許可を設定します。例:
grant alter, share on datashare mysource to admin;

4.

共有するデータベースオブジェクトに対するアクセス許可を設定します。例:
alter datashare mysource add schema public;

alter datashare mysource add table public.event;

5.

データ共有にアクセスするためのコンシューマークラスターの名前空間に対するアクセス許可を設定
します。例:
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grant usage on datashare mysource to namespace '2b12345-1234-5678-9012-bb1234567890';

データ共有の表示
プロデューサークラスターで作成したデータ共有を表示できます。
1.

プロデューサークラスターを選択します。

2.

データ共有を表示します。例:
show datashares;

share_name share_owner source_database consumer_database share_type createdate
is_publicaccessible share_acl producer_account producer_namespace
test_datashare 100 db_producer NULL
OUTBOUND 2/15/2022 FALSE admin 123456789012
p1234567-8765-4321-p10987654321

コンシューマーデータベースの作成
コンシューマークラスターでは、データ共有からデータベースを作成します。この手順では、同じアカウ
ント内の 2 つのクラスター間でデータを共有する方法について説明します。AWS アカウント間でのデー
タ共有の詳細については、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の「AWS アカウント間
でのデータ共有」を参照してください。
SQL コマンドまたはクエリエディタ v2 のツリービューパネルを使用して、データベースを作成できま
す。

SQL を使用するには
1.

アカウントのデータ共有とプロデューサークラスターの名前空間からデータベースを作成します。例:
create database share_db from datashare mysource of account '123456789012' namespace
'p1234567-8765-4321-p10987654321';

2.

ユーザーがデータベースとスキーマにアクセスできるよう、アクセス許可を設定します。例:
grant usage on database share_db to usernames;

grant usage on schema public to usernames;

クエリエディタ v2 のツリービューパネルを使用するには
1.

[作成] を選択し、次に [データベース] を選択します。

2.

[データベース名] を入力します。

3.

(任意) ユーザーとグループを選択し、[データベースユーザー] を選択します。

4.

[Create using a datashare] (データ共有を使用して作成) を選択します。

5.

データ共有を選択します。

6.

[データベースの作成] を選択します。
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新しい
[datashare] (データ共有) のデータベースが、クエリエディタ v2 のツリービューパネルに
表示されます。
7.

ユーザーがデータベースとスキーマにアクセスできるよう、アクセス許可を設定します。例:
grant usage on database share_db to usernames;

grant usage on schema public to usernames;

データ共有オブジェクトのクエリ
コンシューマークラスターでは、データベース名、スキーマ、オブジェクト名の 3 つの部分で表記される
完全修飾オブジェクト名を使用して、データ共有オブジェクトをクエリできます。
1.

クエリエディタ v2 のツリービューパネルで、スキーマを選択します。

2.

テーブル定義を表示するには、テーブルを選択します。
テーブルの列とデータ型が表示されます。

3.

テーブルをクエリするには、テーブルを選択し、右クリックでコンテキストメニューを表示して
[Select table] (テーブルを選択) をクリックします。

4.

SELECT コマンドを使用してテーブルをクエリします。例:
select top 10 * from test_db.public.event;

クエリ結果の視覚化
クエリを実行して結果が表示された後 [チャート] をオンにすると、結果をグラフィックで視覚化して表
示することができます。以下のコントロールを使用して、グラフの内容、構造、および外観を定義できま
す。
トレース
グラフ内の関連するグラフィックマークのセットを表します。グラフには複数のトレースを定義でき
ます。
タイプ
トレースタイプを定義して、データを以下のいずれかとして表すことができます。
• 散布プロットまたはバブルチャートのための散布図。
• 垂直または水平の棒でデータのカテゴリを表す棒グラフ。
• 塗りつぶされた領域を定義する面グラフ。
• 棒を使用して度数分布を表すヒストグラム。
• 各スライスが全体の割合を表す、データの円形表現のための円グラフ。
• プロセスのさまざまな段階のデータを表すファネルグラフまたはファネル面グラフ。
• X 軸 (通常、時間間隔を表す) に沿って始値、高値、安値、および終値を表す財務データによく使用
される OHLC (open-high-low-close) グラフ。
• 時系列に沿ってカテゴリの値の範囲を表すローソク足チャート。
• 一連の中間値を介して初期値がどのように増減するかを表すウォーターフォールグラフ。値は、時
間間隔またはカテゴリを表すことができます。
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• 経時的な値の変化を表す折れ線グラフ。
X軸
X 軸に沿ってプロットする値が含まれるテーブル列を指定します。記述的な値が含まれる列は、多く
の場合、ディメンションデータを表します。定量的な値が含まれる列は、多くの場合、事実データを
表します。
Y軸
Y 軸に沿ってプロットする値が含まれるテーブル列を指定します。記述的な値が含まれる列は、多く
の場合、ディメンションデータを表します。定量的な値が含まれる列は、多くの場合、事実データを
表します。
サブプロット
グラフデータの追加の表現を定義できます。
変換
変換を定義して、トレースデータをフィルタリングすることができます。分割変換は、単一のソース
トレースから複数のトレースを表示するために使用します。集計変換は、トレースを平均値または最
小値として表示するために使用します。ソート変換は、トレースをソートするために使用します。
全体的な外観
背景色、余白の色、パレットをデザインするためのカラースケール、テキストのスタイルとサイズ、
タイトルのスタイルとサイズ、およびモードバーのデフォルトを設定できます。ドラッグ、クリッ
ク、およびホバーの操作を定義できます。メタテキストを定義できます。トレース、軸、凡例、およ
び注釈のデフォルト外観を定義できます。
[トレース] を選択すると、結果がチャートとして表示されます。[タイプ] では、チャートのスタイルを [棒
グラフ]、[線グラフ] などから選択します。[方向] は [縦] または [横] を選択できます。Xには、横軸に使用
するテーブルの列を選択します。Yには、縦軸に使用するテーブルの列を選択します。
チャートの表示を更新するには [更新] をクリックします。[全画面表示] を選択すると、チャート表示が展
開します。

チャートを作成するには
1.

クエリを実行し、結果を取得します。

2.
3.
4.

[チャート] をオンにします。
[トレース] を選択し、データの視覚化を開始します。
チャートスタイルは次のいずれかを選択します。
• 散布図
• 棒グラフ
• 面グラフ
• ヒストグラム
• 円グラフ
• ファネルグラフ
•
•
•
•
•

5.
6.

ファネル面グラフ
OHLC (open-high-low-close) グラフ
ローソク足チャート
ウォーターフォールグラフ
線グラフ

[スタイル] をクリックして、色、軸、凡例、注釈などの外観をカスタマイズします。テキスト、図
形、画像を追加できます。
[注釈] をクリックして、テキスト、図形、画像を追加します。
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チャートを保存するには
1.

[チャートの保存] をクリックします。

2.

チャートの名前を入力します。

3.

[Save] を選択します。

グラフをエクスポートするには
1.

[エクスポート] をクリックします。

2.

[PNG] または [JPEG] を選択します。

3.

チャートの幅と高さを設定します。

4.

[エクスポート] をクリックします。

5.

デフォルトのグラフィックアプリケーションでファイルを開くか、デフォルト名でファイルを保存す
るかを選択します。

保存したチャートを閲覧して開くには
1.

[チャート] タブを選択します。

2.

目的のチャートを開きます。

チャートをフォルダに整理するには
1.

ナビゲーションペインで [チャート] を選択します。

2.

[新しいフォルダ] を選択し、フォルダに名前を付けます。

3.

[作成] を選択すると [チャート] タブ内にフォルダが作成されます。
ドラッグアンドドロップを使用して、チャートをフォルダ内外に移動できます。

例: 円グラフを作成してクエリ結果を視覚化する
次の例では、サンプルデータベースの 売上 テーブルを使用します。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「サンプルデータベース」を参照してください。
以下は、円グラフのデータを提供するために実行するクエリです。
select top 5 eventname, count(salesid) totalorders, sum(pricepaid) totalsales
from sales, event
where sales.eventid=event.eventid group by eventname
order by 3;

売上合計で上位のイベントの円グラフを作成するには
1.

クエリを実行します。

2.

クエリ結果領域で [チャート] をオンにします。

3.

[トレース] を選択します。

4.

[タイプ] で、[円グラフ] を選択します。

5.

[値] で [totalsales] を選択します。

6.

[ラベル] で、[eventname] を選択します。

7.

[スタイル] の次に [一般] を選択します。

8.

[Colorscales] (カラースケール) で [Categorical]、[Pastel2] を選択します。
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例: 収益と売上を比較するための複合グラフを作成する
この例の手順を実行して、収益データの棒グラフと売上データの折れ線グラフを組み合わせたグラフを作
成します。以下の例は、tickit サンプルデータベースの Sales テーブルを使用します。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「サンプルデータベース」を参照してくださ
い。
以下は、グラフのデータを提供するために実行するクエリです。
select eventname, total_price, total_qty_sold
from (select eventid, total_price, total_qty_sold, ntile(1000) over(order by total_price
desc) as percentile
from (select eventid, sum(pricepaid) total_price, sum(qtysold) total_qty_sold
from
tickit.sales
group by eventid)) Q, tickit.event E
where Q.eventid = E.eventid
and percentile = 1
order by total_price desc;

収益と売上を比較するための複合グラフを作成する
1.

クエリを実行します。

2.
3.
4.

クエリ結果領域で [チャート] をオンにします。
[トレース o] で、[タイプ] に [Bar] (棒グラフ) を選択します。
[X] には eventname を選択します。

5.

[Y] には total_price を選択します。
棒グラフの X 軸に沿ってイベント名が表示されます。

6.
7.

[Style] (スタイル) で [Traces] (トレース) を選択します。
[Name] (名前) に Revenue と入力します。

8.
9.

[Style] (スタイル) で、[Axes] (軸) を選択します。
[Titles] (タイトル) には、[Y] を選択して Revenue と入力します。

左側の Y 軸に、ラベル Revenue が表示されます。
10. [Structure] (構造) で [Trace] (トレース) を選択します。
11.
[Trace] (トレース) を選択します。
トレース 1 のオプションが表示されます。
12. [タイプ] には [Line] (線グラフ) を選択します。
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13. [X] には eventname を選択します。
14. [Y] には total_qty_sold を選択します。
15.
[Axes To Use] (使用する軸) で、[Y Axis] (Y 軸) に

を選択します。

[Y Axis] (Y 軸) が Y2 を表示します。
16. [Style] (スタイル) で、[Axes] (軸) を選択します。
17. [TITLE] (タイトル) で [Y2] を選択します。
18. [Name] (名前) に Sales と入力します。
19. [LINES] (線) で、Y:Sales を選択します。
20. [Axis Line] (軸線) で [Show] (表示) を選択し、[Position] (位置) に [Right] (右) を選択します。

デモ: Amazon Redshift クエリエディタ v2 を使用してビジュアラ
イゼーションを構築する
ビジュアライゼーションの構築方法のデモについては、次の動画をご覧ください。Build visualizations
using Amazon Redshift query editor v2 (Amazon Redshift クエリエディタ v2 を使用してビジュアライゼー
ションを構築する)。
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チームとしての共同作業と共有
クエリをチームと共有できます。
チームは、クエリエディタ v2 リソースを共同作業し、共有する一連のユーザーに対して定義されます。
管理者は IAM ロールにタグを追加することでチームを作成できます。詳細については、「クエリエディタ
v2 を使用するために必要なアクセス許可 (p. 421)」を参照してください。

クエリの保存、閲覧、削除
クエリをチームと共有する前に、クエリを保存してください。保存されたクエリを表示および削除できま
す。

クエリを保存するには
1.

クエリを準備し [保存] を選択します。

2.

クエリのタイトルを入力します。

3.

[Save] を選択します。

保存されたクエリを閲覧するには
1.

ナビゲーションペインから [クエリ] を選択します。

2.

[マイクエリ]、[Shared by me] (私が共有したクエリ) または [Shared to my team] (チームで共有したク
エリ) を表示することができます。これらのクエリは、個別のクエリとして表示することも、作成し
たフォルダ内に表示することもできます。

保存したクエリを編集または削除するには
1.

保存したクエリを右クリックして、コンテキストメニューを開きます。

2.

[削除] を選択してアクションを確認します。

保存したクエリをフォルダに整理するには
1.

ナビゲーションペインから [クエリ] を選択します。

2.

[新しいフォルダ] を選択し、フォルダに名前を付けます。

3.

[作成] を選択すると [クエリ] タブ内にフォルダが作成されます。
ドラッグアンドドロップを使用して、クエリをフォルダ内外に移動できます。

クエリの共有
チーム内でクエリを共有できます。保存されたクエリの履歴の表示や、クエリのバージョンを管理するこ
ともできます。
クエリをチームと共有するには、プリンシパルタグ sqlworkbench-teamをアカウントの残りのチームメ
ンバーと同じ値に設定します。たとえば、管理者は accounting-team の値を会計部門のすべての人のた
めに設定します。例については、「クエリエディタv2 を使用するために必要なアクセス許可 (p. 421)」
を参照してください。

チームとクエリを共有するには
1.

ナビゲーションペインから [クエリ] を選択します。
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2.

共有したいクエリを右クリックしてコンテキストメニューを開き、[チームと共有] を選択します。

3.

クエリを共有する 1 つまたは複数のチームを選択し、[共有オプションの保存] を選択します。

SQL クエリを保存するたびに、クエリエディタ v2 は新しいバージョンとして保存します。以前のバー
ジョンのクエリの閲覧、クエリのコピーと保存、クエリの復元ができます。

クエリバージョンを管理するには
1.

ナビゲーションペインから [クエリ] を選択します。

2.

操作したいクエリを右クリックして、コンテキストメニューを開きます。

3.

[バージョン履歴] を選択して、クエリのバージョンの一覧を開きます。

4.

[バージョン履歴] ページでは、以下のことが実行できます。
• [Revert to selected] (選択済みに戻す) — 選択したバージョンに戻して、このバージョンで作業を続
行します。
• [Save selected as] (選択済みを名前を付けて保存) — エディタで新しいクエリを作成します。

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
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、クエリエ
ディタ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 コンソールで
クエリエディタを使用することで、すぐにクエリを実行できます。

Note
Amazon Redshift サーバーレスでは、この元のクエリエディタを使用してデータをクエリするこ
とはできません。Amazon Redshift クエリエディタ v2 を代わりに使用してください。
2021 年 2 月、更新されたクエリエディターがデプロイされ、クエリエディターを使用する権限
が変更されました。新しいクエリエディターは、Amazon Redshift データ API を使用してクエリ
を実行します。AWS が管理する AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーである
AmazonRedshiftQueryEditor ポリシーが更新され、必要なアクセス許可が含まれるようになりまし
た。カスタム IAM ポリシーがある場合は、必ず更新してください。AmazonRedshiftQueryEditor をガ
イドとして使用してください。AmazonRedshiftQueryEditor への変更には、以下が含まれます。
• クエリエディタのステートメント結果を管理する権限には、ステートメント所有者ユーザーが必要で
す。
• Secrets Manager を使用してデータベースに接続する権限が追加されました。
詳細については、「Amazon Redshift コンソールのクエリエディタを使用するために必要なアクセス許
可 (p. 421)」を参照してください。
新しいクエリエディターからクラスターに接続する場合、次の 2 つの認証方法のいずれかを使用できます
(クエリエディタによる接続 (p. 157) を参照)。
クエリエディタを使用して、以下の操作を実行できます。
• 単一の SQL ステートメントクエリを実行する。
• 最大 100 MB の結果セットをカンマ区切り値 (CSV) ファイルにダウンロードする。
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• 再利用するためにクエリを保存する。ヨーロッパ (パリ) リージョン、アジアパシフィック (大阪) リー
ジョン、アジアパシフィック (香港) リージョン、中東 (バーレーン) リージョンでは、クエリを保存でき
ません。
• ユーザー定義テーブルのクエリ実行の詳細を表示する。
• 将来の時間に実行するようにクエリをスケジュールします。
• クエリエディタで作成したクエリの履歴を表示します。
• 拡張 VPC ルーティングを使用してクラスターに対してクエリを実行します。

クエリエディタの考慮事項
クエリエディタを使用するときは、クエリを操作する方法について次の操作を行います。
• クエリの最大期間は 24 時間です。
• クエリ結果の最大サイズは 100 MB です。100 MB を超えるレスポンスデータが返されると、その呼び
出しは終了します。
• クエリ結果の最大保持時間は 24 時間です。
• クエリステートメントの最大サイズは 100 KB です。
• クラスターは、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) で作成する必要がありま
す。
• クエリエディタでトランザクションを使用することはできません。トランザクションの詳細について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「BEGIN」を参照してください。
• クエリは最大 3,000 文字保存することができます。

クエリエディタへのアクセスの有効化
クエリエディタにアクセスするには、アクセス許可が必要です。アクセスを有効にするには、クラスター
へのアクセスに使用する IAM ユーザーに IAM アクセス許可のための AmazonRedshiftQueryEditor お
よび AmazonRedshiftReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーをアタッチします。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。
既に 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 AWS マネージドポリ
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。
AWS 管理ポリシー AmazonRedshiftQueryEditor では、アクション
redshift:GetClusterCredentials が許可されます。このアクションにより、デフォルトでデータ
ベースユーザーのスーパーバイザーがデータベースにアクセスできるようになります。アクセスを制限す
るには、次のいずれかの項目を実行します。
• redshift:GetClusterCredentials を呼び出してリソースを DbUser に制限するカスタムポリシー
を作成します。
• redshift:GetClusterCredentials へのアクセス許可を拒否するポリシーをユーザーに追加した
後、クエリエディタのユーザーに一時的な認証情報を使用してサインインすることを求めます。たとえ
ば、拒否ポリシーは次のようなポリシーになります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "redshift:GetClusterCredentials",
"Resource": "*"
}
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}

詳細については、「GetClusterCredentials を呼び出すアクセス許可を持つ IAM ロールまたはユーザーを作
成する (p. 449)」を参照してください。
AWS 管理ポリシー AmazonRedshiftQueryEditor をアタッチして Amazon Redshift クエリエ
ディタへのアクセスが許可されている場合、すべてのシークレットを表示できます。ただし、キー
RedshiftQueryOwner と値 ${aws:userid} でタグ付けされたシークレットのみを作成および取得
できます。Amazon Redshift クエリエディタからキーを作成すると、キーは自動的にタグ付けされま
す。Amazon Redshift クエリエディタで作成されていないシークレットを使用するには、シークレットが
キー RedshiftQueryOwner と一意の IAM ユーザー識別子の値 (AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE など) でタ
グ付けされていることを確認します。

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。

4.
5.

[許可の追加] を選択します。
[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.
8.

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

クエリエディタによる接続
クエリエディタを使用してクラスターに接続する場合、次のいずれかの認証方法を使用します。各メソッ
ドでは、Amazon Redshift コンソールからの入力の組み合わせが異なる必要があります。
AWS Secrets Manager
この方法を使用して、AWS Secrets Manager に保存されている secret-arn のシークレット値を指定し
ます。このシークレットには、データベースに接続するための認証情報が含まれます。
一時認証情報
この方法では、databaseおよびDB ユーザー値.

AWS Secrets Manager へのデータベース認証情報の保存
クエリエディタを呼び出すと、AWS Secrets Manager のシークレットを使用してクラスターの認証情
報を渡すことができます。この方法で認証情報を渡すには、シークレットの名前またはシークレットの
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
最小のアクセス許可についての詳細は、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager
を使用したシークレットの作成と管理」を参照してください。

Amazon Redshift クラスターのシークレットに認証情報を保存するには
1.

AWS Secrets Manager を使用してクラスターの認証情報が含まれるシークレットを作成します。
[Store a new secret (新しいシークレットを保存する)] を選択する場合は、[Credentials for Redshift
cluster (Redshift クラスターの認証情報)]を選択します。[User name (ユーザー名)] (データベースユー
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ザー)、[Password (パスワード)]、および [DB cluster (DB クラスター)] (クラスター識別子) の値をシー
クレットに保存します。
手順については、AWS Secrets Manager ユーザーガイド の「Creating a Basic Secret」を参照してく
ださい。
2.

AWS Secrets Manager コンソールを使用して、作成したシークレットの詳細を表示するか、aws
secretsmanager describe-secretの AWS CLI コマンドを実行します。

クエリエディタの使用
次の例では、クエリエディタを使用して次のタスクを実行します。
• SQL コマンドを実行する。
• クエリ実行の詳細を表示する。
• クエリを保存する。
• クエリの結果セットをダウンロードする。
次の例を完了するには、既存の Amazon Redshift クラスターが必要です。クラスターがない場合は、「ク
ラスターの作成 (p. 106)」に記載されている手順に従ってクラスターを作成します。

Amazon Redshift コンソールでクエリエディタを使用するには
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で [Query editor] (クエリエディタ) を選択し、次にクラスターのデータベース
に接続します。

3.

[Schema (スキーマ)] には、[public (パブリック)] を選択し、そのスキーマに基づいた新しいテーブル
を作成します。

4.

次をクエリエディタウィンドウに入力し、[実行] を選択して新しいテーブルを作成します。
create table shoes(
shoetype varchar (10),
color varchar(10));

5.

[クリア] を選択します。

6.

次のコマンドをクエリエディタウィンドウに入力し、[実行] を選択してテーブルに行を追加します。
insert into shoes values
('loafers', 'brown'),
('sandals', 'black');

7.

[クリア] を選択します。

8.

次のコマンドをクエリエディタウィンドウに入力し、[クエリの実行] を選択して新しいテーブルをク
エリします。
select * from shoes;

[Query results (クエリの結果)] に結果が表示されます。
靴の種類

カラー

sandals

black
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9.

靴の種類

カラー

loafers

brown

[Execution (実行)] を選択して実行詳細を確認します。

10. [データ]、[エクスポート] の順に選択し、クエリ結果をファイルとしてダウンロードします。

クエリのスケジュール設定
SQL ステートメントを実行するスケジュールを作成するには、Amazon Redshift コンソールのクエリエ
ディターを使用します。ビジネスニーズに合った時間間隔で SQL ステートメントを実行するスケジュール
を作成できます。スケジュールされたクエリが実行される時間になると、Amazon EventBridge によって
クエリが開始されます。

SQL ステートメントを実行するスケジュールを作成するには
1.

コンソールとクエリエディタを開きます (クエリエディタの使用 (p. 158) を参照)。このクエリエ
ディタは、プロビジョニングされたクラスターでのみ使用できます。

2.

[Schedule] (スケジュール) を選択して、SQL ステートメントを実行するスケジュールを作成します。
スケジュールを定義する場合は、次の情報を指定します。
• クエリの実行に必要なアクセス許可を引き受けるために使用される IAM ロール。詳細については、
「Amazon Redshift コンソールでクエリをスケジュールするためのアクセス権限の設定 (p. 159)」
を参照してください。
• クラスターへのアクセスを許可する AWS Secrets Manager または一時的な認証情報の認証値。詳
細については、「スケジュールされたクエリの認証 (p. 161)」を参照してください。
• スケジュールされたクエリの名前と、実行する単一の SQL 文です。
• スケジュールの頻度とリピートオプション、または cron 形式の値。
• オプションで、Amazon SNS 通知を有効にして、スケジュールされたクエリをモニタリングできま
す。クエリが実行されているにもかかわらず、SNS トピックに公開されているメッセージが表示さ
れない場合は、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「ルールがトリガーされているが、Amazon
SNS トピックに公開されたメッセージが表示されない」を参照してください。

Amazon Redshift コンソールを使用して、スケジュールされたクエリを管理および更新することもできま
す。コンソールのバージョンによっては、スケジュールされたクエリが次の場所にリストされることがあ
ります。
• クラスタの詳細ページの [Schedules] (スケジュール) タブ。
• クエリエディタの [Scheduled queries] (スケジュールされたクエリ) タブ。
これらの場所のいずれかから [Schedule name] (スケジュール名) を選択すると、スケジュールされたクエ
リの定義を表示および編集できます。

Amazon Redshift コンソールでクエリをスケジュールするための
アクセス権限の設定
クエリをスケジュールするには、スケジュールを定義する AWS Identity and Access Management (IAM)
ユーザーと、スケジュールに関連付けられている IAM ロールを次のように設定する必要があります。
Amazon Redshift コンソールにログインした IAM ユーザーの場合、次の操作を行います。
• AmazonEventBridgeFullAccess AWS 管理ポリシーをアタッチします。
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• スケジュールされた SQL ステートメントを定義するときに指定する IAM ロールの sts:AssumeRole
権限を持つポリシーを添付します。
次の例では、指定された IAM ロールを引き受けるポリシーを示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeIAMRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/sql-statement-iam-role"
}
]

スケジューラーがクエリを実行できるように指定した IAM ロールについて、次の操作を行います。
• この IAM ロールが EventBridge サービスプリンシパル (events.amazonaws.com) を指定していること
を確認してください。以下に示しているのは、信頼関係の例です。
{

}

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

EventBridge イベントの IAM ロールを作成する方法の詳細については、Amazon EventBridge スケ
ジューラを使用するために必要なアクセス許可 (p. 423) を参照してください。
• AmazonRedshiftDataFullAccess AWS 管理ポリシーを IAM ロールにアタッチします。
• IAM ユーザーがスケジュール履歴を表示できるようにするには、IAM ロールを編集して
sts:AssumeRole 権限を追加します。
次に示すのは、IAM ロールの信頼ポリシーの例です。
{

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

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/user-name"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

以下のスニペット例では、特定の IAM ユーザーがスケジュール履歴を表示できるようにしています。
{

}

"Sid": "AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-id:user/testRedshiftUser",
"arn:aws:iam::account-id:user/myusername"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"

スケジュールされたクエリの認証
クエリをスケジュールするときは、クエリ SQL の実行時に、次のいずれかの認証方法を使用します。各メ
ソッドでは、Amazon Redshift コンソールからの入力の組み合わせが異なる必要があります。
AWS Secrets Manager
この方法を使用して、AWS Secrets Manager に保存されている secret-arn のシークレット値を指定し
ます。このシークレットには、データベースに接続するための認証情報が含まれます。シークレット
にはキー RedshiftDataFullAccess のタグを付ける必要があります。
最小のアクセス許可についての詳細は、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets
Manager を使用したシークレットの作成と管理」を参照してください。
一時認証情報
この方法では、databaseおよびDB ユーザー値.
AmazonRedshiftDataFullAccess ポリシーは、redshift_data_api_user という名前のデータ
ベースユーザーに redshift:GetClusterCredentials のアクセス許可を許可します。別のデータ
ベースユーザーを使用して SQL ステートメントを実行する場合は、IAM ロールにポリシーを追加して
redshift:GetClusterCredentials を許可します。次のポリシー例では、データベースユーザー
awsuser と myuser を許可しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "UseTemporaryCredentialsForAllDbUsers",
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:GetClusterCredentials",
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/awsuser",
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/myuser"
]
}
]
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クエリの終了時に実行される Amazon EventBridge ルールを作成
する
クエリの終了時に通知を送信するイベントルールを作成できます。Amazon EventBridge コンソールを
使用する手順については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon
EventBridge ルールの作成」を参照してください。イベントパターンの詳細については、Amazon
EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge イベントパターン」を参照してください。
例えば、以下のサンプルイベントは、クエリが FINISHED になるときに送信されます。
{

}

"version": "0",
"id": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
"detail-type": "Redshift Data Statement Status Change",
"source": "aws.redshift-data",
"account": "123456789012",
"time": "2020-12-22T17:00:00Z",
"region": "us-west-1",
"resources": [
"arn:aws:redshift:us-east-2:123456789:cluster:t1"
],
"detail": {
"statementId": "01bdaca2-8967-4e34-ae3f-41d9728d5644",
"clusterId": "test-dataapi",
"statementName": "awsome query",
"state": "FINISHED",
"pages": 5,
"expireAt": "2020-12-22T18:43:48Z",
"principal": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/any",
"queryId": 123456
}

イベントは、イベントパターンルールを作成してフィルタリングできます。
{

}

"source": [
"aws.redshift-data"
],
"detail-type": [
"Redshift Data Statement Status Change"
],
"detail": {
"state": [
"FINISHED"
]
}

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
Java Database Connectivity (JDBC)、Python、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 クラスターに接続できます。Amazon Redshift で
は、SQL クライアントツールまたはライブラリを提供またはインストールしません。これらのツールまた
はライブラリを使用してクラスター内のデータを操作するには、それらをクライアントコンピュータまた
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は Amazon EC2 インスタンスにインストールします。JDBC、Python、または ODBC ドライバーをサポー
トするほとんどの SQL クライアントツールが使用可能です。
次のセクションでは、JDBC、Python、または ODBC による接続を使用するために、自分のクライアン
トコンピュータまたは Amazon EC2 インスタンスを設定するプロセスを順を追って説明します。また、
サーバーへのクライアント接続に関連するセキュリティオプションについても説明します。さらに、SQL
Workbench/J および psql という 2 つのサンプルサードパーティ SQL クライアントツールの設定と接続に
関する情報も以下に記載されています。ビジネスインテリジェンスツールをまだ使用していない場合は、
これらのツールを試すことができます。また、このセクションでは、クラスターにプログラムにより接続
する方法を理解することもできます。最後に、クラスターに接続しようとしたときに問題が発生した場合
は、このセクションのトラブルシューティング情報を確認して、考えられる解決策を見つけることができ
ます。
トピック
• Amazon Redshift での接続の設定 (p. 163)
• 接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251)
• クライアントツールおよびコードからクラスターに接続する (p. 256)
• Amazon Redshift での接続の問題のトラブルシューティング (p. 301)

Amazon Redshift での接続の設定
次のセクションでは、SQL クライアントツールからクラスターに接続するために、JDBC、Python、およ
び ODBC での接続を設定する方法について説明します。このセクションでは、JDBC、Python、ODBC で
の接続を設定する方法について説明します。また、Secure Sockets Layer (SSL) とサーバー証明書を使用
して、クライアントとサーバー間の通信を暗号化する方法についても説明します。

Amazon Redshift 用の JDBC、Python、および ODBC ドライ
バー
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、Python、または ODBC のドライバーが必要です。JDBC、Python、もしくは
ODBC サポートする SQL クライアントツールを使用するために、JDBC、Python、ODBC のデータアクセ
ス API オペレーションのいずれかを使用するように、アプリケーションを記述します。
Amazon Redshift では JDBC、Python、および ODBC ドライバーをダウンロードできます。これらのド
ライバーは AWS Support によってサポートされています。PostgreSQL ドライバーはテストされておら
ず、Amazon Redshift チームによってサポートされていません。Amazon Redshift クラスターに接続する
ときは、Amazon Redshift 固有のドライバーを使用してください。Amazon Redshift ドライバーには以下
の利点があります。
• IAM、SSO、およびフェデレーション認証のサポート。
• 新しい Amazon Redshift データ型のサポート。
• 認証プロファイルのサポート。
• Amazon Redshift の機能強化に伴うパフォーマンスの向上。
JDBC および ODBC ドライバーをダウンロードし、クラスターへの接続を設定する方法の詳細につい
ては、Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 による接続の構成 (p. 164)、Amazon
Redshift Python コネクタの設定 (p. 197)および ODBC 接続の設定 (p. 240) を参照してください。

クラスター接続文字列を検索する
SQL クライアントツールでクラスターに接続するには、クラスター接続文字列が必要です。クラスター接
続文字列は、Amazon Redshift コンソールのクラスターの詳細ページにあります。
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クラスターの接続文字列を見つけるには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択してそ
の詳細を開きます。

3.

JDBC URL および ODBC URL 接続文字列は、追加の詳細とともに、[General information (一般情報)]
セクションで手に入れることができます。各文字列はクラスターが実行される AWS リージョンに基
づき決まります。適切な接続文字列の横にあるアイコンをクリックしてコピーします。

Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 による
接続の構成
JDBC ドライバ―バージョン 2.1 による接続を使用すると、多くのサードパーティー SQL クライアント
ツールから Amazon Redshift クラスターに接続できます。Amazon Redshift Python コネクタは、オープン
ソースのソリューションを提供します。ソースコードの閲覧、機能拡張のリクエスト、問題の報告、およ
びコントリビューションを行うことができます。
JDBC 接続を使用するには、以下のセクションを参照してください。
トピック
• Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョン 2.1 をダウンロードする (p. 164)
• Amazon Redshift JDBC ドライバーバージョン 2.1 のインストール (p. 165)
• JDBC URL の取得 (p. 166)
• 接続 URL の構築 (p. 167)
• JDBC 接続用の TCP キープアライブの設定 (p. 168)
• Apache Maven を使用して JDBC 接続を設定する (p. 168)
• 認証と SSL の設定 (p. 170)
• ログの設定 (p. 173)
• データ型の変換 (p. 175)
• プリペアドステートメントのサポートを使用する (p. 176)
• JDBC ドライバーバージョン 2.1 と 1.x での相違点 (p. 176)
• JDBC ドライバーバージョン 2.1 用の初期化 (.ini) ファイルの作成 (p. 177)
• JDBC ドライバーバージョン 2.1 の設定オプション (p. 178)
• JDBC ドライバーバージョン 2.1 の以前のバージョン (p. 197)

Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョン 2.1 をダウンロードする
Amazon Redshift には、JDBC 4.2 API と互換性のあるツール用のドライバーが用意されています。このド
ライバーのクラス名は com.amazon.redshift.jdbc42.Driver です。
JDCBC ドライバーをインストールする方法、JDBC ドライバーライブラリを参照する方法、ドライバーク
ラスを登録する方法の詳細については、以下のトピックを参照してください。
Amazon Redshift JDBC ドライバーバージョン 2.1 を使用するコンピュータごとに、Java Runtime
Environment (JRE) 8.0 がインストールされていることを確認します。
データベース認証用に Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用する場合、Java クラスパスに AWS SDK
for Java 1.11.118 以降があることを確認してください。AWS SDK for Java をインストールしていない場
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合は、JDBC 4.2 互換のドライバーならびに AWS SDK 用のドライバー依存ライブラリが格納された、ZIP
ファイルをダウンロードします。
• JDBC 4.2 互換ドライバーバージョン 2.1 および AWS SDK ドライバー依存ライブラリ
この ZIP ファイルには、JDBC 4.2 互換ドライバーバージョン 2.1と、AWSSDK for Java 1.x のドライ
バー依存ライブラリファイルが含まれています。依存 jar ファイルを JDBC ドライバーと同じ場所に解
凍します。CLASSPATH に含める必要があるのは、JDBC ドライバのみです。
この ZIP ファイルには、AWSSDK for Java 1.x のすべては集録されていません。ただしこれには、AWS
Identity and Access Management(IAM) データベース認証に必要な、AWSSDK for Java 1.x のドライバ依
存ライブラリが含まれています。
IAM データベース認証に必要な AWS SDK では、この Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用しま
す。
AWS SDK for Java 1.x の完全版をインストールするには、AWS SDK for Java開発者ガイドの「AWS
SDK for Java 1.x」を参照してください
• JDBC 4.2 互換ドライバーバージョン 2.1 (AWS SDK なし)
JDBC ドライバーバージョン 2.1 の、ソフトウェアライセンスと変更ログファイルを確認します。
• JDBC ドライバーバージョン 2.1 ライセンス
• JDBC ドライバーバージョン 2.1 変更ログ
JDBC ドライバーバージョン 1.2.27.1051 以降では Amazon Redshift のストアドプロシージャをサポート
しています。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 Amazon Redshift で
のストアドプロシージャの作成を参照してください。

Amazon Redshift JDBC ドライバーバージョン 2.1 のインストール
AWS SDK 用の、Amazon Redshift JDBC 4.2 互換ドライバーのバージョン 2.1 とドライバー依存ライブラ
リをインストールするには、ZIP アーカイブからファイルを抽出し任意のディレクトリに格納します。
Amazon Redshift JDBC 4.2 互換ドライバーバージョン 2.1 を (AWS SDKを含めずに) インストールするに
は、JAR ファイルを任意のディレクトリにコピーします。
Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用して Amazon Redshift データストアにアクセスするには、以下
に説明するように設定を実行する必要があります。
トピック
• JDBC ドライバーライブラリの参照 (p. 165)
• ドライバークラスの登録 (p. 166)

JDBC ドライバーライブラリの参照
データへの接続に使用する JDBC アプリケーションまたは Java コードは、ドライバー JAR ファイルに
アクセスする必要があります。アプリケーションまたはコードで、ZIP アーカイブから抽出したすべての
JAR ファイルを指定します。

JDBC アプリケーションでのドライバーの使用
JDBC アプリケーションは、通常、ドライバーライブラリファイルのリストを追加するための一連の設定
オプションを提供します。提供されたオプションを使用して、ZIP アーカイブのすべての JAR ファイルを
アプリケーションのドライバー設定の一部として含めます。詳細については、JDBC アプリケーションの
ドキュメントを参照してください。
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Java コードでのドライバーの使用
すべてのドライバーライブラリファイルをクラスパスに含める必要があります。これは、Java ランタイム
環境がクラスおよびその他のリソースファイルを検索するパスです。オペレーティングシステムでクラス
パス設定をする場合は、適切な Java SE ドキュメントを参照し詳細を確認してください。
• Windows の場合: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/classpath.html
• Linux および Solaris: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/solaris/classpath.html

ドライバークラスの登録
アプリケーションに適したクラスを登録していることを確認してください。Amazon Redshift JDBC ドラ
イバーを Amazon Redshift データストアに接続するには、次のクラスを使用します。
• Driver クラスは java.sql.Driver を拡張します。
• DataSource クラスは javax.sql.DataSource と javax.sql.ConnectionPoolDataSource を
拡張します。
ドライバーは、JDBC バージョンに依存しない次の完全修飾クラス名をサポートします。
• com.amazon.redshift.jdbc.Driver
• com.amazon.redshift.jdbc.DataSource
次の例は、DriverManager クラスを使用して JDBC 4.2 用の接続を確立する方法を示しています。
private static Connection connectViaDM() throws Exception
{
Connection connection = null;
connection = DriverManager.getConnection(CONNECTION_URL);
return connection;
}

次の例では、DataSourceクラスを使用して接続を確立する方法を示しています。
private static Connection connectViaDS() throws Exception
{
Connection connection = null;
11
Amazon Redshift JDBC Driver Installation and Configuration Guide
DataSource ds = new com.amazon.redshift.jdbc.DataSource
();
ds.setURL(CONNECTION_URL);
connection = ds.getConnection();
return connection;
}

JDBC URL の取得
SQL クライアントツールから Amazon Redshift クラスターに接続する前に、クラス
ターの JDBC URL を確認しておく必要があります。JDBC の URL 形式を次に示しま
す。jdbc:redshift://endpoint:port/database
前述の形式のフィールドには、次の値があります。

166

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift での接続の設定

フィールド

値

jdbc

接続用のプロトコルです。

redshift

データベースに接続するために Amazon Redshift ドライバーを使用するよう指定す
るサブプロトコルです。

endpoint

Amazon Redshift クラスターのエンドポイント。

port

クラスターを起動したときに指定したポート番号。ファイアウォールがある場合、
このポートが開いていて使用できることを確認します。

database

クラスター用に作成したデータベース。

JDBC URL の例を次に示します。jdbc:redshift://examplecluster.abc123xyz789.uswest-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev
URL 値 (例えば SessionToken 値など) は、URL エンコード形式で入力する必要があります。
JDBC 接続の取得方法については、「クラスター接続文字列を検索する (p. 163)」を参照してください。
クライアントコンピューターがデータベースに接続できない場合、考えられる問題をトラブルシューティ
ングすることができます。詳細については、「Amazon Redshift での接続の問題のトラブルシューティン
グ (p. 301)」を参照してください。

接続 URL の構築
接続 URL を使用して、アクセスしているデータストアに接続情報を指定します。以下は、Amazon
Redshift JDBC ドライバーバージョン 2.1 で使用する接続 URL の形式です。ここで、[Host] は Amazon
Redshift サーバーのエンドポイントであり、[Port] は、サーバーがクライアントリクエストをリッスンする
ために使用する Transmission Control Protocol (TCP) のポート番号です。
jdbc:redshift://[Host]:[Port]

デフォルトでは、Amazon Redshift はポート 5439 を使用します。
以下は、いくつかのオプション設定を指定する接続 URL の形式です。
jdbc:redshift://[Host]:[Port]/[Schema];[Property1]=[Value];
[Property2]=[Value];

例えば、AWSの米国西部 (北カリフォルニア) リージョンにある、Amazon Redshift クラスターのポート
9000 に接続するとします。また、Default という名前のスキーマにアクセスし、ユーザー名とパスワード
を使用して接続を認証します。この場合、次の接続 URL を使用します。
jdbc:redshift://redshift.company.us-west1.redshift.amazonaws.com:9000/Default;UID=amazon;PWD=amazon

次の文字を使用して、URL 文字列内の構成オプションを区切ることができます。
• ;
• ?
• &
例えば、以下の URL 文字列はお互いに等価です。
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jdbc:redshift://my_host:5439/dev;ssl=false;defaultRowFetchSize=100
jdbc:redshift://my_host:5439/dev?ssl=false?defaultRowFetchSize=100

次の URL の例では、ログレベル 6 とログのためのパスを指定しています。
jdbc:redshift://redshift.amazonaws.com:5439/dev;DSILogLevel=6;LogPath=/home/user/logs";

接続 URL ではプロパティを複製しないでください。
指定できる構成オプションの完全なリストについては、「JDBC ドライバーバージョン 2.1 の設定オプ
ション (p. 178)」を参照してください。

JDBC 接続用の TCP キープアライブの設定
デフォルトでは、Amazon Redshift JDBC ドライバーは TCP キープアライブを使用して接続がタイムアウ
トしないように設定されています。ドライバーがキープアライブパケットの送信を開始するタイミングを
指定することや、この機能を無効にするために、接続 URL 内に関連するプロパティを設定することができ
ます。接続 URL の構文の詳細については、接続 URL の構築 (p. 167)を参照してください。
プロパティ

説明

TCPKeepAliveMinutes

ドライバーがキープアライブパケットを送信する
タイミングを指定するには、ドライバーが TCP
キープアライブパケットの送信を開始するまでの
非アクティブ時間 (分) を設定します。

TCPKeepAlive

TCP キープアライブをオフにするには、このプロ
パティを FALSE に設定します。

Apache Maven を使用して JDBC 接続を設定する
Apache Maven は、ソフトウェアプロジェクトを管理する包括的なツールです。AWS SDK for Java で
は、Apache Maven プロジェクトをサポートしています。詳細については、AWS SDK for Javaデベロッ
パーガイドの[Apache Maven での SDK の使用]を参照してください。
Apache Maven を使用する場合、Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用した Amazon Redshift クラス
ターへの接続を使用するようにプロジェクトを設定および構築できます。これを行うには、プロジェクト
の pom.xml ファイルに JDBC ドライバーを依存関係として追加する必要があります。Maven を使用して
プロジェクトを構築し JDBC 接続を使用するには、このセクションのステップに従ってください。

Maven 依存関係としての JDBC ドライバーの設定
Maven 依存関係として JDBC ドライバーを設定するには
1.

Amazon リポジトリまたは Maven Central リポジトリのいずれかを pom.xml ファイルのリポジトリ
セクションに追加します。

Note
以下のコードの例の URL は、ブラウザーで使用するとエラーを返します。この URL
は、Maven プロジェクトのコンテキストでのみ使用してください。
Amazon Maven リポジトリの場合は、以下を使用します。
<repositories>
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<repository>
<id>redshift</id>
<url>http://redshift-maven-repository.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
release</url>
</repository>
</repositories>

接続に Secure Sockets Layer (SSL) を使用するには、pom.xmlファイルに次のリポジトリを追加しま
す。
<repositories>
<repository>
<id>redshift</id>
<url>https://s3.amazonaws.com/redshift-maven-repository/release</url>
</repository>
</repositories>

Maven Central のリポジトリの場合は、pom.xmlファイルに次を追加します。
<repositories>
<repository>
<id>redshift</id>
<url>https://repo1.maven.org/maven2</url>
</repository>
</repositories>

2.

pom.xml ファイルの依存関係セクションで、使用するドライバーのバージョンを宣言します。
Amazon Redshift には、JDBC 4.2 API と互換性のあるツール用のドライバーが用意されています。こ
れらのドライバーでサポートされる機能については、Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョ
ン 2.1 をダウンロードする (p. 164)を参照してください。
以下のように、ドライバーの依存関係を追加します。
以下の例では、driver-versionは実際のドライバーのバージョン (例えば 2.1.0.1) に置き換えま
す。
JDBC 4.2 互換ドライバの場合は、以下を使用します。
<dependency>
<groupId>com.amazon.redshift</groupId>
<artifactId>redshift-jdbc42</artifactId>
<version>driver-version</version>
</dependency>

このドライバーのクラス名は com.amazon.redshift.jdbc42.Driver です。
IAM データベース認証を使用する場合、Amazon Redshift Maven ドライバーには、次のオプションの依存
関係が必要です。
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-core</artifactId>
<version>1.12.23</version>
<scope>runtime</scope>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
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<artifactId>aws-java-sdk-redshift</artifactId>
<version>1.12.23</version>
<scope>runtime</scope>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-sts</artifactId>
<version>1.12.23</version>
<scope>runtime</scope>
<optional>true</optional>
</dependency>

最新バージョンにドライバーをアップグレードする
Amazon Redshift JDBC ドライバーを最新バージョンにアップグレードまたは変更するには、まず、依
存関係のバージョンセクションをドライバーの最新バージョンに変更します。その後、以下で示す通
り、Maven Clean Plugin でプロジェクトをクリーニングします。
mvn clean

認証と SSL の設定
不正なアクセスからデータを保護するために、Amazon Redshift データストアでは、すべての接続をユー
ザー認証情報を使用して認証する必要があります。一部のデータストアでは、一方向認証の有無にかかわ
らず、Secure Sockets Layer (SSL) プロトコル経由で接続を確立する必要があります。
Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョン 2.1 では、これらの認証プロトコルが完全にサポートさ
れています。
ドライバーがサポートする SSL バージョンは、使用している JVM のバージョンによって異なりま
す。Java の各バージョンでサポートされている SSL バージョンの詳細については、Java プラットフォー
ムグループの製品管理ブログから [TLS、SSL、および HTTPS の診断]を参照してください。
接続に使用される SSL バージョンは、ドライバーとサーバーの両方でサポートされている最も高いバー
ジョンであり、接続時に決定されます。
接続先の Amazon Redshift サーバーのセキュリティ要件に従って接続を認証するように、Amazon
Redshift JDBC ドライバーバージョン 2.1 を設定します。
接続を認証するには、常に Amazon Redshift ユーザー名とパスワードを入力してください。SSL が有効
で、サーバー上で必要であるかどうかに応じて、SSL 経由で接続するようにドライバーを設定する必要も
あります。または、クライアント (ドライバー自体) がサーバーの身元を確認するために、一方向の SSL
認証を使用する場合もあります。
接続 URL でドライバーに構成情報を提供します。接続 URL の構文の詳細については、接続 URL の構
築 (p. 167)を参照してください。
SSL は、Transport Layer Security と Secure Sockets Layer の両方の TLS/SSL を示します。このドライ
バーは、業界標準バージョンの TLS/SSL をサポートしています。

ユーザー名とパスワードのみを使用する
接続しているサーバーが SSL を使用しない場合には、接続を認証するためのユーザー名とパスワードの入
力のみが必要になります。

ユーザー名とパスワードのみを使用して認証を設定するには
1.

UID プロパティを Amazon Redshift サーバーにアクセスするためのユーザー名に設定します。
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2.

PWD プロパティをユーザー名に対応するパスワードに設定します。

本人確認なしで SSL を使用する
接続しているサーバーが SSL を使用していて、ID 検証を必要としない場合には、検証されていない SSL
ファクトリを使用するようにドライバーを設定できます。

本人確認を行わずに SSL 接続を構成するには
1.

UID プロパティを Amazon Redshift サーバーにアクセスするためのユーザー名に設定します。

2.

PWD プロパティをユーザー名に対応するパスワードに設定します。

3.

SSLFactory プロパティを com.amazon.redshift.ssl.NonValidatingFactory に設定しま
す。

一方向 SSL 認証の使用
接続しているサーバーが SSL を使用し、証明書がある場合は、一方向認証を使用してサーバーの ID を検
証するようにドライバーを構成できます。
一方向認証では、サーバーの ID を検証するために、署名された信頼できる SSL 証明書が必要です。特定
の証明書を使用するようにドライバーを構成するか、適切な証明書を含む TrustStore にアクセスするよう
にドライバーを構成することができます。証明書または TrustStore を指定しない場合、ドライバーは、デ
フォルトの Java TrustStore (通常は jssecacerts または cacerts ) を使用します。

一方向 SSL 認証を構成するには
1.

UID プロパティを Amazon Redshift サーバーにアクセスするためのユーザー名に設定します。

2.

PWD プロパティをユーザー名に対応するパスワードに設定します。

3.

SSL プロパティを true に設定します。

4.

SSLRootCert プロパティを、ルート CA 証明書がある場所に設定します。

5.

デフォルトの Java TrustStores のいずれかを使用していない場合は、次のいずれかの操作を行いま
す。
•

サーバー証明書を指定するには、SSLRootCert プロパティを証明書のフルパスに設定します。

•

TrustStore を指定するには、以下の操作を行います。
a.

keytool プログラムを使用して、使用する TrustStore にサーバー証明書を追加します。

b.

ドライバーを使用して Java アプリケーションを起動するときに使用する TrustStore とパス
ワードを指定します。次に例を示します。
-Djavax.net.ssl.trustStore=[TrustStoreName]
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=
[TrustStorePassword]

6.

1 つを選択してください。
•

証明書を検証するには、SSLMode プロパティを verify-ca に設定します。

•

証明書を検証し、証明書のホスト名を検証するには、SSLMode プロパティに verify-full を設定し
ます。

IAM 認証の設定
IAM 認証を使用して Amazon Redshift サーバーに接続する場合は、データソース接続文字列の一部として
次のプロパティを設定します。
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IAM 認証の詳細については、「Amazon Redshift での Identity and Access Management (p. 405)」 を参
照してください。
IAM 認証を使用するには、以下のいずれかの接続文字列形式を使用します。
接続文字列

説明

jdbc:redshift:iam:// [host]:[port]/
[db]

通常の接続文字列。ドライバーは、ホストから
ClusterID とリージョンを推測します。

jdbc:redshift:iam:// [cluster-id]:
[region]/[db]

ドライバーは、ClusterID とリージョンを指定し
て、ホストの情報を取得します。

jdbc:redshift:iam:// [host]/[db]

デフォルトでドライバーはポート 5439 に設定さ
れ、ホストから ClusterID とリージョンを推測しま
す。

プロファイルの指定
IAM 認証を使用している場合は、プロファイル名の下で、必須またはオプションの追加接続プロパティを
指定できます。これにより、接続文字列に特定の情報を直接入力することを回避できます。プロファイル
のプロパティを使用して、接続文字列でプロファイル名を指定します。
プロファイルは AWS 認証情報ファイルに追加できます。このファイルのデフォルトの場所は、~/.aws/
credentialsです。
次の環境変数 AWS_CREDENTIAL_PROFILES_FILE でパスを設定することにより、デフォルト値を変更で
きます。
プロファイルの詳細については、AWS SDK for Javaの「Working with AWS Credentials」を参照してくだ
さい。

インスタンスプロファイルの認証情報の使用
IAM ロールに関連付けられている Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行している場合は、
インスタンスプロファイルの認証情報を使用して接続することができます。
これを行うには、前のテーブルで IAM 接続文字列形式のいずれかを使用し、dbuser 接続プロパティを、
接続先の Amazon Redshift ユーザー名に設定します。
インスタンスプロファイルの詳細については、IAM ユーザーガイドの「アクセス管理」を参照してくださ
い。

認証情報プロバイダーの使用
ドライバーは、次のサービスからの認証情報プロバイダーのプラグインもサポートします。
• Active Directory フェデレーションサービス (ADFS)
• JSON ウェブトークン (JWT) サービス
• Microsoft Azure アクティブディレクトリ (AD) サービスと Browser Microsoft Azure Active Directory (AD)
サービス
• Okta サービス
• PingFederate サービス
• Okta、Ping、ADFS などの SAML サービス用のブラウザ SAML
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これらのサービスのいずれかを使用する場合は、接続 URL で次のプロパティを指定する必要があります。
• Plugin_Name – 認証情報プロバイダーのプラグインクラスの完全修飾クラスパスです。
• IdP_Host: – Amazon Redshift による認証に使用しているサービスのホストです。
• IdP_Port – 認証サービスのホストがリッスンするポートです。Okta には必要ありません。
• ユーザー – idp_host サーバーのユーザー名です。
• パスワード – idp_host ユーザー名に関連付けられたパスワードです。
• DbUser – 接続している Amazon Redshift ユーザー名。
• SSL_Insecure – IDP サーバー証明書を検証する必要があるかどうかを示します。
• Client_ID – Azure AD ポータルのユーザー名に関連付けられているクライアント ID です。Azure AD に
のみ使用されます。
• Client_Secret – Azure AD ポータルのクライアント ID に関連付けられたクライアントシークレットで
す。Azure AD にのみ使用されます。
• IdP_Tenant – Amazon Redshift アプリケーションの Azure AD テナント ID です。Azure AD にのみ使用
されます。
• App_ID – Amazon Redshift アプリケーションの Okta アプリケーション ID です。Okta にのみ使用され
ます。
• App_Name – Amazon Redshift アプリケーションのオプションの Okta アプリケーション名です。Okta
にのみ使用されます。
• Partner_SPID – オプションのパートナー SPID (サービスプロバイダー ID) 値です。PingFederate にのみ
使用されます。
これらのサービスのいずれかにブラウザプラグインを使用している場合は、接続 URL に以下を含めること
もできます。
• Login_URL – ブラウザのプラグインを介して Security Assertion Markup Language (SAML) または Azure
AD サービスを使用するための、ID プロバイダーのウェブサイト上のリソース URL です。このパラメー
タは、ブラウザプラグインを使用している場合に必要です。
• Listen_Port – ブラウザのプラグインを介して SAML または Azure AD サービスを使用する場合に、ID プ
ロバイダーから SAML 応答を取得するためにドライバーが使用するポートです。
• IdP_Response_Timeout – ブラウザのプラグインを介して SAML または Azure AD サービスを使用する
場合に、ドライバーが ID プロバイダーからの SAML 応答を待機する時間 (秒単位) です。
追加された接続文字列のプロパティの詳細については、JDBC ドライバーバージョン 2.1 の設定オプショ
ン (p. 178)を参照してください。

ログの設定
ドライバーのログ記録を有効にすると、問題の診断に利用することができます。
ドライバーに関する情報は、次の方法を使用してログに記録できます。
• ログに記録された情報を .log ファイルに保存するには、ログファイルの使用 (p. 174)を参照してくだ
さい。
• ログに記録された情報を DriverManager で指定された LogStream または LogWriter に送信するに
は、LogStream または LogWriter の使用 (p. 174)を参照してください。
接続 URL でドライバーに構成情報を提供します。接続 URL の構文の詳細については、接続 URL の構
築 (p. 167)を参照してください。
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ログファイルの使用
問題をキャプチャするのに十分な時間だけログ記録を起動します。ログ記録によってパフォーマンスが低
下し、ディスク容量が大量に消費される可能性があります。
接続 URL での LogLevel キーを設定して、ログファイルに含まれる詳細情報の量を指定しながら、ログ記
録を有効にします。次の表に、Amazon Redshift JDBC ドライバーバージョン 2.1 で提供されるログレベ
ルを、冗長性の低いものから高いものの順に示します。
LogLevel 値

説明

1

ドライバーの中断につながる重大なエラーイベン
トを記録します。

2

ドライバーの実行を続行するよう許可する可能性
があるエラーイベントを記録します。

3

アクションが実行されなかった場合にエラーが発
生する可能性のあるイベントをログに記録しま
す。

4

ドライバーの進行状況を示す全般的な情報を記録
します。

5

ドライバーのデバッグに役立つ詳細な情報を記録
します。

6

すべてのドライバーアクティビティを記録しま
す。

ログファイルを使用するログを設定するには
1.
2.

3.

LogLevel プロパティを、ログファイルに含める必要があるレベルの情報に設定します。
LogPath プロパティを、ログファイルを保存するフォルダへのフルパスに指定します。
例えば、次の接続 URL はログレベル 3 を有効にし、ログファイルを C:\temp フォルダ
jdbc:redshift://redshift.company.us-west- 1.redshift.amazonaws.com:9000/
Default;DSILogLevel=3; LogPath=C:\temp に保存します。
新しい設定が有効になっていることを確認するには、JDBC アプリケーションを再起動し、サーバー
に再接続します。
Amazon Redshift JDBC ドライバーは、LogPath プロパティで指定された場所に次のログファイルを
生成します。
• 接続に固有ではないドライバーのアクティビティをログに記録する redshift_jdbc.log ファイルで
す。
• データベースへの接続ごとに redshift_jdbc_connection_[Number].log ファイル。[Number] は各ログ
ファイルを識別する番号です。このファイルは、接続に固有のドライバーアクティビティをログに
記録します。

LogPath 値が無効な場合、ドライバーはログに記録された情報を標準出力ストリームに送信します
(System.out)。

LogStream または LogWriter の使用
問題をキャプチャするのに十分な時間だけログ記録を起動します。ログ記録によってパフォーマンスが低
下し、ディスク容量が大量に消費される可能性があります。
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接続 URL で LogLevel キーを設定し、DriverManager で指定された LogStream または LogWriter に送信さ
れる詳細情報の量を指定しながら、ログ記録を有効にします。

LogStream または LogWriter を使用するログ記録を有効にするには
1.

ドライバーの進行状況を示す一般情報をログに記録するようにドライバーを構成するには、LogLevel
プロパティを 1 または INFO に設定します。

2.

新しい設定が有効になっていることを確認するには、JDBC アプリケーションを再起動し、サーバー
に再接続します。

LogStream または LogWriter を使用するログ記録を無効にするには
1.

接続 URL から LogLevel プロパティを削除します。

2.

新しい設定が有効になっていることを確認するには、JDBC アプリケーションを再起動し、サーバー
に再接続します。

データ型の変換
Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョン 2.1 では、Amazon Redshift、SQL、および Java データ
型の変換を行う多くの一般的なデータ形式がサポートされています。
サポートされているデータ型のマッピングを以下の表に示しています。
Amazon Redshift のタイプ

SQL タイプ

Java 型

BIGINT

SQL_BIGINT

Long

BOOLEAN

SQL_BIT

ブール値

CHAR

SQL_CHAR

文字列

DATE

SQL_TYPE_DATE

java.sql.Date

DECIMAL

SQL_NUMERIC

BigDecimal

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

Double

GEOMETRY

SQL_LONGVARBINARY

byte[]

INTEGER

SQL_INTEGER

整数

OID

SQL_BIGINT

Long

SUPER

SQL_LONGVARCHAR

文字列

REAL

SQL_REAL

浮動小数点

SMALLINT

SQL_SMALLINT

ショート

TEXT

SQL_VARCHAR

文字列

TIME

SQL_TYPE_TIME

java.sql.Time

TIMETZ

SQL_TYPE_TIME

java.sql.Time

TIMESTAMP

SQL_TYPE_TIMESTAMP

java.sql.Timestamp

TIMESTAMPTZ

SQL_TYPE_TIMESTAMP

java.sql.Timestamp
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Amazon Redshift のタイプ

SQL タイプ

Java 型

VARCHAR

SQL_VARCHAR

文字列

プリペアドステートメントのサポートを使用する
Amazon Redshift JDBC ドライバーは、プリペアドステートメントをサポートしています。プリペアドス
テートメントを使用すると、同じ接続中に複数回実行する必要がある、パラメータ化されたクエリのパ
フォーマンスを向上できます。
プリペアドステートメントは、サーバー側でコンパイルされますが、すぐには実行されない SQL
ステートメントです。コンパイルされたステートメントは、オブジェクトまたは接続を閉じるま
で、PreparedStatement オブジェクトとしてサーバーに保存されます。そのオブジェクトが存在している
間は、ステートメントを再度コンパイルすることなく、異なるパラメータ値を使用して必要な回数だけプ
リペアドステートメントを実行できます。これによってオーバーヘッドが軽減され、一連のクエリをより
迅速に実行することが可能になります。
プリペアドステートメントの詳細については、Oracle からの JDBC の基礎チュートリアルの「プリペアド
ステートメントの使用」を参照してください。
複数のクエリを含むステートメントを準備できます。例えば、次のプリペアドステートメントには、2 つ
の INSERT クエリが含まれています。
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO
MyTable VALUES (1, 'abc'); INSERT INTO CompanyTable VALUES
(1, 'abc');");

これらのクエリは、同じプリペアドステートメント内で指定された他のクエリの結果に依存しないように
注意してください。準備ステップの間はクエリが実行されないため、結果はまだ返されておらず、同じ準
備済みステートメント内の他のクエリでは使用できません。
例えば、テーブルを作成してから、新しく作成されたテーブルに値を挿入する次のプリペアドステートメ
ントは許可されていません。
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("CREATE
TABLE MyTable(col1 int, col2 varchar); INSERT INTO myTable
VALUES (1, 'abc');");

このステートメントを準備しようとすると、サーバーは送信先のテーブル (myTable) がまだ存在していな
いことを示すエラーを返します。INSERT クエリを準備する前に、CREATE クエリを実行する必要があり
ます。

JDBC ドライバーバージョン 2.1 と 1.x での相違点
このセクションでは、JDBC ドライバーの 2.1 と 1.x バージョンが返す情報の違いについて説明しま
す。JDBC ドライバーのバージョン 1.x の使用は終了されています。
次のテーブルでは、JDBC ドライバーの各バージョンについて、getDatabaseProductName() 関数および
getDatabaseProductVersion() 関数によって返される DatabaseMetadata 情報を表示します。JDBC ドライ
バーバーのジョン 2.1 は、接続の確立中に値を取得します。JDBC ドライバーのバージョン 1.x は、クエ
リの結果として値を取得します。
JDBC ドライバーのバージョン

getDatabaseProductName() の結
果

getDatabaseProductVersion() の
結果

2.1

Redshift

8.0.2
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JDBC ドライバーのバージョン

getDatabaseProductName() の結
果

getDatabaseProductVersion() の
結果

1.x

PostgreSQL

08.00.0002

次のテーブルは、JDBC ドライバーのバージョンごとに getTypeInfo 関数によって返される
DatabaseMetadata 情報を示します。
JDBC ドライバーのバージョン

getTypeInfo 結果

2.1

Redshift データ型との整合性

1.x

PostgreSQL データ型と一貫性がある

JDBC ドライバーバージョン 2.1 用の初期化 (.ini) ファイルの作成
Amazon Redshift JDBC ドライババージョン 2.1 で初期化 (.ini) ファイルを使用すると、システムレベルの
設定パラメータを指定できます。例えば、フェデレーション IdP 認証パラメータなどは、アプリケーショ
ンごとに異なっている場合があります。.ini ファイルにより、SQL クライアントに必要な構成パラメータ
を集約することができます。
JDBC ドライバーバージョン 2.1 用に初期化 (.ini) ファイルを作成して、その中に SQL クライアントの構
成オプションを記述します。このファイルのデフォルトの名前は rsjdbc.ini です。JDBC ドライバー
バージョン 2.1 は、以下に示す場所から.ini ファイルを探します (優先順位に従いリストされています)。
• SQL クライアントの接続 URL または 接続プロパティダイアログボックス内にある IniFile パラ
メータ。IniFile パラメータには、.ini ファイルへのファイル名を含む完全なパスが記述されてい
る必要があります。IniFile パラメータの詳細については、「IniFile (p. 187)」を参照してくださ
い。IniFile パラメータで.ini ファイルの場所を誤って指定した場合には、エラーが表示されます。
• ファイル名を含む完全なパスを指定する環境変数 (AMAZON_REDSHIFT_JDBC_INI_FILE
など)。rsjdbc.ini を使用するか、ファイル名を指定することができま
す。AMAZON_REDSHIFT_JDBC_INI_FILE 環境変数で、.ini ファイルの場所が正しく指定されていない
場合は、エラーが表示されます。
• ドライバの JAR ファイルが置かれているディレクトリ。
• ユーザーのホームディレクトリ。
• システムの一時ディレクトリ。
.ini ファイルは、[DRIVER] などのセクションにより整理することが可能です。各セクションには、
さまざまな接続パラメータを指定するキーと値のペアが含まれます。.ini ファイル内のセクション
は、IniSectionパラメータによりを指定します。IniSection パラメータの詳細については、
「IniSection (p. 187)」を参照してください。
次に、[DRIVER]、[DEV]、[QA]、および [PRODD] のセクションを使用する .ini ファイル形式の例を示しま
す。[DRIVER] セクションは任意の接続に適用できます。
[DRIVER]
key1=val1
key2=val2
[DEV]
key1=val1
key2=val2
[QA]
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key2=val2
[PROD]
key1=val1
key2=val2

JDBC ドライバーバージョン 2.1 は、次の場所から設定パラメータをロードします (優先順位に従いリスト
されています)。
• アプリケーションコード内のデフォルト設定パラメータ。
• INIファイルの [DRIVER] セクションのプロパティ (含まれている場合)。
• カスタムセクションの設定パラメータ (IniSection オプションが、SQL クライアントの接続 URL ま
たは 接続プロパティダイアログボックスで指定されている場合)。
• getConnection 呼び出しの中で指定された、接続プロパティオブジェクトに含まれるプロパティ。
• 接続 URL 内で指定されている設定パラメータ。

JDBC ドライバーバージョン 2.1 の設定オプション
以下に、Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョン 2.1 で指定できるオプションの説明を示しま
す。
接続 URL を使用して、構成プロパティを設定できます。詳細については、「接続 URL の構
築 (p. 167)」を参照してください。
トピック
• AccessKeyID (p. 180)
• AllowDBUserOverride (p. 180)
• App_ID (p. 180)
• App_Name (p. 181)
• ApplicationName (p. 181)
• AuthProfile (p. 181)
• AutoCreate (p. 181)
• Client_ID (p. 181)
• Client_Secret (p. 182)
• [ClusterID] (p. 182)
• connectTimeout (p. 182)
• databaseMetadataCurrentDbOnly (p. 182)
• DbUser (p. 182)
• DbGroups (p. 183)
• DBNAME (p. 183)
• defaultRowFetchSize (p. 183)
• DisableIsValidQuery (p. 183)
• enableFetchReadAndProcessBuffers (p. 184)
• enableFetchRingBuffer (p. 184)
• enableMultiSqlSupport (p. 184)
• fetchRingBufferSize (p. 184)
• ForceLowercase (p. 185)
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• groupFederation (p. 185)
• HOST (p. 185)
• IAMDisableCache (p. 185)
• IAMDuration (p. 186)
• IdP_Host (p. 186)
• IdP_Port (p. 186)
• IdP_Tenant (p. 186)
• IdP_Response_Timeout (p. 187)
• IniFile (p. 187)
• IniSection (p. 187)
• isServerless (p. 187)
• Login_URL (p. 188)
• loginTimeout (p. 188)
• loginToRp (p. 188)
• LogLevel (p. 188)
• LogPath (p. 189)
• Partner_SPID (p. 189)
• [Password] (パスワード) (p. 190)
• Plugin_Name (p. 190)
• PORT (p. 190)
• Preferred_Role (p. 190)
• プロファイル (p. 191)
• PWD (p. 191)
• queryGroup (p. 191)
• readOnly (p. 191)
• リージョン (p. 191)
• reWriteBatchedInserts (p. 192)
• reWriteBatchedInsertsSize (p. 192)
• roleArn (p. 192)
• roleSessionName (p. 192)
• scope (p. 192)
• SecretAccessKey (p. 193)
• [SessionToken] (p. 193)
• serverlessAcctId (p. 193)
• serverlessWorkGroup (p. 193)
• socketFactory (p. 193)
• socketTimeout (p. 193)
• SSL (p. 194)
• SSL_Insecure (p. 194)
• SSLCert (p. 194)
• SSLFactory (p. 195)
• SSLKey (p. 195)
• SSLMode (p. 195)
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• SSLPassword (p. 195)
• SSLRootCert (p. 195)
• StsEndpointUrl (p. 196)
• tcpKeepAlive (p. 196)
• UID (p. 196)
• ユーザー (p. 196)
• webIdentityToken (p. 196)

AccessKeyID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
このパラメータを指定して、IAM ユーザーまたはロールの IAM アクセスキーを入力できます。通常、既存
の文字列またはユーザープロファイルを確認することで、キーを見つけることができます。このパラメー
タを指定する場合は、SecretAccessKeyパラメータも指定する必要があります。
このパラメータはオプションです。

AllowDBUserOverride
• デフォルト値: 0
• データ型 – 文字列
このオプションは、ドライバーが SAML アサーションの DbUser 値を使用するか、接続 URL の DbUser
接続プロパティで指定された値を使用するかを指定します。
このパラメータはオプションです。
1
ドライバーは SAML アサーションの DbUser 値を使用します。
SAML アサーションで DBUser の値が指定されていない場合、ドライバーは接続プロパティ DBUser
で指定された値を使用します。この接続プロパティでも値が指定されていない場合、ドライバーは接
続プロファイルで指定された値を使用します。
0
ドライバーは、DBUser接続プロパティで指定された DBUser 値を使用します。
接続プロパティ DBUser で値が指定されていない場合、ドライバーは接続プロファイルで指定された
値を使用します。接続プロファイルでも値が指定されていない場合、ドライバーは SAML アサーショ
ンの値を使用します。

App_ID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Okta が提供する Amazon Redshift アプリケーションに関連付けられた一意の ID。
このパラメータは、Okta サービスを介して認証する場合に必要です。
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App_Name
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への接続を認証するために使用する Okta アプリケーションの名前。
このパラメータはオプションです。

ApplicationName
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
監査目的のために Amazon Redshift に渡すアプリケーションの名前。
このパラメータはオプションです。

AuthProfile
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への接続に使用する認証プロファイルの名前。
このパラメータはオプションです。

AutoCreate
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、指定されたユーザーが存在しない場合に、ドライバーが新しいユーザーを作成するか
どうかを指定します。
このパラメータはオプションです。
true
DBUser または固有 ID (UID) のいずれかで指定されたユーザーが存在していない場合は、その名前の
新しいユーザーが作成されます。
false
ドライバーが新しいユーザーを作成することはありません。指定したユーザーが存在しない場合、認
証は失敗します。

Client_ID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Azure AD サービスを使用して接続を認証する際に使用するクライアント ID。
このパラメータは、Azure AD サービスを介して認証する場合に必要です。
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Client_Secret
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Azure AD サービスを使用して接続を認証するときに使用するクライアントシークレット。
このパラメータは、Azure AD サービスを介して認証する場合に必要です。

[ClusterID]
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
接続する Amazon Redshift クラスターの名前。
このパラメータはオプションです。

connectTimeout
• デフォルト値 – 10
• データ型 – 整数
ソケット接続操作に使用するタイムアウト値。Amazon Redshift 接続の確立に必要な時間がこの値を超え
ると、接続は利用不可であると見なされます。タイムアウトは秒単位で指定されます。0 の値は、タイム
アウトが指定されていないことを意味します。
このパラメータはオプションです。

databaseMetadataCurrentDbOnly
• デフォルト値 – true
• データ型 – ブール型
このオプションは、メタデータ API が、アクセス可能なすべてのデータベースからデータを取得するか、
接続しているデータベースからのみデータを取得するかを指定します。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
true
アプリケーションは、単一のデータベースからメタデータを取得します。
false
アプリケーションは、アクセス可能なすべてのデータベースからメタデータを取得します。

DbUser
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift アカウントで使用するユーザー ID。AutoCreate プロパティを有効にしている場合は、現
在存在しない ID を使用できます。
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このパラメータはオプションです。

DbGroups
• デフォルト値 – PUBLIC
• データ型 – 文字列
DBUser が現在のセッションで参加する、既存のデータベースグループ名のコンマ区切りリスト。
このパラメータはオプションです。

DBNAME
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
接続先のデータベースの名前です。このオプションは、JDBC 接続 URL にデータベース名を指定するため
に使用できます。
このパラメータは必須です。データベース名は、接続 URL、またはクライアントアプリケーションの接続
プロパティで指定する必要があります。

defaultRowFetchSize
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
このオプションは、getFetchSize のデフォルト値を指定します。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
0
1 回のオペレーションですべての行をフェッチします。
正の整数
ResultSet のフェッチを繰り返すごとに、データベースからフェッチする行の数。

DisableIsValidQuery
• デフォルト値 – False
• データ型 – ブール型
このオプションは、Connection.isValid() メソッドを使用してデータベース接続がアクティブかどうかを判
断するときに、ドライバーが新しいデータベースクエリを送信するかどうかを指定します。
このパラメータはオプションです。
true
Connection.isValid() を使用してデータベース接続がアクティブかどうかを判断する場合、ドライバー
はクエリを送信しません。これにより、データベースサーバーが予期せずシャットダウンした場合、
ドライバーがデータベース接続をアクティブとして誤って識別することがあります。
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false
Connection.isValid () を使用してデータベース接続がアクティブかどうかを判断する場合、ドライバー
はクエリを送信します。

enableFetchReadAndProcessBuffers
• デフォルト値 – true
• データ型 – ブール型
このオプションは、Amazon Redshift が別個のスレッドでリングバッファと処理バッファーを使用して行
を取得し、パフォーマンスを向上させることを可能にします。
このパラメータはオプションです。

enableFetchRingBuffer
• デフォルト値 – true
• データ型 – ブール型
このオプションは、ドライバーが別のスレッドのリングバッファを使用して行をフェッチすることを指定
します。fetchRingBufferSize パラメータは、リングバッファのサイズを指定します。
このパラメータはオプションです。

enableMultiSqlSupport
• デフォルト値 – true
• データ型 – ブール型
このオプションは、ステートメント内でセミコロンで区切られた複数の SQL コマンドを処理するかどうか
を指定します。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
true
ドライバーは、Statement オブジェクト内でセミコロンで区切られた複数の SQL コマンドを処理しま
す。
false
ドライバーは、単一のステートメントで複数の SQL コマンドに対してエラーを返します。

fetchRingBufferSize
• デフォルト値 – 1G
• データ型 – 文字列
このオプションは、結果セットの取得時に使用するリングバッファのサイズを指定します。サイズはバイ
ト単位で指定できます。例えば、1 KB の場合は 1K、5,000 バイトの場合は 5000、1 MB の場合は 1M、1
GB の場合は 1G などです。ヒープメモリの割合を指定することもできます。ドライバーは、制限に達する
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と行のフェッチを停止します。アプリケーションが行を読み込み、リングバッファのスペースを解放する
と、フェッチが再開されます。
このパラメータはオプションです。

ForceLowercase
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、シングルサインオン認証を使用するときに ID プロバイダーから Amazon Redshift に
送信されたすべてのデータベースグループ (DbGroups) をドライバーが小文字にするかどうかを指定しま
す。
このパラメータはオプションです。
true
ドライバーは、ID プロバイダーから送信されるすべてのデータベースグループを小文字にします。
false
ドライバーは、データベースグループを変更しません。

groupFederation
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、Amazon Redshift IDP グループを使用するかどうかを指定します。これは
GetClusterCredentialsV2 API でサポートされています。
このパラメータはオプションです。
true
Amazon Redshift アイデンティティプロバイダー (IDP) グループを使用します。
false
ユーザーフェデレーションに STS API と GetClusterCredentials を使用し、接続に DbGroups を明示
的に指定します。

HOST
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
接続先の Amazon Redshift サーバーのホスト名。このオプションは、JDBC 接続 URL にホスト名を指定す
るために使用できます。
このパラメータは必須です。ホスト名は、接続 URL、またはクライアントアプリケーションの接続プロパ
ティで指定する必要があります。

IAMDisableCache
• デフォルト値 – false

185

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift での接続の設定

• データ型 – ブール型
このオプションは、IAM 認証情報をキャッシュするかどうかを指定します。
このパラメータはオプションです。
true
IAM 認証情報はキャッシュされません。
false
IAM 認証情報はキャッシュされます。これにより、API ゲートウェイへのリクエストが抑制された場
合のパフォーマンスが向上します。

IAMDuration
• デフォルト値 – 900
• データ型 – 整数
一時的な IAM 認証情報が期限切れになるまでの時間 (秒単位)。
• 最小値 – 900
• 最大値 – 3,600
このパラメータはオプションです。

IdP_Host
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への認証に使用する IdP (ID プロバイダー) のホスト。これは、接続文字列またはプロ
ファイルのいずれかで指定できます。
このパラメータはオプションです。

IdP_Port
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
IdP (アイデンティティプロバイダー) が使用するポート。ポートは、接続文字列またはプロファイルで指
定できます。デフォルトのポート番号は 5439 です。
このパラメータはオプションです。

IdP_Tenant
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift アプリケーションの Azure AD テナント ID です。
このパラメータは、Azure AD サービスを介して認証する場合に必要です。
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IdP_Response_Timeout
• デフォルト値 – 120
• データ型 – 整数
ブラウザのプラグインを介して SAML または Azure AD サービスを使用する場合に、ドライバーが ID プ
ロバイダーからの SAML 応答を待機する時間 (秒単位) です。
このパラメータはオプションです。

IniFile
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
.ini ファイルのファイル名を含む完全なパス。例:
IniFile="C:\tools\rsjdbc.ini"

.ini ファイルの詳細については、「JDBC ドライバーバージョン 2.1 用の初期化 (.ini) ファイルの作
成 (p. 177)」を参照してください。
このパラメータはオプションです。

IniSection
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
構成オプションを含む.iniファイル内のセクションの名前。.ini ファイルの詳細については、「JDBC ドラ
イバーバージョン 2.1 用の初期化 (.ini) ファイルの作成 (p. 177)」を参照してください。
次の例では、.ini ファイル内の [Prod] セクションを指定しています。
IniSection="Prod"

このパラメータはオプションです。

isServerless
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、Amazon Redshift エンドポイントホストがサーバーレス インスタンスであるかどうか
指定します。ドライバーは、指定されたホストからこのパラメータを検出しようとします。Network Load
Balancer (NLB) を使用している場合、ドライバーはそれを検出できないため、ここで設定できます。
このパラメータはオプションです。
true
Amazon Redshift エンドポイントホストはサーバーレスインスタンスです。
false
Amazon Redshift エンドポイント ホストはプロビジョニングされたクラスターです。
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Login_URL
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ブラウザのプラグインを介して SAML または Azure AD サービスを使用する場合に、ID プロバイダーの
ウェブサイト上のリソース URL です。
このパラメータは、ブラウザプラグインを介して SAML または Azure AD サービスで認証する場合に必要
です。

loginTimeout
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
サーバーに接続して認証するときにタイムアウトするまで待つ秒数。接続を確立するときにこのしきい値
よりも時間がかかると、接続は中止されます。
このプロパティが 0 に設定されている場合、接続はタイムアウトしません。
このパラメータはオプションです。

loginToRp
• デフォルト値 – urn:amazon:webservices
• データ型 – 文字列
AD FS 認証の種類に使用する証明書利用者の信頼。
このパラメータはオプションです。

LogLevel
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
このプロパティを使用して、ログファイルに含まれる詳細情報の量を指定しながら、ドライバーのログ記
録を有効または無効にします。
問題をキャプチャするのに十分な時間だけログを有効にします。ログ記録によってパフォーマンスが低下
し、ディスク容量が大量に消費される可能性があります。
このパラメータはオプションです。
パラメータを次のいずれかの値に設定します。
0
すべてのログ記録を無効にします。
1
FATAL レベルでログ記録を有効にします。これにより、ドライバーの中止につながる非常に重大なエ
ラーイベントがログに記録されます。
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2
ERROR レベルでのログ記録を有効にし、ドライバーの実行を続行できるように許可する可能性があ
るエラーイベントがログに記録されます。
3
WARNING レベルでのログ記録を有効にします。これにより、アクションを実行しないとエラーが発
生する可能性のあるイベントがログに記録されます。
4
INFO レベルでログ記録を有効にし、ドライバーの進行状況を示す全般的な情報をログに記録しま
す。
5
DEBUG レベルでログ記録を有効にします。このレベルでは、ドライバーのデバッグに役立つ詳細な
情報がログに記録されます。
6
TRACE レベルでのログ記録を有効にします。これにより、すべてのドライバーのアクティビティが
ログに記録されます。
ログ記録を有効にすると、ドライバーは LogPath プロパティで指定された場所に次のログファイルを生
成します。
• redshift_jdbc.log – 接続に固有ではないドライバーアクティビティをログするファイル。
• redshift_jdbc_connection_[Number].log – データベースに対して行われた各接続のファイル。
ここで、[Number]は各ログファイルを他のログファイルと区別する番号です。このファイルは、接続
に固有のドライバーアクティビティをログに記録します。
LogPath 値が無効な場合、ドライバーはログに記録された情報を標準出力ストリーム System.out に送信
します。

LogPath
• デフォルト値 – 現在の作業ディレクトリです。
• データ型 – 文字列
DSILogLevel プロパティが有効になっている場合に、ドライバーがログファイルを保存するフォルダへの
フルパスです。
接続 URL がすべての JDBC アプリケーションと互換性があることを確認するには、別のバックスラッ
シュを入力して、ファイルパス内のバックスラッシュ (\) をエスケープすることをお勧めします。
このパラメータはオプションです。

Partner_SPID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
PingFederate サービスを使用して接続を認証するときに使用するパートナー SPID (サービスプロバイダー
ID) の値。
このパラメータはオプションです。
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[Password] (パスワード)
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
IDP を介して IAM 認証を使用して接続する場合、これは IDP_Host サーバーのパスワードです。標準認証
を使用する場合、PWD の代わりに Amazon Redshift データベースのパスワードにこれを使用できます。
このパラメータはオプションです。

Plugin_Name
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
特定の認証情報プロバイダーのプログインを実装する完全修飾クラス名。
このパラメータはオプションです。
以下のプロバイダーオプションがサポートされています。
• AdfsCredentialsProvider – Active Directory フェデレーションサービス
• AzureCredentialsProvider – Microsoft Azure アクティブディレクトリ (AD) サービス
• BasicJwtCredentialsProvider – JSON ウェブトークン (JWT) サービス
• BasicSamlCredentialsProvider – Security Assertion Markup Language (SAML) 認証情報。多数の
SAML サービスプロバイダーで使用できます。
• BrowserAzureCredentialsProvider – Microsoft Azure Active Directory (AD) サービスのブラウザ
• BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider – ネイティブ認証用の Microsoft Azure Active
Directory (AD) サービスのブラウザ
• BrowserSamlCredentialsProvider – Okta、Ping、ADFS などの SAML サービス用のブラウザ
SAML
• OktaCredentialsProvider – Okta サービス
• PingCredentialsProvider – PingFederate サービス

PORT
• デフォルト値 – null
• データ型 – 整数
接続先の Amazon Redshift サーバーのポート。このオプションは、JDBC 接続 URL にポート名を指定する
ために使用できます。
このパラメータはオプションです。

Preferred_Role
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への接続中に引き受ける IAM ロール。
このパラメータはオプションです。
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プロファイル
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
IAM 認証に使用するプロファイルの名前。このプロファイルには、接続文字列で指定されていない追加の
接続プロパティが含まれます。
このパラメータはオプションです。

PWD
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
プロパティ UID を使用して指定した Amazon Redshift ユーザー名に対応するパスワード。
このパラメータはオプションです。

queryGroup
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
このオプションは、適切なクエリグループにクエリを割り当てることで、実行時にクエリをキューに割り
当てます。セッションに対してクエリグループが設定されます。接続で実行されるすべてのクエリは、こ
のクエリグループに属します。
このパラメータはオプションです。

readOnly
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このプロパティは、ドライバーが読み込み専用モードであるかどうかを指定します。
このパラメータはオプションです。
true
接続は読み込み専用モードであり、データストアに書き込むことはできません。
false
接続は読み込み専用モードではなく、データストアに書き込むことができます。

リージョン
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
このオプションは、クラスターが配置されている AWS リージョンを指定します。StsEndPoint オプショ
ンを指定すると、[Region (リージョン)] オプションは無視されます。Redshift GetClusterCredentials
API オペレーションは、リージョンオプションも使用します。
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このパラメータはオプションです。

reWriteBatchedInserts
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、互換性のある INSERT ステートメントを書き換えてバッチに統合する最適化を有効に
します。
このパラメータはオプションです。

reWriteBatchedInsertsSize
• デフォルト値 – 128
• データ型 – 整数
このオプションは、互換性のある INSERT ステートメントを書き換えてバッチに統合する最適化を有効に
します。この値は、2 の累乗だけ指数関数的に増加する必要があります。
このパラメータはオプションです。

roleArn
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。Plugin_Name オプションに BasicJwtCredentialsProvider を指
定する場合、必ずこのパラメータを指定してください。ARN は次の形式で指定します。
arn:partition:service:region:account-id:resource-id
Plugin_Name オプションに BasicJwtCredentialsProvider を指定する場合、このパラメータは必須です。

roleSessionName
• デフォルト値 – jwt_redshift_session
• データ型 – 文字列
引き受けたロールセッションの識別子。通常は、アプリケーションのユーザーに関連付けられている名前
または識別子を渡します。アプリケーションが使用する一時的なセキュリティ認証情報は、そのユーザー
に関連付けられます。Plugin_Name オプションに BasicJwtCredentialsProvider を指定する場合、このパラ
メータを指定できます。
このパラメータはオプションです。

scope
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ユーザーが同意可能なスコープをスペースで区切ったリストです。このパラメータを指定する
と、Microsoft Azure アプリケーションが呼び出す API の同意を得られるようになります。Plugin_Name オ
プションに BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider を指定する場合、このパラメータを指定できます。
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このパラメータは、BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider プラグインでは必須です。

SecretAccessKey
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ユーザーまたはロールの IAM アクセスキー。これを指定する場合は、AccessKeyID も指定する必要があり
ます。
このパラメータはオプションです。

[SessionToken]
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
認証に使用している IAM ロールに関連付けられた一時的な IAM セッショントークン。
このパラメータはオプションです。

serverlessAcctId
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift Serverless アカウント ID。ドライバーは、指定されたホストからこのパラメータを検出
しようとします。Network Load Balancer (NLB) を使用している場合、ドライバーはそれを検出できないた
め、ここで設定できます。
このパラメータはオプションです。

serverlessWorkGroup
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift Serverless ワークグループ名。ドライバーは、指定されたホストからこのパラメータを
検出しようとします。Network Load Balancer (NLB) を使用している場合、ドライバーはそれを検出できな
いため、ここで設定できます。
このパラメータはオプションです。

socketFactory
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
このオプションは、ソケット作成用のソケットファクトリを指定します。
このパラメータはオプションです。

socketTimeout
• デフォルト値: 0
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• データ型 – 整数
タイムアウトする前にソケット読み込みオペレーションを待つ秒数。このオペレーションにこのしきい値
よりも時間がかかると、接続は閉じます。このプロパティが 0 に設定されていると、接続はタイムアウト
しません。
このパラメータはオプションです。

SSL
• デフォルト値 – TRUE
• データ型 – 文字列
このプロパティを使用して、SSL による接続を有効または無効にします。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
TRUE
ドライバーは SSL 経由でサーバーに接続します。
FALSE
ドライバーは SSL を使用せずにサーバーに接続します。このオプションは IAM 認証ではサポートさ
れていません。
または、AuthMech プロパティを構成することもできます。

SSL_Insecure
• デフォルト値 – true
• データ型 – 文字列
このプロパティは、IDP ホストサーバー証明書を検証する必要があるかどうかを示します。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
true
ドライバーは IDP サーバー証明書の信頼性を確認しません。
false
ドライバーは、IDP サーバー証明書の信頼性をチェックします。

SSLCert
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
SSL を使用するときに Amazon Redshift サーバーインスタンスを確認するための信頼できる追加 CA 証明
書を含む .pem または .crt ファイルのフルパス。
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このパラメータは、SSLKey を指定した場合に必要です。

SSLFactory
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
サーバー証明書を使用せずに TLS/SSL 経由でサーバーに接続するときに使用する SSL ファクトリ。

SSLKey
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
SSLCert で指定された証明書を検証するための PKCS8 キーファイルを含む .der ファイルのフルパス。
このパラメータは、SSLCert を指定した場合に必要です。

SSLMode
• デフォルト値 – verify-ca
• データ型 – 文字列
このプロパティを使用して、TLS/SSL が有効になっている場合にドライバーが証明書を検証する方法を指
定します。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
verify-ca
ドライバーは、証明書が信頼できる認定権限 (CA) から送信されていることを確認します。
verify-full
ドライバは、証明書が信頼できる CA から取得されていること、および証明書のホスト名が接続 URL
で指定されたホスト名と一致することを確認します。

SSLPassword
• デフォルト値: 0
• データ型 – 文字列
SSLKey で指定された暗号化キーファイルのパスワード。
SSLKey が指定され、キーファイルが暗号化されている場合、このパラメータは必須です。

SSLRootCert
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
SSL を使用するときに Amazon Redshift サーバーインスタンスを確認するためのルート CA 証明書を含
む .pem または .crt ファイルのフルパス。
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StsEndpointUrl
• デフォルト値 – null
• データ型 – 文字列
AWS Security Token Service(AWS STS) エンドポイントを指定することができます。このオプションを指
定すると、リージョンオプションは無視されます。このエンドポイントにはセキュアプロトコル (HTTPS)
のみを指定できます。

tcpKeepAlive
• デフォルト値 – TRUE
• データ型 – 文字列
このプロパティを使用して、TCP キープアライブを有効または無効にします。
このパラメータはオプションです。
次の値を指定できます。
TRUE
接続のタイムアウトを防ぐために TCP キープアライブを使用するようにドライバーを設定します。
FALSE
ドライバーは TCP キープアライブを使用しません。

UID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
データベースへのアクセスに使用するユーザー名。
このパラメータは必須です。

ユーザー
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
IDP を介して IAM 認証を使用して接続する場合、これは idp_host サーバーのユーザー名です。標準認証を
使用する場合、これは Amazon Redshift データベースのユーザー名に使用できます。
このパラメータはオプションです。

webIdentityToken
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ID プロバイダによって提供される OAuth 2.1 アクセストークンまたは OpenID Connect ID トークン。
アプリケーションは、ウェブアイデンティティのプロバイダーを使用してアプリケーションのユー
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ザーを認証することによって、このトークンを取得する必要があります。Plugin_Name オプションに
BasicJwtCredentialsProvider を指定する場合、必ずこのパラメータを指定してください。
Plugin_Name オプションに BasicJwtCredentialsProvider を指定する場合、このパラメータは必須です。

JDBC ドライバーバージョン 2.1 の以前のバージョン
ツールに特定のバージョンのドライバーが必要な場合にのみ、Amazon Redshift JDBC ドライバーバー
ジョン 2.1 の以前のバージョンをダウンロードします。
以前の JDBC 4.2 互換 JDBC ドライバーバージョン 2.1 のドライバーを以下に示します。
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.8/redshift-jdbc42-2.1.0.8.zip
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.7/redshift-jdbc42-2.1.0.7.zip

Amazon Redshift Python コネクタの設定
Python 用 Amazon Redshift コネクタを使用することで、AWSSDK for Python (Boto3)、pandasと
Numerical Python (NumPy) との連携作業が可能になります。pandas の詳細については、pandas GitHub
のレポジトリを参照してください。NumPy の詳細については、NumPy GitHub のレポジトリを参照してく
ださい。
Amazon Redshift Python コネクタは、オープンソースのソリューションを提供します。ソースコードの閲
覧、機能拡張のリクエスト、問題の報告、およびコントリビューションを行うことができます。
Amazon Redshift Python コネクタを使用するには、Python バージョン 3.6 以降が必要です。詳細について
は、[Amazon Redshift Python ドライバーライセンス契約]を参照してください。
Amazon Redshift Python コネクタには、以下の機能があります。
• AWS Identity and Access Management(IAM) 認証。詳細については、「Amazon Redshift での Identity
and Access Management (p. 405)」を参照してください。
• フェデレーション API アクセスを使用した、アイデンティティプロバイダー認証 フェデレーション API
アクセスは、次のような企業のアイデンティティプロバイダーに対応しています。
• Azure AD 詳細については、AWSビッグデータブログ投稿[Amazon Redshift アクセスをMicrosoft
Azure AD シングルサインオンでフェデレーションする]を参照してください。
• アクティブディレクトリフェデレーションサービス 詳細については、AWS ビッグデータブログ投稿
「Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) を使用した Amazon Redshift クラスターへのア
クセスをフェデレーションする: パート 1」を参照してください。
• Okta 詳細については、AWS ビッグデータブログ投稿「ID プロバイダーとして Okta を使用して
Amazon Redshift アクセスをフェデレーションする」を参照してください。
• PingFederate 詳細については、[PingFederate サイト]を参照してください。
• JumpCloud 詳細については、[JumpCloud のサイト]を参照してください。
• Amazon Redshift のデータ型
Amazon Redshift Python コネクタは、Python データベース API 仕様 2.0 を実装しています。詳細につい
ては、Pythonのウェブサイトの[PEP 249-Python データベース API 仕様 v2.0]を参照してください。
トピック
•
•
•
•
•

Amazon Redshift Python コネクタのインストール (p. 198)
Amazon Redshift Python コネクタの設定オプション (p. 198)
Python コネクタのインポート (p. 207)
Python コネクタと NumPy の連携 (p. 208)
Python コネクタとpandasの連携 (p. 208)
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• アイデンティティプロバイダープラグインの使用 (p. 208)
• Amazon Redshift Python コネクタの使用例 (p. 210)
• Amazon Redshift Python コネクタの API リファレンス (p. 212)

Amazon Redshift Python コネクタのインストール
以下のいずれかの方法で、Amazon Redshift Python コネクタをインストールすることができます。
• Python パッケージインデックス (PyPI)
• Conda
• GitHub リポジトリのクローン作成

PyPI からの Python コネクタのインストール
Python パッケージインデックス (PyPI) から Python コネクタをインストールするには、pip を使用しま
す。これを行うには、次のコマンドを実行します。
>>> pip install redshift_connector

コネクタは、仮想環境内にインストールできます。これを行うには、次のコマンドを実行します。
>>> pip install redshift_connector

オプションとして、コネクタと一緒に pandas と NumPy をインストールすることができます。
>>> pip install "redshift_connector[full]"

pip の詳細については、[pip site]を参照してください。

Conda からの Python コネクタのインストール
Python コネクタは Anaconda.org からインストールできます。
>>>conda install -c conda-forge redshift_connector

AWSから GitHub リポジトリをクローンして Python コネクターをインストールします。
Python コネクタをソースからインストールするには、AWSから GitHub リポジトリをクローンしま
す。Python と virtualenv をインストールしたら、環境を設定し、次のコマンドを実行して必要な依存関係
をインストールします。
$
$
$
$
$
$
$

git clone https://github.com/aws/amazon-redshift-python-driver.git
cd RedshiftPythonDriver
virtualenv venv
. venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e .
python -m pip install redshift_connector

Amazon Redshift Python コネクタの設定オプション
以下に、Amazon Redshift Python コネクタに指定できるオプションの説明を示します。
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access_key_id
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
IAM データベース認証用に設定された IAM ロールまたは IAM ユーザーのアクセスキー 。
このパラメータはオプションです。

allow_db_user_override
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
True
コネクタが、DbUserSecurity Assertion Markup Language (SAML) アサーションの値を使用すること
を指定します。
False
DbUser接続パラメータの値を使用することを指定します。
このパラメータはオプションです。

app_name
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
認証に使用する アイデンティティ プロバイダー (IdP) アプリケーションの名前。
このパラメータはオプションです。

auth_profile
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
JSON としての接続プロパティを持つ Amazon Redshift 認証プロファイルの名前。接続パラメータの名前
付けの詳細については、RedshiftPropertyクラスを参照してください。RedshiftPropertyクラス
は、エンドユーザーから提供された接続パラメータや、必要に応じてIAM 認証プロセスで生成された接続
パラメータ (一時的な IAM 認証情報など）を格納します。詳細については、[RedShiftProperty クラス]を参
照してください。
このパラメータはオプションです。

auto_create
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
ユーザーが存在しない場合にユーザーを作成するかどうかを示す値。
このパラメータはオプションです。
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client_id
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Azure IdP からのクライアント ID。
このパラメータはオプションです。

client_secret
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Azure IdP からのクライアントシークレット。
このパラメータはオプションです。

cluster_identifier
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift クラスターのクラスター識別子。
このパラメータはオプションです。

credentials_provider
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift での認証に使用される IdP。以下の値が有効です。
• OktaCredentialsProvider
• AzureCredentialsProvider
• BrowserAzureCredentialsProvider
• PingCredentialsProvider
• BrowserSamlCredentialsProvider
• AdfsCredentialsProvider
このパラメータはオプションです。

データベース
• デフォルト値 - なし
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• データ型 - 文字列
接続先のデータベースの名前。
このパラメータはオプションです。

database_metadata_current_db_only
• デフォルト値 – true
• データ型 – ブール型
アプリケーションがマルチデータベースデータ共有カタログをサポートしているかどうかを示す値。デ
フォルト値の True は、下位互換性のためにアプリケーションがマルチデータベースデータ共有カタログ
をサポートしていないことを示します。
このパラメータはオプションです。

db_groups
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
DbUser で示されるユーザーが現在のセッションで参加している既存のデータベースグループ名のコンマ
区切りのリスト。
このパラメータはオプションです。

db_user
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift で使用するユーザー ID。
このパラメータはオプションです。

endpoint_url
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift エンドポイント URL。このオプションは、AWS内部使用の場合にのみ利用できます。
このパラメータは必須です。

group_federation
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、Amazon Redshift IDP グループを使用するかどうかを指定します。
このパラメータはオプションです。
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true
Amazon Redshift アイデンティティプロバイダー (IDP) グループを使用します。
false
ユーザーフェデレーションに STS API と GetClusterCredentials を使用して、接続に db_groups を指
定します。

host
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift クラスターのホスト名。
このパラメータはオプションです。

iam
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
IAM 認証が有効になっています。
このパラメータは必須です。

iam_disable_cache
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、IAM 認証情報をキャッシュするかどうかを指定します。デフォルトでIAM 認証情報は
キャッシュされます。これにより、API gateway へのリクエストがスロットルされた場合のパフォーマン
スが向上します。
このパラメータはオプションです。

idpPort
• デフォルト値— 7890
• データ型 – 整数
IdP が SAML アサーションを送信する先のリッスンポートです。
このパラメータは必須です。

idp_response_timeout
• デフォルト値 – 120
• データ型 – 整数
IdP から SAML アサーションを取得する際のタイムアウトです。
このパラメータは必須です。
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idp_tenant
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
IdP テナント。
このパラメータはオプションです。

listen_port
• デフォルト値— 7890
• データ型 – 整数
IdP が SAML アサーションを送信する先のリッスンポートです。
このパラメータはオプションです。

login_url
• デフォルト値 - なし
• データ型 – 文字列
IdP のシングルサインオン URL。
このパラメータはオプションです。

max_prepared_statements
• デフォルト値 – 1000
• データ型 – 整数
同時に開くことができる準備されたステートメントの最大数です。
このパラメータは必須です。

numeric_to_float
• デフォルト値 – false
• データ型 – ブール型
このオプションは、コネクタが数値データ型の値を decimal.Decimal から float に変換するかどうかを指定
します。デフォルトでは、コネクタは数値データ型の値を decimal.Decimal で受け取り、変換しません。
精度が求められるユースケースでは、結果が丸められる場合もあるため、numeric_to_float を有効にするこ
とは推奨されません。
decimal.Decimal および decimal.Decimal と float 間のトレードオフの詳細については、Python ウェブサイ
トの「decimal — Decimal fixed point and floating point arithmetic」(10 進数 — 固定小数点数と浮動小数点
数の演算) を参照してください。
このパラメータはオプションです。

partner_sp_id
• デフォルト値 - なし
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• データ型 - 文字列
Ping による認証に使用されるパートナー SP IDです。
このパラメータはオプションです。

パスワード
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
認証に使用されるパスワード。
このパラメータはオプションです。

port
• デフォルト値 — 5439
• データ型 – 整数
Amazon Redshift クラスターのポートナンバー。
このパラメータは必須です。

preferred_role
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
現在の接続に優先される IAM ロール。
このパラメータはオプションです。

principal_arn
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
ポリシーを生成する IAM ユーザーまたはロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
このパラメータはオプションです。

プロフィール
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
AWS認証情報を含むAWS認証情報ファイル内のプロファイルの名前。
このパラメータはオプションです。

provider_name
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
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Redshift ネイティブ認証プロバイダの名前です。
このパラメータはオプションです。

region
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
クラスターが配置されているAWS リージョン。
このパラメータはオプションです。

role_arn
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
発信者が想定しているロールの Amazon リソースネーム (ARN)です。このパラメーター
は、JwtCredentialsProviderで示されるプロバイダーが使用します。
JwtCredentialsProviderプロバイダーの場合、このパラメータは必須です。それ以外の場合、このパ
ラメータはオプションです。

role_session_name
• デフォルト値 – jwt_redshift_session
• データ型 - 文字列
引き受けたロールセッションの識別子。通常は、アプリケーションを使用するユーザーに関連付けられて
いる名前または識別子を渡します。アプリケーションが使用する一時的なセキュリティ認証情報は、その
ユーザーに関連付けられます。このパラメーターは、JwtCredentialsProviderで示されるプロバイ
ダーが使用します。
このパラメータはオプションです。

scope
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
ユーザーが同意可能なスコープをスペースで区切ったリストです。このパラメータを指定すると、
アプリケーションが呼び出す API の同意を得られるようになります。Plugin_Name オプションに
BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider を指定する場合、このパラメータを指定できます。
このパラメータは、BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider プラグインでは必須です。

secret_access_key_id
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
IAM データベース認証用に設定された IAM ロールまたはユーザーのシークレットアクセスキー。
このパラメータはオプションです。
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session_token
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
IAM データベース認証用に設定された IAM ロールまたはユーザーのアクセスキー。このパラメータは、一
時的なAWS認証情報を使用している場合に必要です。
このパラメータはオプションです。

serverless_acct_id
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift Serverless アカウント ID。
このパラメータはオプションです。

serverless_work_group
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift Serverless ワークグループ名。
このパラメータはオプションです。

ssl
• デフォルト値 – True
• データ型 – ブール型
Secure Sockets Layer (SSL) が有効になっています。
このパラメータは必須です。

ssl_insecure
• デフォルト値 – True
• データ型 – ブール型
IdP ホストサーバー証明書を検証するかどうかを指定する値。
このパラメータはオプションです。

sslmode
• デフォルト値 – verify-ca
• データ型 - 文字列
Amazon Redshift への接続のセキュリティ。次の値のいずれかを指定できます。
• verify-ca
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• verify-full
このパラメータは必須です。

timeout
• デフォルト値 - なし
• データ型 – 整数
サーバーへの接続がタイムアウトするまで待つ秒数。
このパラメータはオプションです。

user
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
認証に使用するユーザー名。
このパラメータはオプションです。

web_identity_token
• デフォルト値 - なし
• データ型 - 文字列
ID プロバイダによって提供される OAuth 2.0 アクセストークンまたは OpenID Connect ID トークン。ア
プリケーションを使用しているユーザーをウェブアイデンティティプロバイダーで認証することで、アプ
リケーションがこのトークンを取得するようにします。JwtCredentialsProviderで示されるプロバイ
ダーはこのパラメータを使用します。
JwtCredentialsProviderプロバイダーの場合、このパラメータは必須です。それ以外の場合、このパ
ラメータはオプションです。

Python コネクタのインポート
Python コネクタをインポートするには、次のコマンドを実行します。
>>> import redshift_connector

NumPy のインポートと Amazon Redshift への接続
Amazon Redshift Python コネクタとNumerical Python (NumPy) をインポートするには、次のコマンドを
実行します。
import redshift_connector
import numpy

AWS認証情報を使用して Amazon Redshift クラスターに接続するには、以下のコマンドを実行します。
conn = redshift_connector.connect(
host='examplecluster.abc123xyz789.us-west-1.redshift.amazonaws.com',
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)

port=5439,
database='dev',
user='awsuser',
password='my_password'

Python コネクタと NumPy の連携
以下は、Python コネクタと NumPy を連携する例です。
>>> import numpy
cursor.execute("select * from book")
result: numpy.ndarray = cursor.fetch_numpy_array()
print(result)

結果は、以下の通りです。
[['One Hundred Years of Solitude' 'Gabriel García Márquez']
['A Brief History of Time' 'Stephen Hawking']]

Python コネクタとpandasの連携
以下は、Python コネクタとpandasを統合する例です。
>>>

import pandas

cursor.execute("select * from book")
result: pandas.DataFrame = cursor.fetch_dataframe()
print(result)

アイデンティティプロバイダープラグインの使用
ID プロバイダープラグインの使用方法については、「IAM 認証情報の提供オプション (p. 456)」を参照
してください。

ADFS アイデンティティプロバイダープラグインを使用した認証
次に、アクティブディレクトリフェデレーションサービス (ADFS) アイデンティティプロバイダープラグ
インを使用して、Amazon Redshift データベースに接続するユーザーを認証する例を示します。
>>> con = redshift_connector.connect(
iam=True,
database='dev',
host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',
cluster_identifier='my-testing-cluster',
credentials_provider='AdfsCredentialsProvider',
user='brooke@myadfshostname.com',
password='Hunter2',
idp_host='myadfshostname.com'
)

Azure アイデンティティプロバイダープラグインを使用した認証
以下は、Azure のアイデンティティプロバイダプラグインを使用した認証の例です。以下のように、Azure
エンタープライズアプリケーションのclient_idおよびclient_secretの値を作成することができま
す。
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>>>

)

con = redshift_connector.connect(
iam=True,
database='dev',
host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',
cluster_identifier='my-testing-cluster',
credentials_provider='AzureCredentialsProvider',
user='brooke@myazure.org',
password='Hunter2',
idp_tenant='my_idp_tenant',
client_id='my_client_id',
client_secret='my_client_secret',
preferred_role='arn:aws:iam:123:role/DataScientist'

Azure ブラウザのアイデンティティプロバイダープラグインを使用した認証
次に、Azure ブラウザアイデンティティプロバイダープラグインを使用して、Amazon Redshift データ
ベースに接続するユーザーを認証する例を示します。
ブラウザで多要素認証が行われ、ユーザー名とパスワードはユーザーから提供されます。
>>>con = redshift_connector.connect(
iam=True,
database='dev',
host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',
cluster_identifier='my-testing-cluster',
credentials_provider='BrowserAzureCredentialsProvider',
idp_tenant='my_idp_tenant',
client_id='my_client_id',
)

Okta アイデンティティプロバイダープラグインを使用した認証
以下は、Oktaのアイデンティティプロバイダプラグインを使用した認証の例です。Okta アプリケーション
を使用してidp_host、app_idおよびapp_nameの値を取得できます。
>>> con = redshift_connector.connect(
iam=True,
database='dev',
host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',
cluster_identifier='my-testing-cluster',
credentials_provider='OktaCredentialsProvider',
user='brooke@myazure.org',
password='hunter2',
idp_host='my_idp_host',
app_id='my_first_appetizer',
app_name='dinner_party'
)

汎用 SAML ブラウザ アイデンティティプロバイダープラグインで JumpCloud を使用した認証
以下に、認証用の汎用 SAML ブラウザ アイデンティティプロバイダープラグインで JumpCloud を使用す
る例を示します。
パスワードパラメータは必須です。ただし、ブラウザで多要素認証が行われるため、このパラメータを入
力する必要はありません。
>>> con = redshift_connector.connect(
iam=True,
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)

database='dev',
host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',
cluster_identifier='my-testing-cluster',
credentials_provider='BrowserSamlCredentialsProvider',
user='brooke@myjumpcloud.org',
password='',
login_url='https://sso.jumpcloud.com/saml2/plustwo_melody'

Amazon Redshift Python コネクタの使用例
Amazon Redshift Python コネクタの使用例を次に示します。これを実行するには、まず Python コネクタ
をインストールする必要があります。Amazon Redshift Python コネクタのインストールの詳細について
は、「Amazon Redshift Python コネクタのインストール (p. 198)」を参照してください。
トピック
• AWS 認証情報を使用した Amazon Redshift クラスターへの接続およびクエリ (p. 210)
• オートコミットの有効化 (p. 210)
• Amazon S3 バケットからデータをコピーする COPY と Amazon S3 バケットへデータを書き込む
UNLOAD の使用 (p. 211)

AWS 認証情報を使用した Amazon Redshift クラスターへの接続およびクエリ
以下の例は、AWS 認証情報を使用して Amazon Redshift クラスターに接続し、次にテーブルをクエリし
てクエリ結果を取得する手順を示しています。
#Connect to the cluster
>>> import redshift_connector
>>> conn = redshift_connector.connect(
host='examplecluster.abc123xyz789.us-west-1.redshift.amazonaws.com',
database='dev',
user='awsuser',
password='my_password'
)
# Create a Cursor object
>>> cursor = conn.cursor()
# Query a table using the Cursor
>>> cursor.execute("select * from book")
#Retrieve the query result set
>>> result: tuple = cursor.fetchall()
>>> print(result)
>> (['One Hundred Years of Solitude', 'Gabriel García Márquez'], ['A Brief History of
Time', 'Stephen Hawking'])

オートコミットの有効化
オートコミットプロパティは、Python データベース API 仕様に従って、デフォルトではオフになっていま
す。ロールバックコマンドの実行後に以下のコマンドを使用して、接続の自動コミットプロパティをオン
にして、トランザクションが進行中でないことを確認できます。
#Connect to the cluster
>>> import redshift_connector
>>> conn = redshift_connector.connect(...)
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# Run a rollback command
>>> conn.rollback()
# Turn on autocommit
>>> conn.autocommit = True
>>> conn.run("VACUUM")
# Turn off autocommit
>>> conn.autocommit = False

Amazon S3 バケットからデータをコピーする COPY と Amazon S3 バケットへデータを書き込む
UNLOAD の使用
以下の例は、Amazon S3 バケットからテーブルにデータをコピーしてから、テーブルからバケットにアン
ロードする方法を示しています。
以下のデータを含む category_csv.txt という名前のテキストファイルをAmazon S3 バケットにアップ
ロードします。
12,Shows,Musicals,Musical theatre
13,Shows,Plays,"All ""non-musical"" theatre"
14,Shows,Opera,"All opera, light, and ""rock"" opera"
15,Concerts,Classical,"All symphony, concerto, and choir concerts"

次に、最初に Amazon Redshift データベースに接続する Python コードの例を示します。次
に、categoryという名前のテーブルを作成し、S3 バケットから CSV データをテーブルにコピーしま
す。
#Connect to the cluster and create a Cursor
>>> import redshift_connector
>>> with redshift_connector.connect(...) as conn:
>>> with conn.cursor() as cursor:
#Create an empty table
>>>
cursor.execute("create table category (catid int, cargroup varchar, catname
varchar, catdesc varchar)")
#Use COPY to copy the contents of the S3 bucket into the empty table
>>>
cursor.execute("copy category from 's3://testing/category_csv.txt' iam_role
'arn:aws:iam::123:role/RedshiftCopyUnload' csv;")
#Retrieve the contents of the table
>>>
cursor.execute("select * from category")
>>>
print(cursor.fetchall())
#Use UNLOAD to copy the contents of the table into the S3 bucket
>>>
cursor.execute("unload ('select * from category') to 's3://testing/
unloaded_category_csv.txt' iam_role 'arn:aws:iam::123:role/RedshiftCopyUnload' csv;")
#Retrieve the contents of the bucket
>>>
print(cursor.fetchall())
>> ([12, 'Shows', 'Musicals', 'Musical theatre'], [13, 'Shows', 'Plays', 'All "nonmusical" theatre'], [14, 'Shows', 'Opera', 'All opera, light, and "rock" opera'], [15,
'Concerts', 'Classical', 'All symphony, concerto, and choir concerts'])

データは S3 バケット内にあるファイル unloaded_category_csv.text0000_part00 にアンロードさ
れ、次のコンテンツが含まれます。
12,Shows,Musicals,Musical theatre
13,Shows,Plays,"All ""non-musical"" theatre"
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14,Shows,Opera,"All opera, light, and ""rock"" opera"
15,Concerts,Classical,"All symphony, concerto, and choir concerts"

Amazon Redshift Python コネクタの API リファレンス
Amazon Redshift Python コネクタ API オペレーションの説明は次のとおりです。

redshift_connector
redshift_connectorAPI オペレーションの説明は次のとおりです。
connect(user, database, password[, port, …])
Amazon Redshift クラスターへの接続を確立します。この関数は、ユーザー入力を検証し、必要に応
じて アイデンティティプロバイダープラグインを使用して認証し、接続オブジェクトを作成します。
apilevel
現在サポートされている DBAPI レベルは「2.0」です。
paramstyle, str(object=’’) -> str str(bytes_or_buffer[, encoding[, errors]]) ->
str
グローバルに使用するデータベース API パラメータスタイル。

Connection
Amazon Redshift Python コネクタの接続 API オペレーションの説明は次のとおりです。
__init__(user, password, database[, host, …])
生の接続オブジェクトを初期化します。
cursor
この接続にバインドされたカーソルオブジェクトを作成します。
commit
現在のデータベーストランザクションをコミットします。
rollback
現在のデータベーストランザクションをロールバックします。
close
データベース接続を閉じます。
execute(cursor, operation, vals)
指定された SQL コマンドを実行します。redshift_connector.paramstyleの値に応じて、パラ
メータをシーケンスまたはマッピングとして提供することができます。
run(sql[, stream])
指定された SQL コマンドを実行します。オプションで、COPY コマンドで使用するストリーミング
を指定することができます。
xid(format_id, global_transaction_id, …)
トランザクション ID を作成します。global_transaction_idパラ
メータのみが postgres で使用されます。format_id と branch_qualifier は
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postgres では使用されません。global_transaction_idは、タプル
(format_id、global_transaction_id、branch_qualifier)を返す postgres がサポートする
任意の文字列識別子とすることができます。
tpc_begin(xid)
フォーマット ID、グローバルトランザクション ID、ブランチクオリファイアで構成されるトランザク
ション ID xidで、TPC トランザクションを開始します。
tpc_prepare
.tpc_begin で開始されたトランザクションの最初のフェーズを実行します。
tpc_commit([xid])
引数なしで呼び出された場合、.tpc_commit は、以前に.tpc_prepare () で準備された TPC トランザク
ションをコミットします。
tpc_rollback([xid])
引数なしで呼び出されると、.tpc_rollback は TPC トランザクションをロールバックします。
tpc_recover
.tpc_commit (xid) または.tpc_rollback (xid) での使用に適した保留中のトランザクション ID のリストを
返します。

カーソル
カーソル API オペレーションの説明は次のとおりです。
__init__(connection[, paramstyle])
生のカーソルオブジェクトを初期化します。
insert_bulk_data(filename, table_name, parameter_indices, column_names,
delimiter, batch_size)
一括 INSERT ステートメントを実行します。
execute(operation[, args, stream, …])
データベースオペレーションを実行します。
executemany(operation, param_sets)
データベースオペレーションを準備し、指定されたすべてのパラメータシーケンスまたはマッピング
に対して実行します。
fetchone
クエリの結果セットの次の行を取得します。
fetchmany([num])
クエリ結果の次の行のセットを取得します。
fetchall
クエリ結果の残りのすべての行を取得します。
close
今すぐカーソルを閉じます。
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__iter__
カーソルオブジェクトを反復処理して、クエリから行を取得できます。
fetch_dataframe([num])
最後のクエリ結果のデータフレームを返します。
write_dataframe(df, table)
同じ構造データフレームを Amazon Redshift データベースに書き込みます。
fetch_numpy_array([num])
最後のクエリ結果の NumPy 配列を返します。
get_catalogs
Amazon Redshift は、1 つの接続で複数のカタログをサポートしていません。Amazon Redshift は現在
のカタログのみを返します。
get_tables([catalog, schema_pattern, …])
システム内でユーザー定義された固有のパブリックテーブルを返します。
get_columns([catalog, schema_pattern, …])
Amazon Redshift データベース内の特定のテーブルのすべての列のリストを返します。

AdfsCredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタの AdfsCredentials プロバイダープラグイン API オペレーションの構文
を次に示します。
redshift_connector.plugin.AdfsCredentialsProvider()

AzureCredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタの AzureCredentials プロバイダープラグイン API オペレーションの構
文を次に示します。
redshift_connector.plugin.AzureCredentialsProvider()

ブラウザ AzureCredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタのBrowserAzureCredentials プロバイダープラグイン API オペレーショ
ンの構文を以下に示します。
redshift_connector.plugin.BrowserAzureCredentialsProvider()

BrowserSamlCredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタの BrowserSamlCredentials プロバイダープラグイン API オペレーショ
ンの構文は以下の通りです。
redshift_connector.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider()

214

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift での接続の設定

Oktacredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタの OktaCredentials プロバイダープラグイン API オペレーションの構文
を次に示します。
redshift_connector.plugin.OktaCredentialsProvider()

PingCredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタの PingCredentials プロバイダー プラグイン API オペレーションの構文
を次に示します。
redshift_connector.plugin.PingCredentialsProvider()

SamlCredentials プロバイダープラグイン
Amazon Redshift Python コネクタの SamlCredentials プロバイダープラグイン API オペレーションの構文
を次に示します。
redshift_connector.plugin.SamlCredentialsProvider()

Amazon Redshift での ODBC ドライバーのバージョン 2.x によ
る接続の設定
ODBC 接続を使用すると、多くのサードパーティー SQL クライアントツールおよびアプリケーション
から Amazon Redshift クラスターに接続できます。クライアントツールで JDBC がサポートされる場
合、JDBC に用意された設定が簡単なため、ODBC ではなくその接続タイプを使用することを選択できま
す。クライアントツールで JDBC がサポートされていない場合は、このセクションの手順に従って、クラ
イアントコンピュータまたは Amazon EC2 インスタンスで ODBC 接続を設定できます。
Amazon Redshift には、Linux および Windows オペレーティングシステム用の 64 ビット ODBC ドライ
バーが用意されています。32 ビット ODBC ドライバーは廃止されています。macOS X は現在サポートさ
れていません。今後、緊急のセキュリティパッチを除き、32 ビット ODBC ドライバーのアップデートは
リリースされません。macOS X および 32 ビットオペレーティングシステム用の ODBC ドライバーをダ
ウンロードしてインストールするには、「ODBC 接続の設定」を参照してください。
ODBC ドライバーの変更に関する最新情報については、「変更ログ」を参照してください。
トピック
• ODBC URL の取得 (p. 215)
• Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する (p. 216)
•
•
•
•

Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する (p. 218)
認証の設定 (p. 221)
データ型の変換 (p. 226)
ODBC ドライバーオプションの設定 (p. 227)

ODBC URL の取得
Amazon Redshift では、Amazon Redshift コンソールに、クラスターの ODBC URL が表示されます。この
URL には、クライアントコンピュータとデータベースの間の接続をセットアップするために必要な情報が
含まれています。
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ODBC の URL 形式を次に示します。

Driver={driver}; Server=endpoint_host; Database=database_name; UID=user_name; PWD=password;
Port=port_number

前述の形式のフィールドには、次の値があります。

ODBC URL フィールド値
フィールド

値

Driver

使用する 64 ビット ODBC ドライバーの名前: [Amazon Redshift ODBC Driver (x64)]
(Amazon Redshift ODBC ドライバー (x64))

Server

Amazon Redshift クラスターのエンドポイント ホスト。

Database

クラスター用に作成したデータベース。

UID

データベースに接続するアクセス許可を持つユーザーアカウントのユーザー名。こ
の値はクラスターレベルに対するアクセス許可ではなくデータベースレベルのアク
セス許可で、クラスターの起動時にセットアップした管理者ユーザーアカウントを
使用可能です。

PWD

データベースに接続するユーザーアカウントのパスワード。

Port

クラスターを起動したときに指定したポート番号。ファイアウォールがある場合、
このポートが開いていて使用できることを確認します。

ODBC URL の例を次に示します。

Driver={Amazon Redshift ODBC Driver (x64)}; Server=examplecluster.abc123xyz789.uswest-2.redshift.amazonaws.com; Database=dev; UID=adminuser;
PWD=insert_your_admin_user_password_here; Port=5439

ODBC URL の場所については、「クラスター接続文字列を検索する」を参照してください。

Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設
定する
システム要件
Amazon Redshift データウェアハウスにアクセスするクライアントコンピュータに Amazon Redshift
ODBC ドライバーをインストールする必要があります。ドライバーをインストールするコンピュータに
は、それぞれ以下の最小要件があります。
• マシンの管理者権限。
• マシンは、以下のシステム要件を満たしている。
• 次のいずれかの OS。
• Windows 10 または 8.1。
• Windows Server 2019、2016、または 2012。
• 100 MB の使用可能なディスク容量。
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• 64 ビット Windows 用の Visual Studio 2015 の Visual C++ 再頒布可能パッケージがインストールされ
ている。インストールパッケージは、Microsoft ウェブサイトにある「Visual Studio 2015 の Visual C+
+ 再頒布可能パッケージのダウンロード」で、ダウンロードできます。

Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする
Windows オペレーティングシステム用の Amazon Redshift ODBC ドライバーをダウンロードしてインス
トールするには、次の手順に従います。Amazon Redshift での使用が認定されているサードパーティーア
プリケーションと固有のドライバーを必要とするアプリケーションを実行している場合にのみ、これらと
は異なるドライバーを使用できます。
ODBC ドライバーをダウンロードしてインストールするには
1. 次のドライバーをダウンロードします。64 ビット ODBC ドライバーバージョン 2.0.0.1
このドライバーの名前は [Amazon Redshift ODBC Driver (x64)] (Amazon Redshift ODBC ドライバー
(x64)) です。

Note
32 ビット ODBC ドライバーの提供は終了しました。今後、緊急のセキュリティパッチを除き
アップデートはリリースされません。32 ビットオペレーティングシステム用の ODBC ドラ
イバーをダウンロードしてインストールするには、「Microsoft Windows に Amazon Redshift
ODBC ドライバーをインストールして設定する」を参照してください。
2. 「Amazon Redshift ODBC ドライバーバージョン 2.x ライセンス」を確認します。
3. .msi ファイルをダブルクリックし、ウィザードの手順に従ってドライバーをインストールします。

ODBC 接続用のシステム DSN エントリの作成
ODBC ドライバーをダウンロードしてインストールした後、クライアントマシンか Amazon EC2 インスタ
ンスにデータソース名 (DSN) エントリを追加します。SQL クライアントツールは、このデータソースを使
用して Amazon Redshift データベースに接続できます。
ユーザー DSN の代わりにシステム DSN を作成することをお勧めします。一部のアプリケーションは、異
なるユーザーアカウントを使用しているデータをロードして、別のユーザーアカウントで作成されたユー
ザー DSN を検出できない場合があります。

Note
AWS Identity and Access Management ( IAM) 認証情報または ID プロバイダー (IdP) 認証情報を
使用した認証には、追加の手順が必要です。詳細については、「IAM 認証情報を使用するように
JDBC または ODBC 接続を設定する」を参照してください。
ODBC 接続用のシステム DSN エントリを作成するには
1. [Start] (スタート) メニューで、「ODBC Data Sources」と入力します。[ODBC Data Sources] (ODBC
データソース) を選択します。
Amazon Redshift への接続に使用するクライアントアプリケーションと同じビット数を持つ ODBC
Data Source Administrator を選択してください。
2. [ODBC Data Source Administrator] (ODBC データソース管理者) で、[Driver] (ドライバー) タブを選択
し、次のドライバーフォルダ [Amazon Redshift ODBC Driver (x64)] (Amazon Redshift ODBC ドライ
バー (x64)) を探します。
3. コンピューターのすべてのユーザーに対してドライバーを設定する場合は [System DSN (システム
DSN)] タブを選択し、使用するユーザーアカウントのみに対してドライバーを設定する場合は [User
DSN (ユーザー DSN)] タブを選択します。
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4. [Add] を選択します。[Create New Data Source (新しいデータソースの作成)] ウィンドウが開きます。
5. [Amazon Redshift ODBC driver (x64)] (Amazon Redshift ODBC ドライバー (x64)) を選択し、[Finish] (完
了) を選択します。[Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (ODBC ドライバー DSN セットアップ)]
ウィンドウが開きます。
6. [Connection Settings] (接続の設定) セクションで以下の情報を入力します。
データソース名
データソースの名前を入力します。たとえば、Amazon Redshift 入門ガイドに従っているのであれば、
この DSN に関連付けるクラスターを覚えやすくするために exampleclusterdsn と入力します。
サーバー
Amazon Redshift クラスターのエンドポイントホストを指定します。この情報は、クラスターの詳
細ページの Amazon Redshift コンソールで見つけることができます。詳細については、「Amazon
Redshift での接続の設定」を参照してください。
ポート
データベースが使用するポート番号を入力します。デフォルトでは、Amazon Redshift は 5439 を使用
しますが、クラスターが起動されたときに使用するように設定されたポートを使用する必要がありま
す。
データベース
Amazon Redshift データベースの名前を入力します。データベース名を指定せずにクラスターを
起動した場合は、devを入力します。それ以外の場合は、起動プロセスで選択した名前を使用しま
す。Amazon Redshift 入門ガイドに従っているのであれば、dev と入力します。
7. [Authentication] (認証) セクションで、標準認証または IAM 認証を設定する設定オプションを指定しま
す。
8. [SSL Options] (SSL オプション) を選択し、次の値を指定します。
[Authentication mode] (認証モード)
Secure Sockets Layer (SSL) を処理するモードを選択します。テスト環境では、preferを使用でき
ます。ただし、本番稼働環境の場合、および安全なデータ交換が必要な場合は、verify-caまたは
verify-full を使用します。
9. [Proxy] (プロキシ) タブで、任意のプロキシ接続設定を指定します。
10.[Cursor] (カーソル) タブで、クエリ結果を SQL クライアントツールまたはアプリケーションに返す方法
に関するオプションを指定します。
11.[Advanced Options] (詳細オプション) で、ログ記録オプションとその他のオプションの値を指定しま
す。
12.[Test] (テスト) を選択します。クライアントコンピュータが Amazon Redshift データベースに接続で
きる場合は、[Connection successful] (接続成功) というメッセージが表示されます。クライアントコン
ピュータがデータベースに接続できない場合、ログファイルを生成して AWS のサポートに連絡し、潜
在的な問題をトラブルシューティングすることができます。ログの生成については、「(リンク)」を参
照してください。
13.OK を選択します。

Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する
システム要件
Amazon Redshift データウェアハウスにアクセスするクライアントコンピュータに Amazon Redshift
ODBC ドライバーをインストールする必要があります。ドライバーをインストールするコンピュータに
は、それぞれ以下の最小要件があります。
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• マシン上のルートアクセス。
• 以下のいずれかのディストリビューション。
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7または 8。
• CentOS 7または 8。
• 150 MB の使用可能なディスク容量。
• unixODBC 2.2.14 以降。
• glibc 2.17 以降。

Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする
Linux 用の Amazon Redshift ODBC ドライバーバージョン 2.x をダウンロードしてインストールするには
1. 次のドライバーをダウンロードします: 64 ビット RPM ドライバーバージョン 2.0.0.1

Note
32 ビット ODBC ドライバーの提供は終了しました。今後、緊急のセキュリティパッチを除き
アップデートはリリースされません。
2. パッケージをダウンロードした場所に移動し、以下のいずれかのコマンドを実行します。使用している
Linux ディストリビューションに対応するコマンドを使用します。
RHEL および CentOS オペレーティングシステムでは、次のコマンドを実行します。
yum --nogpgcheck localinstall RPMFileName

RPMFileName を RPM パッケージファイル名に置き換えます。たとえば、次のコマンドは 64 ビットド
ライバーのインストールを示しています。

yum --nogpgcheck localinstall AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.x.xx.xxxx.x86_64.rpm

ODBC ドライバーマネージャーを使用して Linux で ODBC ドライバーを設定する
Linux では、ODBC ドライバーマネージャーを使用して ODBC 接続を設定します。ODBC ドライバーマ
ネージャーは設定ファイルを使用して ODBC データソースおよびドライバーを定義および設定します。使
用する ODBC ドライバーマネージャーは、使用するオペレーティングシステムによって異なります。

unixODBC ドライバーマネージャーを使用して ODBC ドライバーを設定する
Amazon Redshift ODBC ドライバーを設定するには、以下のファイルが必要です。
• amazon.redshiftodbc.ini
• odbc.ini
• odbcinst.ini
デフォルトの場所にインストールした場合、amazon.redshiftodbc.ini 設定ファイルは /opt/
amazon/redshiftodbcx64 にあります。
また、/opt/amazon/redshiftodbcx64 の下に、odbc.ini と odbcinst.ini のサンプルファイルが
あります。これらのファイルは、Amazon Redshift ODBC ドライバーとデータソース名 (DSN) の設定例と
して使用できます。
219

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift での接続の設定

設定ファイルに Amazon Redshift ODBC ドライバーのインストールディレクトリを使用することは
推奨されません。インストール済みのディレクトリのサンプルファイルは例示のみを目的としていま
す。Amazon Redshift ODBC ドライバーを後で再インストールするか、新しいバージョンにアップグレー
ドすると、インストールディレクトリが上書きされます。インストールディレクトリ内のファイルに加え
た変更はすべて失われます。
これを回避するには、インストールディレクトリ以外のディレクトリに amazon.redshiftodbc.ini
ファイルをコピーします。このファイルをユーザーのホームディレクトリにコピーする場合は、隠しファ
イルにするためにファイル名の先頭にピリオド (.) を追加します。
odbc.ini および odbcinst.ini ファイルについては、ユーザーのホームディレクトリにある設定ファ
イルを使用するか、別のディレクトリに新しいバージョンを作成します。デフォルトでは、Linux オペ
レーティングシステムには、ユーザーのホームディレクトリ (/home/$USER または ~/.) に odbc.ini
ファイルと odbcinst.ini ファイルが必要です。これらの既定のファイルは隠しファイルで、各ファイ
ル名の前にドット (.) が表示されます。これらのファイルは、-aフラグを使用してディレクトリの内容を
リストした場合にのみ表示されます。
odbc.ini ファイルと odbcinst.ini ファイルに対してどちらのオプションを選択しても、ファイル
を変更してドライバーと DSN 設定情報を追加します。新しいファイルを作成する場合は、これらの設定
ファイルの場所を指定する環境変数を設定する必要もあります。
デフォルトでは、ODBC ドライバーマネージャーは、隠しバージョンの odbc.ini および
odbcinst.ini 設定ファイル (.odbc.ini と .odbcinst.ini という名前) を使用して設
定し、ホームディレクトリに配置します。また、ドライバーのインストールディレクトリの
amazon.redshiftodbc.ini ファイルを使用するように設定されています。これらの設定ファイルを他
の場所に保存する場合は、ドライバーマネージャーがファイルを見つけることができるように、次に説明
する環境変数を設定します。
unixODBC を使用している場合は、次の手順に従います。
• odbc.ini のファイルのフルパスとファイル名に ODBCINI を設定します。
• odbcinst.ini のファイルを含むディレクトリのフルパスに ODBCSYSINI を設定します。
• amazon.redshiftodbc.ini のファイルのフルパスとファイル名に AMAZONREDSHIFTODBCINI を設
定します。
以下は、上記の値を設定する例です。

export ODBCINI=/usr/local/odbc/odbc.ini
export ODBCSYSINI=/usr/local/odbc
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=/etc/amazon.redshiftodbc.ini

Linux でデータソース名 (DSN) を使用して接続を設定する
データソース名 (DSN) を使用してデータストアに接続する場合は、データソース名 (DSN) を定義するよ
うに odbc.ini ファイルを設定します。odbc.ini ファイルのプロパティを設定して、データストアの接
続情報を指定する DSN を作成します。
Linux オペレーティングシステムでは次の形式を使用します。

[ODBC Data Sources]
driver_name=dsn_name
[dsn_name]
Driver=path/driver_file
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Host=cluster_endpoint
Port=port_number
Database=database_name
locale=locale

次に、Linux オペレーティングシステムでの、64 ビット ODBC ドライバーを使用する odbc.ini の設定
の例を示します。

[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_x64=Amazon Redshift ODBC Driver (x64)
[Amazon_Redshift_x64]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbcx64/librsodbc64.so
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932Database=dev
locale=en-US

Linux で DSN を使用しない接続を設定する
DSN を使用しない接続を介してデータストアに接続するには、odbcinst.ini ファイルでドライバーを
定義します。次に、アプリケーションに DSN を使用しない接続文字列を指定します。
Linux オペレーティングシステムでは次の形式を使用します。

[ODBC Drivers]
driver_name=Installed
...
[driver_name]
Description=driver_description
Driver=path/driver_file
...

次に、Linux オペレーティングシステムでの、64 ビット ODBC ドライバーを使用する odbcinst.ini の
設定の例を示します。

[ODBC Drivers]
Amazon Redshift ODBC Driver (x64)=Installed
[Amazon Redshift ODBC Driver (x64)]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver (64-bit)
Driver=/opt/amazon/redshiftodbcx64/librsodbc64.so

認証の設定
不正なアクセスからデータを保護するために、Amazon Redshift データストアでは、すべての接続をユー
ザー認証情報を使用して認証する必要があります。
次の表は、Amazon Redshift ODBC ドライバーバージョン 2.x への接続に使用できる各認証方法の必須お
よび選択可能な接続オプションを示しています。
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ODBC 認証方法の必須および選択可能な接続オプション
認証方法

必須

スタンダード

• ホスト

任意

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• UID
• [Password] (パスワード)
IAM プロフィール

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointURL

• プロファイル

• StsEndpointURL
• InstanceProfile

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
IAM 認証情報

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointURL

• AccessKeyID
• SecretAccessKey

• StsEndpointURL
• [SessionToken]
• UID

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
AD FS

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointUrl

• plugin_name
• UID

• StsEndpointUrl
• Preferred_Role

• [Password] (パスワード)

• loginToRp

• IdP_Host
• IdP_Port

• SSL_Insecure
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認証方法

必須

任意

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
Azure AD

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointUrl

• plugin_name
• UID

• StsEndpointUrl
• Preferred_Role

• [Password] (パスワード)

• dbgroups_filter

• IdP_Tenant
• Client_ID
• Client_Secret

JWT

• ホスト

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
• provider_name

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM
• plugin_name
• web_identity_token
Okta

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointUrl

• plugin_name
• UID

• StsEndpointUrl
• Preferred_Role

• [Password] (パスワード)
• IdP_Host
• App_Name
• App_ID
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(リージョン) が別々に
設定されていない場
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認証方法

必須

任意

Ping Federate

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointUrl

• plugin_name
• UID

• StsEndpointUrl
• Preferred_Role

• [Password] (パスワード)

• SSL_Insecure

• IdP_Host
• IdP_Port

• partner_spid

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
Browser Azure AD

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointUrl

• plugin_name
• IdP_Tenant

• StsEndpointUrl
• Preferred_Role

• Client_ID

• dbgroups_filter

• UID

• IdP_Response_Timeout
• listen_port

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
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認証方法

必須

任意

Browser SAML

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• AutoCreate
• EndpointUrl

• plugin_name
• login_url

• StsEndpointUrl
• Preferred_Role

• UID

• dbgroups_filter
• IdP_Response_Timeout
• listen_port

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。
Auth プロファイル

• ホスト
• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• AccessKeyID
• SecretAccessKey

Browser Azure AD OAUTH2

• ホスト

• [ClusterID]

• ポート (デフォルトは 5439)
• データベース
• IAM

• リージョン
• EndpointUrl
• IdP_Response_Timeout

• plugin_name
• IdP_Tenant

• listen_port
• scope

• Client_ID

• provider_name

• UID

Note
[ClusterID] と [Region]
(リージョン) が別々に
設定されていない場
合、[Host] (ホスト) で設
定する必要があります。

外部認証情報サービスの使用
また、AD FS、Azure AD、および Okta の組み込みサポートに加えて、Windows バージョンの Amazon
Redshift ODBC ドライバーは、他の認証情報サービスのサポートを提供します。ドライバーは、任意の
SAML ベースの認証情報プロバイダープラグインを使用して接続を認証できます。
Windows で外部認証情報サービスを設定するには
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1. 必要に応じて、認証情報プロバイダープラグインとその他の認証パラメータを指定する IAM プロファイ
ルを作成します。プロファイルは ASCII でエンコードされている必要があり、次のキーと値のペアが含
まれている必要があります。PluginPath はプラグインアプリケーションのフルパスです。
plugin_name = PluginPath

例:
plugin_name = C:\Users\kjson\myapp\CredServiceApp.exe

プロファイルの作成方法については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「設定プロファイ
ルを使用する」を参照してください。
2. このプロファイルを使用するようにドライバーを設定します。ドライバーは、プロファイルで指定され
た認証設定を検出して使用します。

データ型の変換
Amazon Redshift ODBC ドライバーのバージョン 2.x では、Amazon Redshift および SQL データ型の変換
を行う多くの一般的なデータ形式がサポートされています。
サポートされているデータ型のマッピングを以下の表に示しています。
Amazon Redshift のタイプ

SQL タイプ

BIGINT

SQL_BIGINT

BOOLEAN

SQL_BIT

CHAR

SQL_CHAR

DATE

SQL_TYPE_DATE

DECIMAL

SQL_NUMERIC

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

GEOGRAPHY

SQL_LONGVARBINARY

GEOMETRY

SQL_LONGVARBINARY

INTEGER

SQL_INTEGER

REAL

SQL_REAL

SMALLINT

SQL_SMALLINT

SUPER

SQL_LONGVARCHAR

TEXT

SQL_LONGVARCHAR

TIME

SQL_TYPE_TIME

TIMETZ

SQL_TYPE_TIME

TIMESTAMP

SQL_TYPE_TIMESTAMP

TIMESTAMPTZ

SQL_TYPE_TIMESTAMP
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Amazon Redshift のタイプ

SQL タイプ

VARBYTE

SQL_LONGVARBINARY

VARCHAR

SQL_VARCHAR

ODBC ドライバーオプションの設定
ドライバー設定オプションを使用して、Amazon Redshift ODBC ドライバーの動作を制御できます。ドラ
イバーオプションでは、大文字と小文字を区別しません。
Microsoft Windows では、通常、データソース名 (DSN) を設定するときにドライバーオプションを設
定します。プログラムを使用して接続するとき、または HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC
\ODBC.INI\your_DSN でレジストリキーを追加または変更することによって、接続文字列にドライバー
オプションを設定することもできます。DSN の設定の詳細については、「Microsoft Windows に Amazon
Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する (p. 241)」を参照してください。
Linux では、odbc.ini および amazon.redshiftodbc.ini ファイルでドライバー設定オプショ
ンを設定します (「Linux および macOS X オペレーティングシステムで ODBC ドライバーマネー
ジャーを使用しドライバーを設定する (p. 246)」を参照)。amazon.redshiftodbc.ini ファイル
に設定されている設定オプションは、すべての接続に適用されます。これに対して、odbc.iniファ
イルで設定されている設定オプションは接続に固有です。odbc.ini で設定された設定オプション
は、amazon.redshiftodbc.iniで設定された設定オプションよりも 優先されます。
以下に、Amazon Redshift ODBC バージョン 2.x ドライバーで指定できるオプションの説明を示します。

AccessKeyID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ユーザーまたはロールの IAM アクセスキー。このパラメータを設定する場合は、SecretAccessKey も指定
する必要があります。
このパラメータはオプションです。

app_id
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Okta が提供する Amazon Redshift アプリケーションに関連付けられた一意の ID。
このパラメータはオプションです。

app_name
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への接続を認証するために使用する Okta アプリケーションの名前。
このパラメータはオプションです。

AuthProfile
• デフォルト値 – なし
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• データ型 – 文字列
接続設定を管理するために使用される認証プロファイル。このパラメータを設定する場合
は、AccessKeyID と SecretAccessKey も設定する必要があります。
このパラメータはオプションです。

AuthType
• デフォルト値 - 標準
• データ型 – 文字列
このオプションは、[Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup] (Amazon Redshift ODBC ドライバー DSN
セットアップ) ダイアログボックスを使用して DSN を設定するときにドライバーが使用する認証モードを
指定します。
• 標準: Amazon Redshift ユーザー名とパスワードを使用した標準認証。
• AWS プロファイル: プロファイルを使用した IAM 認証。
• AWS IAM 認証情報: IAM 認証情報を使用した IAM 認証。
• ID プロバイダー: AD FS: Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) を使用した IAM 認証。
• ID プロバイダー: Azure AD: Azure AD ポータルを使用した IAM 認証。
• ID プロバイダー: JWT: JSON ウェブトークン (JWT) を使用した IAM 認証。
• ID プロバイダー: Okta: Okta を使用した IAM 認証。
• ID プロバイダー: PingFederate: PingFederate を使用した IAM 認証。
このオプションは、Windows ドライバーの [Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup] (Amazon Redshift
ODBC ドライバー DSN セットアップ) ダイアログボックスを使用して DSN を設定する場合にのみ使
用できます。接続文字列または Windows 以外のマシンを使用して接続を設定すると、ドライバーは標
準、AWS プロファイル、または指定した認証情報に基づく AWS のIAM 認証情報の認証を使用するかどう
かを自動的に決定します。ID プロバイダーを使用するには、plugin_name プロパティを設定する必要があ
ります。
このパラメータは必須です。

AutoCreate
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
指定されたユーザーが存在しない場合に、ドライバーが新しいユーザーを作成するかどうかを指定する
ブール値。
• 1 | TRUE: [UID] で指定されたユーザーが存在しない場合、ドライバーは新しいユーザーを作成します。
• 0 | FALSE: ドライバーは新しいユーザーを作成しません。指定したユーザーが存在しない場合、認証は
失敗します。
このパラメータはオプションです。

CaFile
• デフォルト値 – なし
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• データ型 – 文字列
IAM 認証のいくつかの形式で使用される CA 証明書ファイルへのファイルパス。
このパラメータは Linux でのみ使用できます。
このパラメータはオプションです。

client_id
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Azure AD の Amazon Redshift アプリケーションに関連付けられたクライアント ID。
このパラメータは、Azure AD サービスを介して認証する場合に必要です。

client_ secret
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Azure AD の Amazon Redshift アプリケーションに関連付けられたシークレットキー。
このパラメータは、Azure AD サービスを介して認証する場合に必要です。

ClusterId
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
接続する Amazon Redshift クラスターの名前。IAM 認証に使用されます。クラスター ID は Server パラ
メータでは指定されません。
このパラメータはオプションです。

データベース
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
アクセスする Amazon Redshift データベースの名前。
このパラメータは必須です。

DatabaseMetadataCurrentDbOnly
• デフォルト値 - 1
• データ型 – ブール型
ドライバーが複数のデータベースとクラスターからメタデータを返すかどうかを指定するブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは、現在のデータベースからのみメタデータを返します。
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• 0 | FALSE. ドライバーは、複数の Amazon Redshift データベースとクラスターにわたってメタデータを
返します。
このパラメータはオプションです。

dbgroups_filter
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Azure、Browser Azure、および Browser SAML 認証型を使用しているときに Amazon Redshift への SAML
レスポンスから受信する DbGroups を除外するために指定できる正規表現。
このパラメータはオプションです。

ドライバー
• デフォルト値 - Amazon Redshift ODBC ドライバー (x64)
• データ型 – 文字列
ドライバーの名前。[Amazon Redshift ODBC Driver (X64)] (Amazon Redshift ODBC ドライバー (x64)) は
サポートされる唯一の値です。
DSN を設定しない場合、このパラメータは必須です。

DSN
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ドライバーデータソースの名前。アプリケーションは、SQLDriverConnect API で DSN を指定します。
[Driver] (ドライバー) を設定しない場合、このパラメータは必須です。

EndpointUrl
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
IAM 認証のために Amazon Redshift Coral サービスと通信するために使用される優先エンドポイント。
このパラメータはオプションです。

ForceLowercase
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
シングルサインオン認証を使用するときに ID プロバイダーから Amazon Redshift に送信されたすべての
データベースグループ (DbGroups) をドライバーが小文字にするかどうかを指定するブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは、ID プロバイダーから送信されるすべての DbGroups を小文字にします。
• 0 | FALSE: ドライバーは DbGroups を変更しません。
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このパラメータはオプションです。

https_proxy_host
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
IAM 認証プロセスを渡すプロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。
このパラメータはオプションです。

https_proxy_password
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
プロキシサーバーにアクセスするために使用するパスワード。IAM 認証に使用されます。
このパラメータはオプションです。

https_proxy_port
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 整数
プロキシサーバーがクライアント接続をリッスンするために使用するポートの番号。IAM 認証に使用され
ます。
このパラメータはオプションです。

https_proxy_username
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
プロキシサーバーへのアクセスに使用するユーザー名。IAM 認証に使用されます。
このパラメータはオプションです。

IAM
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
ドライバーが接続を認証するために IAM 認証方法を使用するかどうかを指定するブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは、IAM 認証方法の 1 つを使用します (アクセスキーと秘密キーのペア、プロファ
イル、または認証情報サービスを使用)。
• 0 | FALSE. ドライバーは標準認証を使用します (データベースのユーザー名とパスワードを使用)。
このパラメータはオプションです。

idp_host
• デフォルト値 – なし
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• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への認証に使用する IdP (ID プロバイダー) のホスト。
このパラメータはオプションです。

idp_port
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 整数
Amazon Redshift への認証に使用する IdP (ID プロバイダー) のポート。デフォルトのポート番号は 5439
です。
このパラメータはオプションです。

idp_response_timeout
• デフォルト値 – 120
• データ型 – 整数
ブラウザのプラグインを介して SAML または Azure AD サービスを使用する場合に、ドライバーが ID プ
ロバイダーからの SAML 応答を待機する秒数です。
このパラメータはオプションです。

idp_tenant
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift アプリケーションに関連付けられた Azure AD のテナント ID。
このパラメータは、Azure AD サービスを介して認証する場合に必要です。

idp_use_https_proxy
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
ドライバーがプロキシサーバー経由で ID プロバイダー (IdP) の認証プロセスを渡すかどうかを指定する
ブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは、プロキシサーバーを介して IdP 認証プロセスを渡します。
• 0 | FALSE. ドライバーはプロキシサーバー経由で IdP 認証プロセスを渡しません。
このパラメータはオプションです。

InstanceProfile
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
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認証にプロファイルを使用するように設定されている場合に、ドライバーが Amazon EC2 インスタンスプ
ロファイルを使用するかどうかを指定するブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは Amazon EC2 インスタンスプロファイルを使用します。
• 0 | FALSE. 代わりに、ドライバーは、[Profile Name] (プロファイル名) オプション ([Profile] (プロファイ
ル)) で指定されたプロファイルの連鎖ロールを使用します。
このパラメータはオプションです。

KeepAlive
• デフォルト値 - 1
• データ型 – ブール型
接続のタイムアウトを防ぐために TCP キープアライブを使用するようにドライバーを指定するブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは、TCP キープアライブを使用して、接続がタイムアウトするのを防ぎます。
• 0 | FALSE. ドライバーは TCP キープアライブを使用しません。
このパラメータはオプションです。

KeepAliveCount
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
接続が切断されていると見なされる前に失うことが許容される TCP キープアライブパケットの数。このパ
ラメータが 0 に設定されていると、ドライバーはこの設定のためにシステムデフォルトを使用します。
このパラメータはオプションです。

KeepAliveInterval
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
TCP キープアライブを再送信する間隔の秒数。このパラメータが 0 に設定されていると、ドライバーはこ
の設定のためにシステムデフォルトを使用します。
このパラメータはオプションです。

KeepAliveTime
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
ドライバーが TCP キープアライブパケットを送信する前にアイドル状態である秒数。このパラメータが 0
に設定されていると、ドライバーはこの設定のためにシステムデフォルトを使用します。
このパラメータはオプションです。

listen_port
• デフォルト値 - 7890

233

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift での接続の設定

• データ型 – 整数
ブラウザのプラグインを介して SAML または Azure AD サービスを使用する場合に、ID プロバイダーから
SAML 応答を受信するためにドライバーが使用するポートです。
このパラメータはオプションです。

login_url
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
汎用 Browser SAML プラグインを使用する場合に、ID プロバイダーのウェブサイト上のリソース URL で
す。
このパラメータは、ブラウザプラグインを介して SAML または Azure AD サービスで認証する場合に必要
です。

loginToRp
• デフォルト値 - urn:amazon:webservices
• データ型 – 文字列
AD FS 認証の種類に使用する証明書利用者の信頼。
この設定はオプションです。

LogLevel
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
このプロパティを使用して、ドライバーのログ記録を有効または無効にし、ログファイルに含まれる詳細
の量を指定します。ログ記録によってパフォーマンスが低下し、ディスク容量が大量に消費される可能性
があるため、問題をキャプチャするのに十分な時間だけログ記録を有効にすることをお勧めします。
プロパティは以下のいずれかの値に設定します。
• 0: OFF. すべてのログ記録を無効にします。
• 1: ERROR. ドライバーの実行を続行するよう許可してもエラーを発生する可能性があるエラーイベント
を記録します。
• 2: API_CALL. ODBC API 関数呼び出しを関数の引数の値とともにログに記録します。
• 3: INFO. ドライバーの進行状況を示す全般的な情報を記録します。
• 4: MSG_PROTOCOL. ドライバーのメッセージプロトコルの詳細情報を記録します。
• 5: DEBUG. すべてのドライバーアクティビティを記録します。
• 6: DEBUG_APPEND. すべてのドライバーアクティビティのログを追加し続けます。
ログ記録を有効にすると、ドライバーは LogPath プロパティで指定された場所に次のログファイルを生成
します。
• 接続のハンドシェイク中に発生したドライバーのアクティビティをログに記録する
redshift_odbc.log.1 ファイル。
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• データベースに接続した後のすべてのドライバーのアクティビティ用 redshift_odbc.log ファイ
ル。
このパラメータはオプションです。

LogPath
• デフォルト値 - OS 固有の TEMP ディレクトリ
• データ型 – 文字列
LogLevel が 0 より大きい場合にドライバーがログファイルを保存するフォルダへのフルパス。
このパラメータはオプションです。

Min_TLS
• デフォルト値 - 1.0
• データ型 – 文字列
ドライバーがデータストアが接続の暗号化に使用することを許可する TLS/SSL の最小バージョン。たとえ
ば、TLS 1.1 が指定されている場合、TLS 1.0 を使用して接続を暗号化することはできません。
Min_TLS には、次の値を使用できます。
• 1.0: 接続は少なくとも TLS 1.0 を使用する必要があります。
• 1.1: 接続は少なくとも TLS 1.1 を使用する必要があります。
• 1.2: 接続は少なくとも TLS 1.2 を使用する必要があります。
このパラメータはオプションです。

partner_spid
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
PingFederate サービスを使用して接続を認証するときに使用するパートナー SPID (サービスプロバイダー
ID) の値。
このパラメータはオプションです。

Password | PWS
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
[User] (ユーザー) フィールドに入力したユーザー名に対応するパスワード ([UID] | [User] (ユーザー) |
[LogonID])。
このパラメータはオプションです。

plugin_name
• デフォルト値 – なし
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• データ型 – 文字列
認証に使用する認証情報プロバイダープラグイン名。
サポートされる値は次のとおりです。
• ADFS: 認証に Active Directory フェデレーションサービスを使用する。
• AzureAD: 認証に Microsoft Azure Active Directory (AD) サービスを使用する。
• BrowserAzureAD: 認証に Microsoft Azure Active Directory (AD) サービス用のブラウザプラグインを使
用する。
• BrowserSAML: 認証に Okta や Ping などの SAML サービス用のブラウザプラグインを使用する。
• JWT: 認証に JSON ウェブトークン (JWT) を使用する。
• Ping: 認証に PingFederate サービスを使用する。
• Okta: 認証に Okta サービスを使用する。
このパラメータはオプションです。

Port | PortNumber
• デフォルト値 - 5439
• データ型 – 整数
Amazon Redshift サーバーがクライアント接続をリッスンするために使用する TCP ポートの番号。
このパラメータはオプションです。

preferred_role
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への接続中に引き受けるロール。IAM 認証に使用されます。
このパラメータはオプションです。

プロファイル
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift への認証に使用されるユーザーの AWS プロファイルの名前。
• Use Instance Profile パラメータ (InstanceProfile プロパティ) が 1 | TRUE に設定されている場合、その
設定が優先され、ドライバーは代わりに Amazon EC2 インスタンスプロファイルを使用します。
• プロファイルを含む認証情報ファイルのデフォルトの場所は ~/.aws/Credentials で
す。AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE 環境変数を使用すると、別の認証情報ファイルを指定できま
す。
このパラメータはオプションです。

provider_name
• デフォルト値 – なし
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• データ型 – 文字列
CREATE IDENTITY PROVIDER クエリを使用してユーザーが作成した認証プロバイダー。ネイティブの
Amazon Redshift 認証で使用されます。
このパラメータはオプションです。

ProxyHost
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
接続に使用するプロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。
このパラメータはオプションです。

ProxyPort
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 整数
プロキシサーバーがクライアント接続をリッスンするために使用するポートの番号。
このパラメータはオプションです。

ProxyPwd
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
プロキシサーバーにアクセスするために使用するパスワード。
このパラメータはオプションです。

ProxyUid
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
プロキシサーバーへのアクセスに使用するユーザー名。
このパラメータはオプションです。

ReadOnly
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
ドライバーが読み込み専用モードにするかどうかを指定するブール値。
• 1 | TRUE: 接続は読み取り専用モードであり、データストアに書き込むことができません。
• 0 | FALSE: 接続は読み取り専用モードではなく、データストアに書き込むことができます。
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このパラメータはオプションです。

region
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
クラスターのある AWS リージョン。
このパラメータはオプションです。

SecretAccessKey
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ユーザーまたはロールの IAM シークレットキー。このパラメータを設定する場合は、AccessKeyID も設定
する必要があります。
このパラメータはオプションです。

[SessionToken]
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
認証に使用している IAM ロールに関連付けられた一時的な IAM セッショントークン。
このパラメータはオプションです。

Server | HostName | Host
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
接続先のエンドポイントサーバー。
このパラメータは必須です。

ssl_insecure
• デフォルト値: 0
• データ型 – ブール型
ドライバーが IdP サーバー証明書の信頼性をチェックするかどうかを指定するブール値。
• 1 | TRUE: ドライバーは、IdP サーバー証明書の信頼性をチェックしません。
• 0 | FALSE: ドライバーは、IdP サーバー証明書の信頼性をチェックします。
このパラメータはオプションです。

SSLMode
• デフォルト値 – verify-ca
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• データ型 – 文字列
Amazon Redshift に接続するときに使用する SSL 証明書認証モード。以下の値を指定できます。
• verify-full: SSL、信頼できる認証機関、および証明書に一致するサーバー名のみを使用して接続し
ます。
• verify-ca: SSL と信頼できる認証機関のみを使用して接続します。
• require: SSL のみを使用して接続します。
• prefer: 可能な場合は SSL を使用して接続します。それ以外の場合は、SSL を使用せずに接続しま
す。
• allow: デフォルトでは、SSL を使用せずに接続します。サーバーが SSL 接続を必要とする場合
は、SSL を使用します。
• disable: SSL を使用せずに接続します。
このパラメータはオプションです。

StsConnectionTimeout
• デフォルト値: 0
• データ型 – 整数
IAM 接続の最大待機時間 (秒)。0 に設定されている、または指定されていない場合、ドライバーは AWS
STS の呼び出しに、それぞれ 60 秒間待機します。
このパラメータはオプションです。

StsEndpointUrl
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
このオプションは、AWS Security Token Service (AWS STS) との通信に使用される優先エンドポイントを
指定します。
このパラメータはオプションです。

UID | User | LogonID
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
Amazon Redshift サーバーへのアクセスに使用するユーザー名。
このパラメータは、データベース認証を使用する場合に必要です。

web_identity_token
• デフォルト値 – なし
• データ型 – 文字列
ID プロバイダーによって提供される OAUTH トークン。JWT プラグインで使用されます。
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BasicJwtCredentialsProvider に plugin_name パラメータを設定する場合、このパラメータは必須です。

ODBC 接続の設定
ODBC 接続を使用すると、多くのサードパーティー SQL クライアントツールおよびアプリケーション
から Amazon Redshift クラスターに接続できます。これを行うには、クライアントコンピュータまたは
Amazon EC2 インスタンスで接続をセットアップします。クライアントツールで JDBC がサポートされ
る場合、JDBC に用意された設定が簡単なため、ODBC ではなくその接続タイプを使用することを選択で
きます。クライアントツールで JDBC がサポートされていない場合は、このセクションの手順に従って
ODBC 接続を設定します。
Amazon Redshift には、Linux、Windows、macOS X オペレーティングシステム用の 64 ビット ODBC ド
ライバーが用意されています。32 ビット ODBC ドライバの提供は終了しました。今後、緊急のセキュリ
ティパッチを除きアップデートはリリースされません。
ODBC ドライバーの機能と前提条件に関する最新情報については、Amazon Redshift ODBC ドライバーの
リリースノートを参照してください。
Amazon Redshift ODBC ドライバーのインストールおよび設定の詳細については、Amazon Redshift
ODBC connector installation and configuration guide を参照してください。
ODBC 接続を使用する場合は、次の手順を実行します。
トピック
• クラスターの ODBC URL を取得する (p. 240)
• Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する (p. 241)
• Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする (p. 243)
• macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする (p. 245)
• Linux および macOS X オペレーティングシステムで ODBC ドライバーマネージャーを使用しドライ
バーを設定する (p. 246)
• ODBC ドライバーオプションの設定 (p. 249)
• 以前のバージョンの ODBC ドライバー (p. 250)

クラスターの ODBC URL を取得する
Amazon Redshift では、Amazon Redshift コンソールに、クラスターの ODBC URL が表示されます。この
URL には、クライアントコンピューターとデータベースの間の接続をセットアップするために必要な情報
が含まれています。

ODBC の URL 形式を次に示しま
す。Driver={driver};Server=endpoint;Database=database_name;UID=user_name;PWD=password;Port
前述の形式のフィールドには、次の値があります。
フィールド

値

Driver

使用する 64 ビット ODBC ドライバーの名前: [Amazon Redshift (x64)]。
32 ビット ODBC ドライバーの名前: [Amazon Redshift (x86)]。

Server

Amazon Redshift クラスターのエンドポイント。

Database

クラスター用に作成したデータベース。
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フィールド

値

UID

データベースに接続するアクセス許可を持つユーザーアカウントのユーザー名。こ
の値は Amazon Redshift に対するアクセス許可ではなくデータベースのアクセス許
可ですが、クラスターの起動時にセットアップした管理者ユーザーアカウントを使
用可能です。

PWD

データベースに接続するユーザーアカウントのパスワード。

Port

クラスターを起動したときに指定したポート番号。ファイアウォールがある場合、
このポートが開いていて使用できることを確認します。

ODBC URL の例を次に示します。Driver={Amazon Redshift (x64)};
Server=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com;
Database=dev; UID=adminuser; PWD=insert_your_admin_user_password_here;
Port=5439
ODBC 接続の取得方法については、「クラスター接続文字列を検索する (p. 163)」を参照してくださ
い。

Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設
定する
システム要件
Amazon Redshift データウェアハウスにアクセスするクライアントコンピュータに Amazon Redshift
ODBC ドライバーをインストールします。ドライバーをインストールするコンピューターは、それぞれ以
下の最小システム要件を満たしている必要があります。最小システム要件については、Amazon Redshift
ODBC コネクターのインストールおよび設定ガイドを参照してください。

Windows オペレーティングシステムへの Amazon Redshift ドライバーのインストール
Windows オペレーティングシステム用の Amazon Redshift ODBC ドライバーをダウンロードするには、
次の手順に従います。Amazon Redshift での使用が認定されている、固有のドライバーを必要とするサー
ドパーティーアプリケーションを実行している場合にのみ、これらとは異なるドライバーを使用できま
す。

ODBC ドライバーをインストールするには
1.

使用する SQL クライアントツールまたはアプリケーションのシステムアーキテクチャに応じて、次の
いずれかをダウンロードします。
• 64 ビット ODBC ドライバーバージョン 1.4.59
このドライバーの名前は、Amazon Redshift (x64) です。
• 32 ビット ODBC ドライバーバージョン 1.4.52
このドライバーの名前は、Amazon Redshift (x86) です。32 ビット ODBC ドライバの提供は終了し
ました。今後、緊急のセキュリティパッチを除きアップデートはリリースされません。

Note
SQL クライアントツールまたはアプリケーションのシステムアーキテクチャに対応する MSI
パッケージをダウンロードします。例えば、SQL クライアントツールが 64 ビットである場
合は、64 ビットドライバーをインストールします。
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次に、Amazon Redshift ODBC および JDBC ドライバーのライセンス契約をダウンロードして確認し
ます。
2.

.msi ファイルをダブルクリックし、ウィザードの手順に従ってドライバーをインストールします。

Microsoft Windows での ODBC 接続用のシステム DSN エントリの作成
ODBC ドライバーをダウンロードしてインストールした後、クライアントマシンか Amazon EC2 インスタ
ンスにデータソース名 (DSN) エントリを追加します。SQL クライアントツールは、このデータソースを使
用して Amazon Redshift データベースに接続します。
ユーザー DSN の代わりにシステム DSN を作成することをお勧めします。アプリケーションによっては、
別のユーザーアカウントを使用してデータをロードします。これらのアプリケーションは、別のユーザー
アカウントで作成されたユーザー DSN を検出できない場合があります。

Note
AWS Identity and Access Management ( IAM) 認証情報または ID プロバイダー (IdP) 認証情報を
使用した認証には、追加の手順が必要です。詳細については、「IAM 認証情報を使用するように
JDBC または ODBC 接続を設定する (p. 452)」を参照してください。
システム DSN エントリを作成する方法については、Amazon Redshift ODBC connector installation and
configuration guide を参照してください。

Windows で ODBC 接続用のシステム DNS エントリを作成するには
1.

[スタート] メニューで、[ODBC Data Sources (ODBC データソース)] を開きます。
Amazon Redshift への接続に使用するクライアントアプリケーションと同じビット数を持つ ODBC
Data Source Administrator を選択してください。

2.

[ODBC Data Source Administrator] (ODBC データソース管理者) で、[Driver] (ドライバー) タブを開
き、ドライバーフォルダを探します。
• [Amazon Redshift ODBC Driver (64-bit)] (Amazon Redshift ODBC ドライバー (64 ビット))
• [Amazon Redshift ODBC Driver (32-bit)] (Amazon Redshift ODBC ドライバー (32 ビット))

3.

コンピューターのすべてのユーザーに対してドライバーを設定する場合は [System DSN (システム
DSN)] タブを選択し、使用するユーザーアカウントのみに対してドライバーを設定する場合は [User
DSN (ユーザー DSN)] タブを選択します。

4.

[Add] を選択します。[Create New Data Source (新しいデータソースの作成)] ウィンドウが開きます。

5.

Amazon Redshift ODBC ドライバーを選択し、[Finish (完了)] を選択します。[Amazon Redshift ODBC
Driver DSN Setup (ODBC ドライバー DSN セットアップ)] ウィンドウが開きます。

6.

[接続設定] で以下の情報を入力します。
データソース名
データソースの名前を入力します。クラスターへの接続を作成するときに、後でデータソースを識別
するためにどのような名前でも使用できます。たとえば、Amazon Redshift 入門ガイドに従っている
のであれば、この DSN に関連付けるクラスターを覚えやすくするために exampleclusterdsn と入
力します。
サーバー
Amazon Redshift クラスターのエンドポイントを指定します。この情報は、クラスターの詳細ページ
の Amazon Redshift コンソールで見つけることができます。詳細については、「Amazon Redshift で
の接続の設定 (p. 163)」を参照してください。
ポート
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データベースが使用するポート番号を入力します。デフォルトでは、Amazon Redshift は 5439 を使
用しますが、クラスターが起動されたときに使用するように設定されたポートを使用します。
データベース

7.
8.

Amazon Redshift データベースの名前を入力します。データベース名を指定せずにクラスターを
起動した場合は、devを入力します。それ以外の場合は、起動プロセスで選択した名前を使用しま
す。Amazon Redshift 入門ガイドに従っているのであれば、dev と入力します。
[Authentication (認証)] で、標準認証または IAM 認証を設定する設定オプションを指定します。認証オ
プションの詳細については、Amazon Redshift ODBC Connector Installation and Configuration Guide
の「Configuring Authentication on Windows」を参照してください。
[SSL Settings (SSL 設定)] で次の値を指定します。
SSL 認証
Secure Sockets Layer (SSL) を処理するモードを選択します。テスト環境では、preferを使用でき
ます。ただし、本番稼働環境の場合、および安全なデータ交換が必要な場合は、verify-caまたは
verify-full を使用します。Windows での SSL の使用の詳細については、Amazon Redshift ODBC
Connector Installation and Configuration Guide の「Configuring SSL Verification on Windows」を参照
してください。

9.

[Additional Options (追加オプション)] で、クエリ結果を SQL クライアントツールまたはアプリケー
ションに返す方法に関するオプションを指定します。詳細については、Amazon Redshift ODBC
Connector Installation and Configuration Guide の「Configuring Additional Options on Windows」を参
照してください。
10. [Logging Options (ログ記録オプション)] で以下の値を指定します。詳細については、Amazon
Redshift ODBC Connector Installation and Configuration Guide の「Configuring Logging Options on
Windows」を参照してください。
次に、[OK] を選択します。
11. [Data Type Options (データ型オプション)] で、データ型の値を指定します。詳細について
は、Amazon Redshift ODBC Connector Installation and Configuration Guide の「Configuring Data
Type Options on Windows」を参照してください。
次に、[OK] を選択します。
12. [Test] を選択します。クライアントコンピュータが Amazon Redshift データベースに接続できる場合
は、[Connection successful (接続成功)] というメッセージが表示されます。
クライアントコンピューターがデータベースに接続できない場合、考えられる問題をトラブルシュー
ティングすることができます。詳細については、「Amazon Redshift での接続の問題のトラブル
シューティング (p. 301)」を参照してください。
13. Windows で TCP キープアライブを設定して、接続がタイムアウトしないようにします。Windows で
TCP キープアライブを設定する方法については、Amazon Redshift ODBC Connector Installation and
Configuration Guide を参照してください。
14. トラブルシューティングに役立つように、ログ記録を設定します。Windows でログ記録を設定する方
法については、Amazon Redshift ODBC Connector Installation and Configuration Guide を参照してく
ださい。

Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする
システム要件
Amazon Redshift データウェアハウスにアクセスするクライアントコンピュータに Amazon Redshift
ODBC ドライバーをインストールします。ドライバーをインストールするコンピューターは、それぞれ以
下の最小システム要件を満たしている必要があります。最小システム要件については、Amazon Redshift
ODBC コネクターのインストールおよび設定ガイドを参照してください。
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Linux オペレーティングシステムでの Amazon Redshift ドライバーのインストール
このセクションのステップを使用して、サポートされている Linux ディストリビューションに Amazon
Redshift ODBC ドライバーをダウンロードしてインストールします。インストールプロセスでは、以下の
ディレクトリにドライバーファイルがインストールされます。
• /opt/amazon/redshiftodbc/lib/64 (64 ビットドライバーの場合)
• /opt/amazon/redshiftodbc/ErrorMessages
• /opt/amazon/redshiftodbc/Setup
• /opt/amazon/redshiftodbc/lib/32 (32 ビットドライバーの場合)

Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールするには
1.

使用する SQL クライアントツールまたはアプリケーションのシステムアーキテクチャに応じて、次の
いずれかをダウンロードします。
• 64 ビット RPM ドライバーバージョン 1.4.59
• 64 ビット Debian ドライバーバージョン 1.4.59
• 32 ビット RPM ドライバーバージョン 1.4.52
• 32 ビット Debian ドライバーバージョン 1.4.52
これらのドライバーの名前はすべて Amazon Redshift ODBC ドライバーです。32 ビット ODBC ドラ
イバの提供は終了しました。今後、緊急のセキュリティパッチを除きアップデートはリリースされま
せん。

Note
SQL クライアントツールまたはアプリケーションのシステムアーキテクチャに対応するパッ
ケージをダウンロードします。例えば、クライアントツールが 64 ビットである場合は、64
ビットドライバーをインストールします。
次に、Amazon Redshift ODBC および JDBC ドライバーのライセンス契約をダウンロードして確認し
ます。
2.

パッケージをダウンロードした場所に移動し、以下のいずれかのコマンドを実行します。使用してい
る Linux ディストリビューションに対応するコマンドを使用します。
• RHEL および CentOS オペレーティングシステムでは、次のコマンドを実行します。
yum --nogpgcheck localinstall RPMFileName

RPMFileName を RPM パッケージファイル名に置き換えます。例えば、次のコマンドは 64 ビット
ドライバーのインストールを示しています。
yum --nogpgcheck localinstall AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.x.xx.xxxx-x.x86_64.rpm

• SLES では、以下のコマンドを実行します。
zypper install RPMFileName

RPMFileName を RPM パッケージファイル名に置き換えます。例えば、次のコマンドは 64 ビット
ドライバーのインストールを示しています。
zypper install AmazonRedshiftODBC-1.x.x.xxxx-x.x86_64.rpm
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• Debian では、以下のコマンドを実行します。
sudo apt install ./DEBFileName.deb

DEBFileName.deb を Debian パッケージのファイル名に置き換えます。例えば、次のコマンドは
64 ビットドライバーのインストールを示しています。
sudo apt install ./AmazonRedshiftODBC-1.x.x.xxxx-x.x86_64.deb

Important
ドライバーのインストールが完了したら、ドライバーをシステムで使用できるように設定しま
す。ドライバー設定の詳細については、「Linux および macOS X オペレーティングシステムで
ODBC ドライバーマネージャーを使用しドライバーを設定する (p. 246)」を参照してくださ
い。

macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする
システム要件
Amazon Redshift データウェアハウスにアクセスするクライアントコンピュータにドライバーをインス
トールします。ドライバーをインストールするコンピューターは、それぞれ以下の最小システム要件を満
たしている必要があります。最小システム要件については、Amazon Redshift ODBC コネクターのインス
トールおよび設定ガイドを参照してください。

macOS X での Amazon Redshift ODBC ドライバーのインストール
このセクションの手順を使用して、サポートされているバージョンの macOS X に Amazon Redshift
ODBC ドライバーをダウンロードしてインストールします。インストールプロセスでは、以下のディレク
トリにドライバーファイルがインストールされます。
• /opt/amazon/redshift/lib/universal
• /opt/amazon/redshift/ErrorMessages
• /opt/amazon/redshift/Setup

macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールするには
1.

macOS X ドライバーバージョン 1.4.59 をダウンロードします。このドライバーの名前は Amazon
Redshift ODBC ドライバーです。
次に、Amazon Redshift ODBC および JDBC ドライバーのライセンス契約をダウンロードして確認し
ます。

2.

AmazonRedshiftODBC.dmg をダブルクリックしてディスクイメージをマウントします。

3.
4.

AmazonRedshiftODBC.pkg をダブルクリックしてインストーラを実行します。
インストーラの手順に従ってドライバーのインストールプロセスを完了します。インストールを実行
するには、ライセンス契約の条件に同意する必要があります。

Important
ドライバーのインストールが完了したら、ドライバーをシステムで使用できるように設定しま
す。ドライバー設定の詳細については、「Linux および macOS X オペレーティングシステムで
ODBC ドライバーマネージャーを使用しドライバーを設定する (p. 246)」を参照してくださ
い。
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Linux および macOS X オペレーティングシステムで ODBC ドライバーマネー
ジャーを使用しドライバーを設定する
Linux および macOS X オペレーティングシステムでは、ODBC ドライバーマネージャーを使用して
ODBC 接続を設定します。ODBC ドライバーマネージャーは設定ファイルを使用して ODBC データソー
スおよびドライバーを定義および設定します。使用する ODBC ドライバーマネージャーは、以下のように
使用するオペレーティングシステムによって異なります。
• UnixODBC ドライバーマネージャー (Linux オペレーティングシステム用)
• iODBC ドライバーマネージャー (macOS X オペレーティングシステム用)
Amazon Redshift ODBC ドライバーを設定するために使用できるサポートされた ODBC ドライバーマ
ネージャーの詳細については、システム要件 (p. 243)(Linux オペレーティングシステムの場合) および
システム要件 (p. 245) (macOS X オペレーティングシステムの場合) を参照してください。詳細につい
ては、Amazon Redshift ODBC connector installation and configuration guide の「Specifying ODBC Driver
Managers on Non- Windows Machines」を参照してください。
Amazon Redshift ODBC ドライバーを設定するには、amazon.redshiftodbc.ini、odbc.ini、およ
び odbcinst.ini の 3 つのファイルが必要です。
デフォルトの場所にインストールした場合、amazon.redshiftodbc.ini設定ファイルは以下のいずれ
かのディレクトリにあります。
• /opt/amazon/redshiftodbc/lib/64 ( Linux オペレーティングシステム上の 64 ビットドライバー
の場合)
• /opt/amazon/redshiftodbc/lib/32 ( Linux オペレーティングシステム上の 32 ビットドライバー
の場合)
• /opt/amazon/redshift/lib ( macOS X 上のドライバーの場合)
さらに、/opt/amazon/redshiftodbc/SetupLinux または macOS X の /opt/amazon/redshift/Setup
では、サンプル odbc.ini と odbcinst.ini ファイルがあります。これらのファイルは、Amazon
Redshift ODBC ドライバーとデータソース名 (DSN) の設定例として使用できます。
設定ファイルに Amazon Redshift ODBC ドライバーのインストールディレクトリを使用することは推奨
されません。Setup ディレクトリのサンプルファイルは例示のみを目的としています。Amazon Redshift
ODBC ドライバーを後で再インストールするか、新しいバージョンにアップグレードすると、インストー
ルディレクトリが上書きされます。その後、これらのファイルに加えた変更はすべて失われます。
これを回避するには、インストールディレクトリ以外のディレクトリに amazon.redshiftodbc.ini
ファイルをコピーします。このファイルをユーザーのホームディレクトリにコピーする場合は、隠しファ
イルにするためにファイル名の先頭にピリオド (.) を追加します。
odbc.ini および odbcinst.ini ファイルについては、ユーザーのホームディレクトリにある設定
ファイルを使用するか、別のディレクトリに新しいバージョンを作成します。デフォルトでは、Linux
または macOS X オペレーティングシステムには、ユーザーのホームディレクトリ (odbc.ini または
odbcinst.ini.) に /home/$USER ファイルと ~/ ファイルが必要です。これらの既定のファイルは隠し
ファイルで、各ファイル名の前にドット (.) が表示されます。これらのファイルは、-aフラグを使用して
ディレクトリの内容をリストした場合にのみ表示されます。
odbc.ini ファイルと odbcinst.ini ファイルに対してどちらのオプションを選択しても、ファイル
を変更してドライバーと DSN 設定情報を追加します。新しいファイルを作成する場合は、これらの設定
ファイルの場所を指定する環境変数を設定する必要もあります。
デフォルトでは、ODBC ドライバーマネージャーは、隠しバージョンの odbc.ini および
odbcinst.ini 設定ファイル (.odbc.ini と .odbcinst.iniという名前) をホームディレクトリに配置
します。また、ドライバーのインストールディレクトリの amazon.redshiftodbc.ini サブフォルダ
にある /lib ファイルを使用するように設定されています。これらの設定ファイルを他の場所に保存する
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場合は、ドライバーマネージャーがファイルを見つけることができるように、次に説明する環境変数を
設定します。詳細については、Amazon Redshift ODBC connector installation and configuration guide の
「Specifying the Locations of the Driver Configuration Files」を参照してください。

Linux および macOS X オペレーティングシステムでのデータソース名の作成
データソース名 (DSN) を使用してデータストアに接続する場合は、DSN を定義するように odbc.ini
ファイルを設定します。odbc.ini ファイルのプロパティを設定して、データストアの接続情報を指定す
る DSN を作成します。
odbc.ini ファイルの設定方法については、Amazon Redshift ODBC コネクタのインストールおよび設定
ガイド の「Windows 以外のマシンでデータソース名を作成する」を参照してください。
Linux オペレーティングシステムでは次の形式を使用します。
[ODBC Data Sources]
driver_name=dsn_name
[dsn_name]
Driver=path/driver_file
Host=cluster_endpoint
Port=port_number
Database=database_name
locale=locale

次に、Linux オペレーティングシステムでの、64 ビット ODBC ドライバーを使用する odbc.ini の設定の例
を示します。
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_x64=Amazon Redshift (x64)
[Amazon Redshift (x64)]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932
Database=dev
locale=en-US

次に、Linux オペレーティングシステムでの、32 ビット ODBC ドライバーを使用する odbc.ini の設定の例
を示します。
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_x32=Amazon Redshift (x86)
[Amazon Redshift (x86)]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/32/libamazonredshiftodbc32.so
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932
Database=dev
locale=en-US

macOS X オペレーティングシステムでは次の形式を使用します。
[ODBC Data Sources]
driver_name=dsn_name
[dsn_name]
Driver=path/lib/amazonredshiftodbc.dylib
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Port=port_number
Database=database_name
locale=locale

次の例は、macOS X オペレーティングシステムでの odbc.ini の設定を示しています。
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_dylib=Amazon Redshift DSN for macOS X
[Amazon Redshift DSN for macOS X]
Driver=/opt/amazon/redshift/lib/amazonredshiftodbc.dylib
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932
Database=dev
locale=en-US

Linux および macOS X オペレーティングシステムで DSN を使用しない接続を設定する
DSN を使用しない接続を介してデータストアに接続するには、odbcinst.ini ファイルでドライバーを
定義します。次に、アプリケーションに DSN を使用しない接続文字列を指定します。
この場合の odbcinst.ini ファイルの設定方法については、Amazon Redshift ODBC connector
installation and configuration guide の「Configuring a DSN-less Connection on a Non-Windows Machine」
を参照してください。
Linux オペレーティングシステムでは次の形式を使用します。
[ODBC Drivers]
driver_name=Installed
...
[driver_name]
Description=driver_description
Driver=path/driver_file
...

次に、Linux オペレーティングシステムで、デフォルトのディレクトリにインストールされた 64 ビットド
ライバーでの odbcinst.ini 設定の例を示します。
[ODBC Drivers]
Amazon Redshift (x64)=Installed
[Amazon Redshift (x64)]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver (64-bit)
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so

次に、Linux オペレーティングシステムで、デフォルトのディレクトリにインストールされた 32 ビットド
ライバーでの odbcinst.ini 設定の例を示します。
[ODBC Drivers]
Amazon Redshift (x86)=Installed
[Amazon Redshift (x86)]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver (32-bit)
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/32/libamazonredshiftodbc32.so

macOS X オペレーティングシステムでは次の形式を使用します。
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[ODBC Drivers]
driver_name=Installed
...
[driver_name]
Description=driver_description
Driver=path/lib/amazonredshiftodbc.dylib
...

次の例は、macOS X オペレーティングシステムでデフォルトのディレクトリにインストールされたドライ
バーの odbcinst.ini 設定を示しています。
[ODBC Drivers]
Amazon RedshiftODBC DSN=Installed
[Amazon RedshiftODBC DSN]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver for macOS X
Driver=/opt/amazon/redshift/lib/amazonredshiftodbc.dylib

環境変数の設定
正しい ODBC ドライバーマネージャーを使用して、正しいドライバーをロードします。これを行うには、
ライブラリパス環境変数を設定します。詳細については、Amazon Redshift ODBC connector installation
and configuration guide の「Specifying ODBC Driver Managers on Non-Windows Machines」を参照してく
ださい。
デフォルトでは、ODBC ドライバーマネージャーは、隠しバージョンの odbc.ini および
odbcinst.ini 設定ファイル (.odbc.ini と .odbcinst.iniという名前) をホームディレクトリに配置
します。また、ドライバーのインストールディレクトリの amazon.redshiftodbc.ini サブフォルダ
にある /lib ファイルを使用するように設定されています。これらの設定ファイルを他の場所に保存する
場合は、ドライバーマネージャーがファイルを検索できるように環境変数を設定します。詳細について
は、Amazon Redshift ODBC Connector Installation and Configuration Guide の「Specifying the Locations
of the Driver Configuration Files」を参照してください。

接続機能の設定
ODBC 設定には、次の接続機能を設定できます。
• 認証情報を提供し、Amazon Redshift データベースへの接続を認証するように ODBC ドライバーを設定
します。
• SSL が有効な Amazon Redshift サーバーに接続している場合は、Secure Sockets Layer (SSL) で有効な
ソケットに接続するように ODBC ドライバーを設定します。
• プロキシサーバー経由で Amazon Redshift に接続するように ODBC ドライバーを設定します。
• クエリ処理モードを使用するように ODBC ドライバーを設定して、クエリが大量のメモリを消費しない
ようにします。
• IAM 認証プロセスをプロキシサーバー経由で渡すように ODBC ドライバーを設定します。
• 接続のタイムアウトを防ぐために TCP キープアライブを使用するように ODBC ドライバーを設定しま
す。
これらの接続機能の詳細については、Amazon Redshift ODBC connector installation and configuration
guide を参照してください。

ODBC ドライバーオプションの設定
設定オプションを使用して、Amazon Redshift ODBC ドライバーの動作を制御できます。
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Microsoft Windows では、通常、データソース名 (DSN) を設定するときにドライバーオプションを設
定します。プログラムを使用して接続するとき、または HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC
\ODBC.INI\your_DSN でレジストリキーを追加または変更することによって、接続文字列にドライバー
オプションを設定することもできます。DSN の設定の詳細については、「Microsoft Windows に Amazon
Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する (p. 241)」を参照してください。接続文字列で
ドライバーオプションを設定する例については、「クラスターにプログラムで接続する (p. 295)」を参照
してください。
Linux および macOS X では、odbc.iniおよび amazon.redshiftodbc.ini ファイルでドライバー設
定オプションを設定します (「Linux および macOS X オペレーティングシステムで ODBC ドライバーマ
ネージャーを使用しドライバーを設定する (p. 246)」を参照)。amazon.redshiftodbc.ini ファイ
ルに設定されている設定オプションは、すべての接続に適用されます。これに対して、odbc.iniファ
イルで設定されている設定オプションは接続に固有です。odbc.ini で設定された設定オプション
は、amazon.redshiftodbc.iniで設定された設定オプションよりも 優先されます。
ODBC ドライバーの設定オプションを指定する方法については、Amazon Redshift ODBC connector
installation and configuration guide を参照してください。

以前のバージョンの ODBC ドライバー
ツールに特定のバージョンのドライバーが必要な場合にのみ、Amazon Redshift ODBC ドライバーの以前
のバージョンをダウンロードします。

旧バージョンの ODBC ドライバー (Windows 用)
64 ビットドライバーは次のとおりです。
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/
AmazonRedshiftODBC64-1.4.56.1000.msi
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.53.1000/
AmazonRedshiftODBC64-1.4.53.1000.msi
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/
AmazonRedshiftODBC64-1.4.52.1000.msi
32 ビットドライバーは廃止され、以前のバージョンはサポートされていません。

旧バージョンの ODBC ドライバー (Linux 用)
64 ビットドライバーのバージョンは次のとおりです。
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/AmazonRedshiftODBC-64bit-1.4.56.1000-1.x86_64.rpm
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/AmazonRedshiftODBC-64bit-1.4.56.1000-1.x86_64.deb
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/AmazonRedshiftODBC-64bit-1.4.52.1000-1.x86_64.rpm
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/AmazonRedshiftODBC-64bit-1.4.52.1000-1.x86_64.deb
32 ビットドライバーは廃止され、以前のバージョンはサポートされていません。

旧バージョンの ODBC ドライバー (macOS X 用)
macOS X 用の Amazon Redshift ODBC ドライバーのバージョンは次のとおりです。
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/
AmazonRedshiftODBC-1.4.56.1000.dmg
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• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/
AmazonRedshiftODBC-1.4.52.1000.dmg

接続のセキュリティオプションを設定する
Amazon Redshift では Secure Sockets Layer (SSL) 接続がサポートされているため、データとサーバー証
明書を暗号化でき、クライアントが接続するサーバー証明書を検証できます。

SSL を使用して接続する
SSL 接続をサポートするために、Amazon Redshift では、AWS Certificate Manager(ACM) によって発行
された SSL 証明書を作成して各クラスターにインストールします。ACM 証明書は、ほとんどのオペレー
ションシステム、ウェブブラウザ、およびクライアントから公的に信頼されています。SQL クライアント
またはアプリケーションが、sslmode接続オプションをrequire、verify-ca、またはverify-fullに
設定した SSL を使用して Amazon Redshift に接続する場合は、証明書バンドルをダウンロードする必要が
あるかもしれません。クライアントが証明書を必要とする場合、Amazon Redshift は以下のようにバンド
ル証明書を提供します。
• https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/amazon-trust-ca-bundle.crtからバンドルをダウンロード
します。
• 予想される MD5 チェックサム番号は 418dea9b6d5d5de7a8f1ac42e164cdcf です。
• sha256 のチェックサム番号は
36dba8e4b8041cd14b9d60158893963301bcb92e1c456847784de2acb5bd550 です。
https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/redshift-ca-bundle.crtにあった以前の
証明書バンドルは使用しないでください。
• 中国のAWS リージョンでは、https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/amazontrust-ca-bundle.crtからバンドルをダウンロードします。
• 予想される MD5 チェックサム番号は 418dea9b6d5d5de7a8f1ac42e164cdcf です。
• sha256 のチェックサム番号は
36dba8e4b8041cd14b9d60158893963301bcb92e1c456847784de2acb5bd550 です。
https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/redshift-cabundle.crtおよびhttps://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/
redshift-ssl-ca-cert.pemにあった以前の証明書バンドルは使用しないでください。

Important
Amazon Redshift は、SSL 証明書の管理方法を変更しました。引き続き SSL でクラスターに接続
するには、現在の信頼ルート CA 証明書を更新する必要があります。詳細については、「SSL 接
続用 ACM 証明書への移行 (p. 254)」を参照してください。
デフォルトでは、クラスターデータベースは SSL の使用の有無にかかわらず接続を受け入れます。クラス
ターが SSL 接続を要求するように設定するには、クラスターに関連付けられているパラメータグループで
require_SSL パラメータを true に設定します。
Amazon Redshift は、連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2 に準拠する SSL モードをサポートしていま
す。FIPS 準拠 SSL モードはデフォルトで無効化されています。

Important
システムが FIPS に準拠する必要がある場合のみ、FIPS 準拠の SSL モードを有効にします。
FIPS 準拠の SSL モードを有効にするには、クラスターに関連付けられたパラメータグループで
use_fips_ssl パラメータと require_SSL パラメータの両方を true に設定します。パラメータグルー
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プの変更については、「Amazon Redshift パラメータグループを作成します。 (p. 339)」を参照してくだ
さい。
Amazon Redshift では、Elliptic Curve Diffie—Hellman Ephemeral (ECDHE) 鍵契約プロトコルがサポー
トされます。ECDHE を使用すると、クライアントとサーバーはそれぞれ、安全でないチャネルを介し
て共有シークレットを確立するために使用される楕円曲線パブリック/プライベートキーペアを持ちま
す。ECDHE を有効にするために、Amazon Redshift で設定を行う必要はありません。ECDHE を使用し
てクライアント/サーバー間の通信を暗号化する SQL クライアントツールから接続する場合、Amazon
Redshift は提供された暗号リストを使用して適切な接続を行います。詳細については、ウィキペディアの
Elliptic curve diffie—hellman と OpenSSL ウェブサイトの Ciphers を参照してください。

ODBC で SSL および信頼 CA 証明書を使用する
最新の Amazon Redshift ODBC ドライバー (バージョン 1.3.7.1000 以降) を使用して接続している場合
は、このセクションをスキップします。最新のドライバーをダウンロードする方法は、「ODBC 接続の設
定 (p. 240)」を参照してください。
引き続き SSL でクラスターに接続するには、現在の信頼ルート CA 証明書を更新する必要があります。詳
細については、「SSL を使用して接続する (p. 251)」を参照してください。
ダウンロードした証明書が、予想される MD5 チェックサム番号と一致していることを確認できます。こ
れを行うには、Linux オペレーティングシステムではMd5sumプログラムを使用するか、Windows および
macOS X オペレーティングシステムでは別のツールを使用できます。
ODBC DSN には、クライアント接続の暗号化処理方法とサーバー証明書の検証を決定する sslmode 設定
が含まれます。Amazon Redshift では、クライアント接続から次の sslmode 値をサポートします。
• disable
SSL は無効となり、接続は暗号化されません。
• allow
SSL は、サーバーで必要な場合に使用されます。
• prefer
SSL は、サーバーでサポートされている場合に使用されます。Amazon Redshift は SSL をサポートして
いるため、sslmode を prefer に設定すると SSL が使用されます。
• require
SSL が必要です。
• verify-ca
SSL を使用する必要があり、サーバー証明書を検証する必要があります。
• verify-full
SSL を使用する必要があります。サーバー証明書を検証し、サーバーのホスト名が証明書上のホスト名
属性と一致する必要があります。
クライアントとサーバー間の接続で SSL が使用され、サーバー証明書が検証されているかどうかを確認で
きます。これを実行するには、クライアント上の ODBC DSN の sslmode 設定と、サーバー上の Amazon
Redshift クラスターの require_SSL 設定を確認します。次の表は、クライアントとサーバーのさまざま
な設定の組み合わせの暗号化の結果を示しています。
sslmode (クラ
イアント)

require_SSL
(サーバー)

結果

disable

false

接続は暗号化されません。
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sslmode (クラ
イアント)

require_SSL
(サーバー)

結果

disable

true

サーバーにより SSL が要求されていますが、クライアントの接続では
SSL が無効になっているため、接続を行うことはできません。

allow

true

接続は暗号化されます。

allow

false

接続は暗号化されません。

prefer
、、または
require

true

接続は暗号化されます。

prefer
、、または
require

false

接続は暗号化されます。

verify-ca

true

接続は暗号化され、サーバー証明書が検証されます。

verify-ca

false

接続は暗号化され、サーバー証明書が検証されます。

verify-full true

接続は暗号化され、サーバー証明書とホスト名が検証されます。

verify-full false

接続は暗号化され、サーバー証明書とホスト名が検証されます。

Microsoft Windows で ODBC によりサーバー証明書を使用して接続する
SSL とサーバー証明書を使用してクラスターに接続する場合は、まず証明書をクライアントコンピュータ
または Amazon EC2 インスタンスにダウンロードします。次に、ODBC DSN を設定します。
1.

2.

Amazon Redshift の認定権限バンドルを、ドライバーのインストールディレクトリ内のlibフォルダ
でクライアントコンピュータにダウンロードし、ファイルをroot.crtとして保存します。ダウン
ロード情報については、「SSL を使用して接続する (p. 251)」を参照してください。
[ODBC Data Source Administrator (ODBC データソース管理者)] を開き、ODBC 接続のシステム DSN
エントリを追加または編集します。DNS エイリアスを使用する場合を除き、[SSL Mode (SSL モー
ド)] で [verify-full] を選択します。DNS エイリアスを使用する場合は、[verify-ca] を選択しま
す。次に、[Save ] を選択します。
ODBC DSN の設定方法の詳細については、「ODBC 接続の設定 (p. 240)」を参照してください。

Java で SSL およびサーバー証明書を使用する
SSL は、クライアントとクラスター間を移動するデータを暗号化することによりセキュリティを強化しま
す。サーバー証明書の使用により、クラスターが Amazon Redshift クラスターであることが確認され、セ
キュリティがさらに強化されます。これを行うには、プロビジョニングしたすべてのクラスターに自動イ
ンストールされたサーバー証明書をチェックします。JDBC でサーバー証明書を使用する方法の詳細につ
いては、PostgreSQL ドキュメントの「Configuring the Client」を参照してください。

Java で信頼 CA 証明書を使用して接続する
Important
Amazon Redshift は、SSL 証明書の管理方法を変更しました。引き続き SSL でクラスターに接続
するには、現在の信頼ルート CA 証明書を更新する必要があります。詳細については、「SSL を
使用して接続する (p. 251)」を参照してください。
信頼 CA 証明書を使用して接続するには
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Amazon Redshift 認証機関バンドルの CA 証明書を Java トラストストアまたはプライベートトラストスト
アにインポートするには、redshift-keytool.jar ファイルを使用します。
1.

Java コマンドラインの -Djavax.net.ssl.trustStore オプションを使用している場合は、可能で
あればコマンドラインから解除します。

2.

redshift-keytool.jar をダウンロードします。

3.

次のいずれかを行ってください。
• Amazon Redshift の認定権限バンドルを Java TrustStore にインポートするには、次のコマンドを実
行します。
java -jar redshift-keytool.jar -s

• Amazon Redshift の認定権限バンドルをプライベート TrustStore にインポートするには、次のコマ
ンドを実行します。
java -jar redshift-keytool.jar -k <your_private_trust_store> -p <keystore_password>

SSL 接続用 ACM 証明書への移行
Amazon Redshift では、現在クラスターの SSL 証明書をAWS Certificate Manager (ACM)」発行の証明
書に置き換えています。ACM は、現在のほとんどのシステムで信頼されている信頼のある公開認証機関
(CA) です。引き続き SSL でクラスターに接続するには、現在の信頼ルート CA 証明書を更新する必要が
あります。
この変更は、以下のすべてに該当する場合のみ適用されます。
• sslMode 接続オプションを require、verify-ca、または verify-full 設定オプションに指定し
て、SQL クライアントまたはアプリケーションから Amazon Redshift クラスターに SSL 接続されてい
る。
• Amazon Redshift ODBC または JDBC ドライバーを使用していない、または ODBC バージョン
1.3.7.1000 または JDBC バージョン 1.2.8.1005 より前の Amazon Redshift ドライバーを使用している。
この変更が商用 Amazon Redshift リージョンに影響する場合は、現在の信頼ルート CA 証明書を 2017 年
10 月 23 日までに更新する必要があります。Amazon Redshift は、お客様のクラスターを 2017 年 10 月
23 日までに順次 ACM 証明書に切り替えていきます。この変更によるお客様のクラスターのパフォーマン
スまたはアベイラビリティーへの影響はほとんどありません。
AWS GovCloud (US) (米国)リージョンのお客様が、この変更により影響を受ける場合には、サービスの中
断を避けるために、現在の信頼ルート CA 証明書を 2020 年 4 月 1 日までに更新する必要があります。こ
の日付以降、SSL 暗号化接続を使用して Amazon Redshift クラスターに接続するクライアントには、追加
の信頼できる認定権限 (CA) が必要です。クライアントは、信頼できる認定権限を使用して、クラスターに
接続するときに Amazon Redshift クラスターの ID を確認します。SQL クライアントとアプリケーション
を更新して、新しい信頼された CA を含む更新された証明書バンドルを使用するには、アクションが必要
です。

Important
2021 年 1 月 5 日、中国リージョンにおいて、Amazon Redshift の クラスター用の SSL 証明書
が、AWS Certificate Manager(ACM) 発行の証明書に置き換えられました。この変更が中国 (北京)
リージョンまたは中国 (寧夏) リージョンに影響する場合は、サービスの中断を避けるために、
現在の信頼ルート CA 証明書を 2021 年 1 月 5 日までに更新する必要があります。この日付以
降、SSL 暗号化接続を使用して Amazon Redshift クラスターに接続するクライアントには、追加
の信頼できる認定権限 (CA) が必要です。クライアントは、信頼できる認定権限を使用して、クラ
スターに接続するときに Amazon Redshift クラスターの ID を確認します。SQL クライアントと
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アプリケーションを更新して、新しい信頼された CA を含む更新された証明書バンドルを使用す
るには、アクションが必要です。
• 最新の Amazon Redshift ODBC ドライバーまたは JDBC ドライバーを使用する (p. 255)
• 旧 Amazon Redshift ODBC ドライバーまたは JDBC ドライバーを使用する (p. 255)
• その他の SSL 接続タイプを使用する (p. 256)

最新の Amazon Redshift ODBC ドライバーまたは JDBC ドライバーを使用する
最新の Amazon Redshift の ODBC ドライバーまたは JDBC ドライバーを使用することが推奨されていま
す。ODBC バージョン 1.3.7.1000 および JDBC バージョン 1.2.8.1005 以前の Amazon Redshift ドライ
バーは、自動的に Amazon Redshift の自己署名証明書から ACM 証明書に移行されます。最新のドライ
バーをダウンロードする方法は、「ODBC 接続の設定 (p. 240)」または「Amazon Redshift での JDBC
ドライバーのバージョン 2.1 による接続の構成 (p. 164)」を参照してください。
最新の Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用する場合は、JVM オプショ
ンの -Djavax.net.ssl.trustStore を使用しないことをお勧めします。Djavax.net.ssl.trustStoreを使用する必要がある場合は、Redshift の認定権限バンドルを指
定のトラストストアにインポートします。ダウンロード情報については、「SSL を使用して接続す
る (p. 251)」を参照してください。詳細については、「Amazon Redshift の認定権限バンドルを
TrustStore にインポートする (p. 255)」を参照してください。

旧 Amazon Redshift ODBC ドライバーまたは JDBC ドライバーを使用する
• ODBC DSN が SSLCertPath を使用して設定されている場合は、指定されたパスの証明書ファイルに
上書きします。
• SSLCertPath が設定されていない場合は、ドライバーの DLL の位置にある証明書ファイル
(root.crt) に上書きします。
バージョン 1.2.8.1005 より前の Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用する必要がある場合は、以下の
いずれかを行います。
• JDBC 接続文字列で sslCert オプションを使用している場合は、sslCertオプションを解除します。
続いて、Redshift の認証機関バンドルを Java トラストストアにインポートします。ダウンロード情報
については、「SSL を使用して接続する (p. 251)」を参照してください。詳細については、「Amazon
Redshift の認定権限バンドルを TrustStore にインポートする (p. 255)」を参照してください。
• Java コマンドラインの -Djavax.net.ssl.trustStore オプションを使用している場合は、可能で
あればコマンドラインから解除します。続いて、Redshift の認証機関バンドルを Java トラストストア
にインポートします。ダウンロード情報については、「SSL を使用して接続する (p. 251)」を参照し
てください。詳細については、「Amazon Redshift の認定権限バンドルを TrustStore にインポートす
る (p. 255)」を参照してください。

Amazon Redshift の認定権限バンドルを TrustStore にインポートする
Amazon Redshift の認定権限バンドルの CA 証明書を Java TrustStore またはプライベート信頼ストアにイ
ンポートするには、redshift-keytool.jar を使用します。

Amazon Redshift の認定権限バンドルを TrustStore にインポートするには
1.

redshift-keytool.jar をダウンロードします。

2.

次のいずれかを行ってください。
• Amazon Redshift の認定権限バンドルを Java TrustStore にインポートするには、次のコマンドを実
行します。
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java -jar redshift-keytool.jar -s

• Amazon Redshift の認定権限バンドルをプライベート TrustStore にインポートするには、次のコマ
ンドを実行します。
java -jar redshift-keytool.jar -k <your_private_trust_store> -p <keystore_password>

その他の SSL 接続タイプを使用する
次のいずれかを使用して接続している場合は、このセクションの手順に従います。
• オープンソースの ODBC ドライバー
• オープンソースの JDBC ドライバー
• psql コマンドラインインターフェイス
• libpq に基づく言語バインディング (例: psycopg2 (Python)、ruby-pg (Ruby))

その他の SSL 接続タイプで ACM 証明書を使用するには
1.

Amazon Redshift の認定権限バンドルをダウンロードします。ダウンロード情報については、「SSL
を使用して接続する (p. 251)」を参照してください。

2.

バンドルの証明書を root.crt ファイルに追加します。
• Linux および macOS X オペレーティングシステムでは、ファイルは ~/.postgresql/root.crt
です。
• Microsoft Windows では、ファイルは %APPDATA%\postgresql\root.crt です。

クライアントツールおよびコードからクラスターに接
続する
このセクションでは、まだクラスターに接続するビジネスインテリジェンスツールがない場合に、サード
パーティツールがクラスターに接続するためのいくつかのオプションについて説明します。さらに、クラ
スターにプログラムにより接続する方法について説明します。
トピック
• Amazon Redshift RSQL (p. 256)
• SQL Workbench/J を使用してクラスターに接続する (p. 288)
• psql ツールを使用してクラスターに接続する (p. 291)
• クラスターにプログラムで接続する (p. 295)
• 認証プロファイルを使用して Amazon Redshift に接続する (p. 299)

Amazon Redshift RSQL
Amazon Redshift RSQL は、Amazon Redshift クラスターおよびデータベースと対話するためのコマンド
ラインクライアントです。Amazon Redshift クラスターに接続したり、データベースオブジェクトを記述
したり、データをクエリしたり、クエリ結果をさまざまな出力形式で表示したりすることができます。
Amazon Redshift RSQL は、PostgreSQL psql コマンドラインツールの機能に、Amazon Redshift に特有の
機能を追加したものをサポートします。これには以下が含まれます。
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• ADFS、PingIdentity、Okta、Azure ADm、またはその他の SAML/JWT ベースのアイデンティティプロ
バイダーを使用した、シングルサインオン認証を使用できます。多要素認証 (MFA) には、ブラウザベー
スの SAML アイデンティティプロバイダーを使用することもできます。
• テーブルソートキー、テーブルソートキー、レイトバインディングビュー (LBV)、マテリアライズド
ビューなど、Amazon Redshift オブジェクトのプロパティまたは属性を記述できます。また、AWS Glue
カタログや Apache Hive Metastore の外部テーブル、Amazon RDS for PostgreSQL、Amazon Aurora
PostgreSQL-Compatible Edition、RDS for MySQL (プレビュー)、Amazon Aurora MySQL-Compatible
Edition(プレビュー) の外部データベース、Amazon Redshift のデータ共有を利用して共有されたテーブ
ルのプロパティや属性を記述することができます。
• また、IF(\ELSEIF、\ELSE,\ENDIF)、\GOTOおよび\LABELのような拡張コントロールフローコマン
ドを使用することもできます。
入力パラメータとして渡されたスクリプトを実行する Amazon Redshift RSQL バッチモードでは、SQL と
複雑なビジネスロジックの両方を含むスクリプトを実行できます。既存の自己管理型のオンプレミスデー
タウェアハウスがある場合は、Amazon Redshift RSQL を使用して、Teradata BTEQ スクリプトなどの既
存の抽出、転送、ロード (ETL）および自動化スクリプトを置き換えることができます。RSQL を使用する
と、手続き型言語でスクリプトを手動で再実装する必要がなくなります。
Amazon Redshift RSQL は Linux、Windows、macOS X オペレーションシステムで利用できます。
Amazon Redshift RSQL の問題を報告するには、<redshift-rsql-support@amazon.com>に書き込ん
でください。

Amazon Redshift RSQL の開始方法
Linux、macOS、または Microsoft Windows オペレーションシステムを搭載したコンピュータに Amazon
Redshift RSQL をインストールします。

前提条件
Linux ：
1.

次のコマンドでドライバーマネージャーをインストールします。
sudo yum install unixODBC openssl

Linux ディストリビューションには OpenSSL が必要です。OpenSSL ライブラリは、Linux OpenSSL
GitHub リポジトリにあります。OpenSSL の詳細については、「OpenSSL」を参照してください。
2.

ODBC ドライバーをインストールします。Linux オペレーティングシステムでの Amazon Redshift ド
ライバーのインストール (p. 244)。

3.

ini ファイルをホームディレクトリにコピーします。
cp /opt/amazon/redshiftodbc/Setup/odbc.ini ~/.odbc.ini

4.

ファイルの場所を指すように環境変数を設定します。
export ODBCINI=~/.odbc.ini
export ODBCSYSINI=/opt/amazon/redshiftodbc/Setup
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/amazon.redshiftodbc.ini

ODBC 環境変数の設定の詳細については、「環境変数の設定 (p. 249)」を参照してください。
Mac OSX
1.

次のコマンドでドライバーマネージャーをインストールします。
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brew install unixodbc openssl@1.1 --build-from-source

2.

ODBC ドライバーをインストールします。macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインス
トールする (p. 245)。

3.

ini ファイルをホームディレクトリにコピーします。
cp /opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini ~/.odbc.ini

4.

ファイルの場所を指すように環境変数を設定します。
export ODBCINI=~/.odbc.ini
export ODBCSYSINI=/opt/amazon/redshift/Setup
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=/opt/amazon/redshift/lib/amazon.redshiftodbc.ini

ODBC 環境変数の設定の詳細については、「環境変数の設定 (p. 249)」を参照してください。
5.

/usr/local/libにない場合は、libodbc.dylib の場所にDYLD_LIBRARY_PATHを設定します。
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib

Windows の場合:
ドライバーをインストールするには、Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインス
トールして設定する (p. 241)の手順に従います。Windows にはドライバーマネージャーは必要ありませ
ん。
Windows の Amazon Redshift RSQL には OpenSSL が必要です。Windows OpenSSL ライブラリ
は、Windows OpenSSL GitHub リポジトリにあります。OpenSSL の詳細については、「OpenSSL」を参
照してください。

RSQL をダウンロードする
• Linux 64 ビット RPM: RSQL バージョン 1.0.5
• Mac OS 64 ビット DMG: RSQL バージョン 1.0.5
• Windows 64 ビット MSI: RSQL バージョン 1.0.5
Amazon Redshift RSQL の変更ログ (p. 259) で変更ログを確認し、以前のバージョンをダウンロードし
てください。

RSQL をインストールします。
オペレーションシステムに対応するステップを実行します。
• Linux ：
sudo rpm -i AmazonRedshiftRsql-<version>-1.x86_64.rpm

• Mac OS
1.

dmg ファイルをダブルクリックしてディスクイメージをマウントします。

2.

pkg ファイルをダブルクリックしてインストーラを実行します。

3.

インストーラの手順に従ってインストールを完了します。ライセンス契約の条項に同意する。

• Windows の場合:
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1.

ファイルをダブルクリックしてインストーラを実行します。

2.

プロンプトに従ってインストールを完了します。

Amazon Redshift RSQL の変更ログ
1.0.5 (2022-06-27)
バグ修正
• SQL エラーメッセージを標準エラー (stderr) に送信します。
• ON_ERROR_STOP を使用する際の終了コードの問題を修正しました。スクリプトはエラーが発生した
後に終了し、正しい終了コードを返すようになりました。
• Maxerror は大文字と小文字は区別しなくなりました。
New
• ODBC 2.x ドライバーのサポートを追加しました。

1.0.4 (2022 年 3 月 19 日)
• 環境変数 RSPASSWORD のサポートを追加しました。Amazon Redshift に接続するためのパスワード
を設定しました。例えば、export RSPASSWORD=TestPassw0rd です。

1.0.3 (2021 年 12 月 8 日)
バグ修正
• Windows OS でデータベースの切り替えに \c または \logon を使用しているときのダイアログポップ
アップを修正しました。
• SSL 情報のチェック時におけるクラッシュを修正しました。

1.0.2 (2021 年 11 月 26 日)
バグ修正
• IAM 認証の使用時におけるスーパーユーザーに対するプロンプトの問題を修正しました。
• 行を返さないクエリの実行時における誤った「失敗」ステータスメッセージを修正しました。
• DSN ファイルでの SingleRowMode の使用時におけるクラッシュを修正しました。
新機能
• ヘルプコンテンツに DSN 接続のオプションを追加しました。

Amazon Redshift RSQL の以前のバージョン
お使いのオペレーティングシステムに基づいて、必要な Amazon Redshift RSQL のバージョンをダウン
ロードするためのリンクのいずれかを選択してください。
Linux 64 ビット RPM
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• RSQL バージョン 1.0.4
• RSQL バージョン 1.0.3
• RSQL バージョン 1.0.2
• RSQL バージョン 1.0.1
Mac OS 64 ビット DMG
• RSQL バージョン 1.0.4
• RSQL バージョン 1.0.3
• RSQL バージョン 1.0.2
• RSQL バージョン 1.0.1
Windows 64 ビット MSI
• RSQL バージョン 1.0.4
• RSQL バージョン 1.0.3
• RSQL バージョン 1.0.2
• RSQL バージョン 1.0.1

Amazon Redshift RSQL を使用してクラスターに接続する
DSN なしで接続する
1.

Amazon Redshift コンソールで、接続するクラスターを選択し、エンドポイント、データベース、
ポートを書き留めます。

2.

コマンドプロンプトで、コマンドラインパラメータを使用して、接続情報を指定します。
rsql -h <endpoint> -U <username> -d <databasename> -p <port>

ここでは、次の条件が適用されます。
• <endpoint> は前のステップで書き留めた [Endpoint (エンドポイント)] です。
• <#######> は、クラスターに接続する権限を持つユーザーの名前です。
• <databasename> は前のステップで書き留めた [Database Name (データベース名)] です。
• <###>は、前のステップで記録したポートです。<###>は、オプションのパラメータで、デフォル
ト値は 5439 です。
以下に例を示します。
rsql -h testcluster.example.amazonaws.com -U user1 -d dev -p 5439

3.

パスワードプロンプトで、<#######> ユーザーのパスワードを入力します。
接続に成功した場合のレスポンスは次のようになります。
% rsql -h testcluster.example.com -d dev -U user1 -p 5349
Password for user user1:
DSN-less Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
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Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.
(testcluster) user1@dev=#

接続するコマンドは、Linux、Mac OS、および Windows で同じパラメータを持ちます。

DSN を使用して接続する
RSQL を Amazon Redshift に接続するには、データソース名 (DSN) を使用して、接続プロパティの組織を
簡素化できます。詳細については、「接続機能の設定 (p. 249)」を参照してください。このトピックで
は、ODBC ドライバのインストール手順と DSN プロパティについて説明します。

パスワードで DSN 接続を使用する
次に、パスワードを使用した DSN 接続の設定例を示します。Mac OSX のデフォルト<path to
driver>は/opt/amazon/redshift/lib/libamazonredshiftodbc.dylib、Linux のデフォルト
は/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.soです。
[testuser]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so
SSLMode=verify-ca
Min_TLS=1.2
boolsaschar=0
Host=<server endpoint>
Port=<database port>
Database=<dbname>
UID=<username>
PWD=<password>
sslmode=prefer

接続に成功した場合の出力結果は次のようになります。
% rsql -D testuser
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.
(testcluster) user1@dev=#

シングルサインオン DSN の使用
シングルサインオン認証用に DSN を設定できます。次に、シングルサインオン SSO を使用する DSN 接
続設定の例を示します。
[testokta]
Driver=<path to driver>
SSLMode=verify-ca
Min_TLS=1.2
boolsaschar=0
Host=<server endpoint>
clusterid=<cluster id>
region=<region name>
Database=<dbname>
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locale=en-US
iam=1
plugin_name=<plugin name>
uid=<okta username>
pwd=<okta password>
idp_host=<idp endpoint>
app_id=<app id>
app_name=<app name>
preferred_role=<role arn>

成功した接続からの出力例。
% rsql -D testokta
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.
(testcluster) user1@dev=#

次の例は、Azure シングルサインオンを使用する DSN 接続設定の例を示しています。
[testazure]
Driver=<path to driver>
SSLMode=verify-ca
Min_TLS=1.2
boolsaschar=0
Host=<server endpoint>
Port=<cluster port>
clusterid=<cluster id>
region=<region name>
Database=<dbname>
locale=en-us
iam=1
plugin_name=<plugin name>
uid=<azure username>
pwd=<azure password>
idp_tenant=<Azure idp tenant uuid>
client_id=<Azure idp client uuid>
client_secret=<Azure idp client secret>

IAM プロファイルで DSN 接続を使用する
設定した IAM プロファイルを使用して Amazon Redshift に接続できます。IAM プロファ
イルは、GetClusterCredentialsを呼び出すための権限が必要です。次の例は、
使用する DSN プロパティを示しています。ClusterIDおよびRegionのパラメータ
は、Hostがexamplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.comのように
Amazon が提供するエンドポイントではない場合にのみ必要になります。
[testiam]
Driver=Default
Host=testcluster.example.com
Database=dev
DbUser=testuser
ClusterID=rsqltestcluster
Region=us-east-1
IAM=1
Profile=default
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Profileキーの値は、AWSCLI 認証情報から選択した名前付きプロファイルです。この例は、defaultと
いう名前のプロファイルの認証情報を示しています。
$ cat .aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

接続レスポンスは次のとおりです。
$ rsql -D testiam
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.
(testcluster) testuser@dev=>

インスタンスプロファイルでの DSN 接続の使用
Amazon EC2 インスタンスプロファイルを使用して Amazon Redshift に接続できます。インスタ
ンスプロファイルには、GetClusterCredentialsを呼び出すための権限が必要です。使用する
DSN プロパティについては、以下の例を参照してください。ClusterIDおよびRegionのパラメータ
は、Hostがexamplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.comのように
Amazon が提供するエンドポイントではない場合にのみ必要になります。
[testinstanceprofile]
Driver=Default
Host=testcluster.example.com
Database=dev
DbUser=testuser
ClusterID=rsqltestcluster
Region=us-east-1
IAM=1
Instanceprofile=1

接続レスポンスは次のとおりです。
$ rsql -D testinstanceprofile
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.
(testcluster) testuser@dev=>

デフォルトの認証情報プロバイダーチェーンで DSN 接続を使用する
デフォルトの認証情報プロバイダーチェーンを使用して接続するには、IAM プロパティのみを指
定します。Amazon Redshift RSQL は、「AWS SDK for Java」の「AWS 認証情報の使用」で説
明されている順序で認証情報の取得を試みます。チェーン内の少なくとも 1 つのプロバイダーが
GetClusterCredentials のアクセス許可を持っている必要があります。これは、ECS コンテナから接
続する場合などに便利です。
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[iamcredentials]
Driver=Default
Host=testcluster.example.com
Database=dev
DbUser=testuser
ClusterID=rsqltestcluster
Region=us-east-1
IAM=1

Amazon Redshift RSQL メタコマンド
Amazon Redshift RSQL メタコマンドは、データベース、または特定のデータベースオブジェクトに関す
る情報レコードを返します。結果には、さまざまな列とメタデータを含めることができます。その他のコ
マンドは、特定のアクションを実行します。これらのコマンドの先頭にはバックスラッシュが付きます。

\d[S+]
ユーザーが作成したローカルテーブル、レギュラービュー、レイトバインディングビュー、マテリアライ
ズドビューを一覧表示します。\dS も\dと同様に、テーブルとビューを一覧表示しますが、システムオ
ブジェクトは返されたレコードに含まれます。+の結果、一覧表示されたすべてのオブジェクトの追加メタ
データ列descriptionが表示されます。次に、コマンドの結果として返されるサンプルレコードを示しま
す。
List of relations
schema |
name
| type | owner
--------+-----------+-------+--------public | category | table | awsuser
public | date
| table | awsuser
public | event
| table | awsuser
public | listing
| table | awsuser
public | sales
| table | awsuser
public | users
| table | awsuser
public | venue
| table | awsuser
(7 rows)

\d[S+] 名前
テーブル、ビュー、またはインデックスについて説明します。列の名前と型が含まれます。ま
た、distststyle、バックアップ設定、作成日 (2018 年 10 月以降に作成されたテーブル）、および制約条件
を提供します。たとえば、\dS+ sampleはオブジェクトのプロパティを返します。S+を付けると、返さ
れたレコードに含まれる追加の列が表示されます。
Table "public.sample"
Column |
Type
|
Collation
| Nullable | Default Value |
Encoding | DistKey | SortKey
--------+-----------------------------+----------------+----------+--------------+-----------+---------+--------col1
| smallint
|
| NO
|
|
| t
| 1
col2
| character(100)
| case_sensitive | YES
|
|
| f
| 2
col3
| character varying(100)
| case_sensitive | YES
|
|
| f
| 3
col4
| timestamp without time zone |
| YES
|
|
runlength | f
| 0
col5
| super
|
| YES
|
|
| f
| 0
col6
| bigint
|
| YES
|
|
| f
| 0
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Diststyle: KEY
Backup: YES
Created: 2021-07-20 19:47:27.997045
Unique Constraints:
"sample_pkey" PRIMARY KEY (col1)
"sample_col2_key" UNIQUE (col2)
Foreign-key constraints:
"sample_col2_fkey" FOREIGN KEY (col2) REFERENCES lineitem(l_orderkey)

テーブルのディストリビューションスタイル、またはディストスタイルは、KEY、AUTO、EVEN または
ALL のいずれかです。
バックアップは、スナップショットの作成時にテーブルがバックアップされるかどうかを示します。有効
な値は YES または NO です。
作成は、テーブルが作成された時刻のタイムスタンプです。2018 年 11 月より前に作成された Amazon
Redshift テーブルでは、作成日は使用できません。この日付より前に作成されたテーブルには「なし」と
表示されます (使用不可）。
ユニーク制約は、テーブルにユニーク制約とプライマリキー制約を一覧表示します。
外部キー制約は、テーブルに外部キー制約を一覧表示します。

\dC[+] [パターン]
キャストを一覧表示します。ソースタイプ、ターゲットタイプ、およびキャストが暗黙的かどうかが含ま
れます。
次に、\dC+からの結果のサブセットを示します。
List of casts
source type
|
target type
|
function
|
implicit?
| description
-----------------------------+-----------------------------+--------------------+---------------+------------"char"
| character
| bpchar
|
assignment |
"char"
| character varying
| text
|
assignment |
"char"
| integer
| int4
|
|
"char"
| text
| text
|
|
"path"
| point
| point
|
|
"path"
| polygon
| polygon
|
assignment |
abstime
| date
| date
|
assignment |
abstime
| integer
| (binary coercible) |
|
abstime
| time without time zone
| time
|
assignment |
abstime
| timestamp with time zone
| timestamptz
|
|
abstime
| timestamp without time zone | timestamp
|
|
bigint
| bit
| bit
|
|
bigint
| boolean
| bool
|
|
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bigint
assignment
bigint
assignment
bigint
|
bigint
assignment
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
|
bigint
assignment
bigint
assignment

|
|

|

|
|

| character

| bpchar

| in

| character varying

| text

| in

| double precision

| float8

| yes

| integer

| int4

| in

| numeric

| numeric

| yes

| oid

| oid

| yes

| real

| float4

| yes

| regclass

| oid

| yes

| regoper

| oid

| yes

| regoperator

| oid

| yes

| regproc

| oid

| yes

| regprocedure

| oid

| yes

| regtype

| oid

| yes

| smallint

| int2

| in

| super

| int8_partiql

| in

\dd[S] [パターン]
他の場所では表示されないオブジェクトの説明が表示されます。

\de
外部テーブルを一覧表示します。これには、AWS Glueデータカタログのテーブル、Hiveメタスト
ア、Amazon RDS/Aurora MySQL、Amazon RDS/Aurora PostgreSQL、Amazon Redshift のデータ共有
テーブルからの連携テーブルが含まれます。

\de 名前
外部テーブルについて説明します。
次のサンプルは、AWS Glue外部テーブルを示しています。
# \de spectrum.lineitem

Glue External table "spectrum.lineitem"
Column
| External Type | Redshift Type | Position | Partition Key | Nullable
-----------------+---------------+---------------+----------+---------------+---------l_orderkey
| bigint
| bigint
| 1
| 0
|
l_partkey
| bigint
| bigint
| 2
| 0
|
l_suppkey
| int
| int
| 3
| 0
|
l_linenumber
| int
| int
| 4
| 0
|
l_quantity
| decimal(12,2) | decimal(12,2) | 5
| 0
|
l_extendedprice | decimal(12,2) | decimal(12,2) | 6
| 0
|
l_discount
| decimal(12,2) | decimal(12,2) | 7
| 0
|
l_tax
| decimal(12,2) | decimal(12,2) | 8
| 0
|
l_returnflag
| char(1)
| char(1)
| 9
| 0
|
l_linestatus
| char(1)
| char(1)
| 10
| 0
|
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l_shipdate
l_commitdate
l_receiptdate
l_shipinstruct
l_shipmode
l_comment

|
|
|
|
|
|

date
date
date
char(25)
char(10)
varchar(44)

|
|
|
|
|
|

date
date
date
char(25)
char(10)
varchar(44)

|
|
|
|
|
|

11
12
13
14
15
16

|
|
|
|
|
|

0
0
0
0
0
0

|
|
|
|
|
|

Location: s3://redshiftbucket/kfhose2019/12/31
Input_format: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
Output_format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Serialization_lib: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
Serde_parameters: {"field.delim":"|","serialization.format":"|"}
Parameters:
{"EXTERNAL":"TRUE","numRows":"178196721475","transient_lastDdlTime":"1577771873"}

Hive メタストアテーブル。
# \de emr.lineitem

Hive Metastore External Table "emr.lineitem"
Column
| External Type | Redshift Type | Position | Partition Key | Nullable
-----------------+---------------+---------------+----------+---------------+---------l_orderkey
| bigint
| bigint
| 1
| 0
|
l_partkey
| bigint
| bigint
| 2
| 0
|
l_suppkey
| int
| int
| 3
| 0
|
l_linenumber
| int
| int
| 4
| 0
|
l_quantity
| decimal(12,2) | decimal(12,2) | 5
| 0
|
l_extendedprice | decimal(12,2) | decimal(12,2) | 6
| 0
|
l_discount
| decimal(12,2) | decimal(12,2) | 7
| 0
|
l_tax
| decimal(12,2) | decimal(12,2) | 8
| 0
|
l_returnflag
| char(1)
| char(1)
| 9
| 0
|
l_linestatus
| char(1)
| char(1)
| 10
| 0
|
l_commitdate
| date
| date
| 11
| 0
|
l_receiptdate
| date
| date
| 12
| 0
|
l_shipinstruct | char(25)
| char(25)
| 13
| 0
|
l_shipmode
| char(10)
| char(10)
| 14
| 0
|
l_comment
| varchar(44)
| varchar(44)
| 15
| 0
|
l_shipdate
| date
| date
| 16
| 1
|
Location: s3://redshiftbucket/cetas
Input_format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat
Output_format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat
Serialization_lib: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe
Serde_parameters: {"serialization.format":"1"}
Parameters: {"EXTERNAL":"TRUE", "numRows":"4307207", "transient_lastDdlTime":"1626990007"}

PostgreSQL 外部テーブル。
# \de pgrsql.alltypes

Postgres Federated Table "pgrsql.alltypes"
Column |
External Type
|
Redshift Type
| Position |
Key | Nullable
--------+-----------------------------+-----------------------------+---------+---------------+---------col1
| bigint
| bigint
| 1
|
|
col2
| bigint
| bigint
| 2
|
|
col5
| boolean
| boolean
| 3
|
|
col6
| box
| varchar(65535)
| 4
|
|
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col7
|
col8
|
col9
|
col10
|
col11
|
col12
|
col13
|
col14
|
col15
|
col16
|
col17
|
col18
|
col19
|
col20
|
col21
|
col22
|
col23
|
col24
|
col25
|
col26
|
col28
|
col29
|
col30
|
col31
|
col32
|
col33
|
col34
|
col35
|
col36
|
col37
|
col38
|
col39
|
col40
|

| bytea

| varchar(65535)

| 5

| 0

| character(10)

| character(10)

| 6

| 0

| character varying(10)

| character varying(10)

| 7

| 0

| cidr

| varchar(65535)

| 8

| 0

| circle

| varchar(65535)

| 9

| 0

| date

| date

| 10

| 0

| double precision

| double precision

| 11

| 0

| inet

| varchar(65535)

| 12

| 0

| integer

| integer

| 13

| 0

| interval

| varchar(65535)

| 14

| 0

| json

| varchar(65535)

| 15

| 0

| jsonb

| varchar(65535)

| 16

| 0

| line

| varchar(65535)

| 17

| 0

| lseg

| varchar(65535)

| 18

| 0

| macaddr

| varchar(65535)

| 19

| 0

| macaddr8

| varchar(65535)

| 20

| 0

| money

| varchar(65535)

| 21

| 0

| numeric

| numeric(38,20)

| 22

| 0

| path

| varchar(65535)

| 23

| 0

| pg_lsn

| varchar(65535)

| 24

| 0

| point

| varchar(65535)

| 25

| 0

| polygon

| varchar(65535)

| 26

| 0

| real

| real

| 27

| 0

| smallint

| smallint

| 28

| 0

| smallint

| smallint

| 29

| 0

| integer

| integer

| 30

| 0

| text

| varchar(65535)

| 31

| 0

| time without time zone

| varchar(65535)

| 32

| 0

| time with time zone

| varchar(65535)

| 33

| 0

| timestamp without time zone | timestamp without time zone | 34

| 0

| timestamp with time zone

| timestamp with time zone

| 35

| 0

| tsquery

| varchar(65535)

| 36

| 0

| tsvector

| varchar(65535)

| 37

| 0
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col41
|
col42
|
col43
|

| txid_snapshot

| varchar(65535)

| 38

| 0

| uuid

| varchar(65535)

| 39

| 0

| xml

| varchar(65535)

| 40

| 0

\df[anptw][S+] [パターン]
さまざまなタイプの関数を一覧表示します。例えば、コマンド\dfは関数のリストを返します。結果に
は、名前、返されたデータタイプ、アクセス権、追加のメタデータなどのプロパティが含まれます。関数
の種類には、トリガー、ストアドプロシージャ、window 関数、およびその他のものがあります。例えばS
+をコマンド\dfantS+に追加すると、owner、security、およびaccess privilegesなどのメタデー
タ列が追加されます。

\dL[S+] [パターン]
データベースに関連付けられている手続き言語に関するデータを一覧表示します。情報には、plpgsql など
の名前と、信頼できるかどうかを含んだ追加のメタデータ、アクセス権限、および説明が含まれます。サ
ンプル呼び出しは、例えば\dLS+であり、言語とそのプロパティが一覧表示されます。S+をコマンドに追
加すると、call handlerおよびaccess privilegesなどのメタデータ列が追加されます。
サンプル結果:
List of languages
name
| trusted | internal language |
call handler
|
validator
| access privileges |
description
-----------+---------+-------------------+------------------------+------------------------------------------------------------+------------------+-------------------------------c
| f
| t
| | fmgr_c_validator(oid)
|
| Dynamically-loaded C functions
exfunc
| f
| f
| exfunc_call_handler()
| | rdsdb=U/rdsdb
|
internal | f
| t
| |
fmgr_internal_validator(oid)
|
| Built-in
functions
mlfunc
| f
| f
| mlfunc_call_handler()
| | rdsdb=U/rdsdb
|
plpgsql
| t
| f
| plpgsql_call_handler() | plpgsql_validator(oid)
|
|
plpythonu | f
| f
| plpython_call_handler() |
plpython_compiler(cstring,cstring,cstring,cstring,cstring) | rdsdb=U/rdsdb
|
sql
| t
| t
| |
fmgr_sql_validator(oid)
| =U/rdsdb
| SQLlanguage functions

\dm[S+] [パターン]
マテリアライズドビューを一覧表示します。例えば、\dmS+は、マテリアライズドビューとそのプロパ
ティを一覧表示します。S+をコマンドに追加すると、メタデータ列が追加されます。

\dn[S+] [パターン]
スキーマを一覧表示します。例えば、S+を\dnS+のコマンドに追加すると、descriptionおよびaccess
privilegesなどの追加のメタデータ列が追加されます。
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\dp [パターン]
テーブル、ビューおよびシーケンスのアクセス権限を一覧表示します。

\dt[S+] [パターン]
テーブルの一覧表示 例えば、S+をコマンド\dtS+に追加すると、この場合descriptionのようなメタ
データ列が追加されます。

\du
データベースのユーザーを一覧表示します。名前とスーパーユーザーなどのロール、属性が含まれます。

\dv[S+] [パターン]
ビューを一覧表示します。スキーマ、タイプ、および所有者データが含まれます。例えば、S+をコマン
ド\dvS+に追加すると、メタデータ列が追加されます。

\H
HTML 出力をオンにします。これは、フォーマットされた結果をすばやく返す場合に便利です。例え
ば、select * from sales; \Hは、売上表の結果を HTML で返します。結果を表形式に戻すに
は、\qまたは quiet を使用します。

\i
ファイルからコマンドを実行します。例えば、作業ディレクトリに rsql_steps.sql があると仮定すると、次
のものがファイルのコマンドを実行します。\i rsql_steps.sql。

\l[+] [パターン]
データベースを一覧表示します。所有者、エンコード、および追加情報が含まれます。

\q
quit または \q コマンドを実行して、データベースセッションからログオフし、RSQL を終了します。

\sv[+] ビュー名
ビューの定義を表示します。

\timing
例えば、クエリのランタイムが表示されます。

\z [パターン]
\dpと同じ出力です。

\?
ヘルプ情報を表示します。オプションのパラメータにより、表示する項目を指定します。

\EXIT
すべてのデータベースセッションからログオフし、Amazon Redshift RSQL を終了します。加えて、オプ
ションの終了コードを指定することも可能です。例えば \EXIT 15 では、Amazon Redshift の RSQL ター
ミナルを終了し、その際に終了コードとして 15 を返します。
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次の例は、接続からの出力と RSQL からの終了を示しています。
% rsql -D testuser
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.34.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.
(testcluster) user1@dev=# \exit 15
% echo $?
15

\EXPORT
後続の SQL SELECT ステートメントによって返されたデータベース情報を保存するために RSQL が使用
するエクスポートファイルの名前を指定します。
export_01.sql
\export report file='E:\\accounts.out'
\rset rformat off
\rset width 1500
\rset heading "General Title"
\rset titledashes on
select * from td_dwh.accounts;
\export reset

コンソール出力
Rformat is off.
Target width is 1500.
Heading is set to: General Title
Titledashes is on.
(exported 40 rows)

\LOGON
データベースに接続します。接続パラメータは、位置指定の構文を使って指定することも、接続文字列と
して指定することもできます。
コマンドの構文は次のとおりです。\logon {[DBNAME|- USERNAME|- HOST|- PORT|[PASSWORD]] | conninfo}
DBNAME は、接続先に指定するデータベースの名前です。USERNAME は、データベースへの接続に使用す
るユーザー名です。HOST のデフォルト値は localhost です。PORT のデフォルト値は 5439 です。
\LOGON コマンドでホスト名を指定した場合、その名前が、追加の \LOGON コマンドでのデフォルトのホ
スト名になります。デフォルトのホスト名を変更するには、追加の HOST コマンドで新しく \LOGON を指
定します。
user1 に対する \LOGON コマンドの出力例を以下に示します。
(testcluster) user1@redshiftdb=# \logon dev
DBMS Name: Amazon Redshift
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Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
You are now connected to database "dev" as user "user1".
(testcluster) user1@dev=#

user2に対する出力例
(testcluster) user1@dev=# \logon dev user2 testcluster2.example.com
Password for user user2:
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
You are now connected to database "dev" as user "user2" on host "testcluster2.example.com"
at port "5439".
(testcluster2) user2@dev=#

\REMARK
これは \echo コマンドの拡張です。\REMARK は、指定された文字列を出力ストリームに表示しま
す。\REMARK は \echo を拡張して、出力を改行する機能を追加したものです。
次の例は、コマンドからの出力例を示しています。
(testcluster) user1@dev=# \remark 'hello//world'
hello
world

\RSET
コマンド \rset はコマンドのパラメータと変数を設定します。\rset には、インタラクティブモードと
バッチモードの両方があります。-x、または引数 (--<arg> など) といった bash オプションとしてのオプ
ションをサポートしません。
このコマンドは、以下のような変数を設定します。
• ERRORLEVEL
• HEADING および RTITLE
• RFORMAT
• MAXERROR
• TITLEDASHES
• WIDTH
以下の例は、HEADING を指定します。
\rset heading "Winter Sales Report"

その他の \rset 使用方法例については、Amazon Redshift RSQL 変数 (p. 275)トピックに例がいくつか
挙げられています。

\RUN
指定されたファイルに含まれる Amazon Redshift RSQL スクリプトを実行します。\RUNは\iコマンドを
拡張して、ファイル内のヘッダー行をスキップするオプションを追加します。
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ファイル名にカンマ、セミコロン、またはスペースが含まれている場合は、それを一重引用符で囲みま
す。また、ファイル名の後に続くテキストは、引用符で囲まれます。UNIX では、ファイル名の大文字と
小文字が区別されます。Windows では、ファイル名の大文字と小文字は区別されません。
次の例は、コマンドからの出力例を示しています。
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
select count(*) as lineitem_cnt from lineitem;
select count(*) as customer_cnt from customer;
select count(*) as orders_cnt from orders;

(testcluster) user1@dev=# \run file=test.sql
lineitem_cnt
-------------4307207
(1 row)
customer_cnt
-------------37796166
(1 row)
orders_cnt
-----------0
(1 row)
(testcluster) user1@dev=# \run file=test.sql skip=2
2 records skipped in RUN file.
orders_cnt
-----------0
(1 row)

\OS
\! コマンドのエイリアスです。\OS は、パラメータとして渡されたオペレーションシステムコマンドを実
行します。OS コマンドの実行後、コントロールは Amazon Redshift RSQL に戻されます。例えば、次の
コマンドを実行して、現在のシステム日付時刻を表示し、RSQL ターミナルに戻ることができます。\os
date。
(testcluster) user1@dev=# \os date
Tue Sep 7 20:47:54 UTC 2021

\GOTO
Amazon Redshift RSQL 用の新しいコマンドです。\GOTOは、介在するコマンドをすべてスキップし、
指定した\LABELで処理を再開します。\LABELは前方リファレンスでなければなりません。辞書的
に\GOTOの前にある\LABELにはジャンプできません。
出力例を次に示します。
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
select count(*) as cnt from lineitem \gset
select :cnt as cnt;
\if :cnt > 100
\goto LABELB
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\endif
\label LABELA
\remark 'this is label LABELA'
\label LABELB
\remark 'this is label LABELB'
(testcluster) user1@dev=# \i test.sql
cnt
--------4307207
(1 row)
\label LABELA ignored
\label LABELB processed
this is label LABELB

\LABEL
Amazon Redshift RSQL 用の新しいコマンドです。\LABELは、\GOTOコマンドのターゲットとして、プロ
グラムを実行するためのエントリーポイントを確立します。
次の例は、コマンドからの出力例を示しています。
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
select count(*) from lineitem limit 5;
\goto LABELB
\remark "this step was skipped by goto label";
\label LABELA
\remark 'this is label LABELA'
\label LABELB
\remark 'this is label LABELB'

(testcluster) user1@dev=# \i testgoto.sql
count
4307193
(1 row)
\label LABELA ignored
\label LABELB processed
this is label LABELB

\IF (\ELSEIF, \ELSE, \ENDIF)
\IF、およびそれと関連するコマンドは、入力スクリプトの一部を条件付き
で実行します。PSQL\if(\elif、\else、\endif) コマンドの拡張機能で
す。\IFと\ELSEIFは、AND、OR、NOTの条件を含むブール表現をサポートします。
次の例は、コマンドからの出力例を示しています。
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
SELECT query FROM stv_inflight LIMIT 1 \gset
select :query as query;
\if :query > 1000000
\remark 'Query id is greater than 1000000'
\elseif :query = 1000000
\remark 'Query id is equal than 1000000'
\else
\remark 'Query id is less than 1000000'
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\endif
(testcluster) user1@dev=# \i test.sql
query
-------994803
(1 row)
Query id is less than 1000000

ブランチロジックで ERRORCODE を使用する。
\if :'ERRORCODE' = '00000'
\remark 'The statement was executed without error'
\else
\remark :LAST_ERROR_MESSAGE
\endif

\IF ブロックで \GOTO を使用し、コードの実行方法を制御します。

Amazon Redshift RSQL 変数
キーワードには、RSQL の変数として機能するものがあります。それぞれを特定の値に設定するか、値を
再設定することができます。ほとんどは \rset で設定されており、これにはインタラクティブモードと
バッチモードがあります。コマンドは、小文字または大文字で定義できます。

ACTIVITYCOUNT
最後に送信されたリクエストの影響を受けた行の数を示します。データ返すリクエストの場合、こ
れはデータベースから RSQL に返された行の数です。この値は 0 または正の整数です。最大値は
18,446,744,073,709,551,615 です。
特別に処理された変数 ACTIVITYCOUNT は変数 ROW_COUNT に似ています。ただし、ROW_COUNTはコマ
ンド完了時に SELECT、COPY、または UNLOAD について影響を受けた行の数をクライアントアプリケー
ションに報告しませんが、ACTIVITYCOUNT は報告します。
activitycount_01.sql:
select viewname, schemaname
from pg_views
where schemaname = 'not_existing_schema';
\if :ACTIVITYCOUNT = 0
\remark 'views do not exist'
\endif

コンソール出力:
viewname | schemaname
----------+-----------(0 rows)
views do not exist

ERRORLEVEL
エラーに重要度レベルを割り当てます。この重大度を使用して、アクションの方針を決定しま
す。ERRORLEVEL コマンドが使用されていない場合、その値はデフォルトで ON になります。
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errorlevel_01.sql:
\rset errorlevel 42P01 severity 0
select * from tbl;
select 1 as col;
\echo exit
\quit

コンソール出力:
Errorlevel is on.
rsql: ERROR: relation "tbl" does not exist
(1 row)
col
1
exit

HEADING および RTITLE
ユーザーがレポートの上部に表示されるヘッダーを指定できるようにします。RSET RTITLE コマンドに
よって指定されたヘッダーには、クライアントコンピュータの現在のシステム日付が自動的に含められま
す。
rset_heading_rtitle_02.rsql の内容:
\remark Starting...
\rset rtitle "Marketing Department||Confidential//Third Quarter//Chicago"
\rset width 70
\rset rformat on
select * from rsql_test.tbl_currency order by id limit 2;
\exit
\remark Finishing...

コンソール出力:
Starting...
Rtitle is set to: &DATE||Marketing Department||Confidential//Third Quarter//Chicago
(Changes will take effect after RFORMAT is
switched ON)
Target width is 70.
Rformat is on.
09/11/20
Marketing
Department Confidential
Third Quarter
Chicago
id | bankid | name |
start_date
100 |
1 | USD | 2020-09-11 10:51:39.106905
110 |
1 | EUR | 2020-09-11 10:51:39.106905
(2 rows)
Press any key to continue . . .

MAXERROR
最大エラー重大度レベルを指定します。このレベルを超えると、RSQL がジョブ処理を終了します。リ
ターンコードは、RSQL が各ジョブまたはタスクの完了後にクライアントオペレーティングシステムに
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返す整数値です。リターンコードの値は、ジョブまたはタスクの完了ステータスを示します。指定され
た maxerror 値を超えるエラー重大度レベルを生成するステートメントがスクリプトに含まれている場
合、RSQL はただちに終了します。従って、エラー重大度レベル 8 で RSQL を終了させるには、RSET
MAXERROR 7を使用します。
maxerror_01.sql の内容:
\rset maxerror 0
select 1 as col;
\quit

コンソール出力:
Maxerror is default.
(1 row)
col
1

RFORMAT
ユーザーがフォーマットコマンドの設定を適用するかどうかを指定できるようにします。
rset_rformat.rsql の内容:
\remark Starting...
\pset border 2
\pset format wrapped
\pset expanded on
\pset title 'Great Title'
select * from rsql_test.tbl_long
\rset rformat
select * from rsql_test.tbl_long
\rset rformat off
select * from rsql_test.tbl_long
\rset rformat on
select * from rsql_test.tbl_long
\exit
\remark Finishing...

where id = 500;
where id = 500;
where id = 500;
where id = 500;

コンソール出力:
Starting...
Border style is 2. (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
Output format is wrapped. (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
Expanded display is on. (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
Title is "Great Title". (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
id |
long_string
500 | In general, the higher the number the more borders and lines the tables will have,
but details depend on the particular
format.
(1 row)

Rformat is on.
Great Title
+-[ RECORD
1 ]+--------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------+
| id
| 500
|
| long_string | In general, the higher the number the more borders and lines the tables
will have, but details depend on the
particular format. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Rformat is off.
id |
long_string
500 | In general, the higher the number the more borders and lines the tables will have,
but details depend on the particular format.
(1 row)

Rformat is on.
Great Title
+-[ RECORD
1 ]+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id
| 500
|
| long_string | In general, the higher the number the more borders and lines the tables
will have, but details depend on the
particular format. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Press any key to continue . . .

ROW_COUNT
前回のクエリの影響を受けたレコードの数を取得します。以下のコードフラグメントにあるように、これ
は結果をチェックするために使用されるのが一般的です。
SET result = ROW_COUNT;
IF result = 0
...

TITLEDASHES
このコントロールは、ユーザーが SQL ステートメントに返される列データの上にダッシュ文字のラインを
出力するかどうかを指定できるようにします。
例:
\rset titledashes on
select dept_no, emp_no, salary from rsql_test.EMPLOYEE
where dept_no = 100;
\rset titledashes off
select dept_no, emp_no, salary from rsql_test.EMPLOYEE
where dept_no = 100;

コンソール出力:
dept_no
emp_no
salary
----------- ----------- -------------------100
1000346
1300.00
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100
100

1000245
1000262

5000.00
2450.00

dept_no
100
100
100

emp_no
1000346
1000245
1000262

salary
1300.00
5000.00
2450.00

WIDTH
出力形式を折り返しに設定し、レポート内の各行のターゲット幅を指定します。パラメータを指定しない
場合は、形式とターゲット幅両方の現在の設定を返します。
rset_width_01.rsql の内容:
\echo
\rset
\rset
\rset
\quit
\echo

Starting...
width
width 50
width
Finishing...

コンソール出力:
Starting...
Target width is 75.
Target width is 50.
Target width is 50.
Press any key to continue . . .

パラメータ指定時の例:
\echo Starting...
\rset rformat on
\pset format wrapped
select * from rsql_test.tbl_long where id = 500;
\rset width 50
select * from rsql_test.tbl_long where id = 500;
\quit
\echo Finishing...

コンソール出力:
Starting...
Rformat is on.
Output format is wrapped.
id |
long_string
500 | In general, the higher the number the more borders and lines the ta.
|.bles will have, but details depend on the particular format.
(1 row)
Target width is 50.
id |
long_string
500 | In general, the higher the number the more.
|. borders and lines the tables will have, b.
|.ut details depend on the particular format.
|..
(1 row)
Press any key to continue . . .

279

Amazon Redshift 管理ガイド
クライアントツールおよびコードからクラスターに接続する

Amazon Redshift RSQL エラーコード
成功メッセージ、警告、例外:
エラーコード

エラークラス

条件名

00000

クラス 00 - 無事修了

successful_completion

01000

クラス 01 - 警告

warning

0100C

クラス 01 - 警告

dynamic_result_sets_returned

01008

クラス 01 - 警告

implicit_zero_bit_padding

01003

クラス 01 - 警告

null_value_eliminated_in_set_function

01007

クラス 01 - 警告

privilege_not_granted

01006

クラス 01 - 警告

privilege_not_revoked

01004

クラス 01 - 警告

string_data_right_truncation

01P01

クラス 01 - 警告

deprecated_feature

02000

クラス 02 - データなし

no_data

02001

クラス 02 - データなし

no_additional_dynamic_result_sets_returned

03000

クラス 03 - SQL 文がまだ完成し
ていません

sql_statement_not_yet_complete

08000

クラス 08 - 接続例外

connection_exception

08003

クラス 08 - 接続例外

connection_does_not_exist

08006

クラス 08 - 接続例外

connection_failure

08001

クラス 08 - 接続例外

sqlclient_unable_to_establish_sqlconnection

08004

クラス 08 - 接続例外

sqlserver_rejected_establishment_of_sqlconnection

08007

クラス 08 - 接続例外

transaction_resolution_unknown

08P01

クラス 08 - 接続例外

protocol_violation

09000

クラス 09 - トリガーされたアク
ションの例外

triggered_action_exception

0A000

クラス 0A - 機能はサポートされ
ていません

feature_not_supported

0A000

クラス 0A - 機能はサポートされ
ていません

feature_not_supported

0B000

クラス 0B - 無効なトランザク
ション開始

invalid_transaction_initiation

0F000

クラス 0F - ロケータ例外

locator_exception

0F001

クラス 0F - ロケータ例外

invalid_locator_specification

0L000

クラス 0L - 無効な権限付与者

invalid_grantor
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エラーコード

エラークラス

条件名

0LP01

クラス 0L - 無効な権限付与者

invalid_grant_operation

0P000

クラス 0P - 無効なロール指定

invalid_role_specification

0Z000

クラス 0Z - 診断例外

diagnostics_exception

0Z002

クラス 0Z - 診断例外

stacked_diagnostics_accessed_without_active_handler

20000

クラス 20 - ケースが見つかりま
せん

case_not_found

21000

クラス 21 - カーディナリティ違
反

cardinality_violation

エラーコード

エラークラス

条件名

22000

クラス 22 - データ例外

data_exception

2202E

クラス 22 - データ例外

array_subscript_error

22021

クラス 22 - データ例外

character_not_in_repertoire

22008

クラス 22 - データ例外

datetime_field_overflow

22012

クラス 22 - データ例外

division_by_zero

22005

クラス 01 - 警告

error_in_assignment

2200B

クラス 01 - 警告

escape_character_conflict

22022

クラス 01 - 警告

indicator_overflow

22015

クラス 01 - 警告

interval_field_overflow

2201E

クラス 01 - 警告

invalid_argument_for_logarithm

2201F

クラス 01 - 警告

invalid_argument_for_power_function

2201G

クラス 01 - 警告

invalid_argument_for_width_bucket_function

22018

クラス 01 - 警告

invalid_character_value_for_cast

22007

クラス 01 - 警告

invalid_datetime_format

22019

クラス 01 - 警告

invalid_escape_character

2200D

クラス 01 - 警告

invalid_escape_octet

22025

クラス 01 - 警告

invalid_escape_sequence

22P06

クラス 01 - 警告

nonstandard_use_of_escape_character

22010

クラス 01 - 警告

invalid_indicator_parameter_value

22023

クラス 01 - 警告

invalid_parameter_value

2201B

クラス 01 - 警告

invalid_regular_expression

データ例外:
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エラーコード

エラークラス

条件名

22009

クラス 01 - 警告

invalid_time_zone_displacement_value

2200C

クラス 01 - 警告

invalid_use_of_escape_character

2200G

クラス 01 - 警告

most_specific_type_mismatch

22004

クラス 01 - 警告

null_value_not_allowed

22002

クラス 01 - 警告

null_value_no_indicator_parameter

22003

クラス 01 - 警告

numeric_value_out_of_range

22026

クラス 01 - 警告

string_data_length_mismatch

22001

クラス 01 - 警告

string_data_right_truncation

22011

クラス 01 - 警告

substring_error

22027

クラス 01 - 警告

trim_error

22024

クラス 01 - 警告

unterminated_c_string

2200F

クラス 01 - 警告

zero_length_character_string

22P01

クラス 01 - 警告

floating_point_exception

22P02

クラス 01 - 警告

invalid_text_representation

22P03

クラス 01 - 警告

invalid_binary_representation

22P04

クラス 01 - 警告

bad_copy_file_format

22P05

クラス 01 - 警告

untranslatable_character

エラーコード

エラークラス

条件名

23000

クラス 23 - 整合性制約違反

integrity_constraint_violation

23001

クラス 23 - 整合性制約違反

restrict_violation

23502

クラス 23 - 整合性制約違反

not_null_violation

23503

クラス 23 - 整合性制約違反

foreign_key_violation

23505

クラス 23 - 整合性制約違反

unique_violation

23514

クラス 23 - 整合性制約違反

check_violation

24000

クラス 24 - 無効なカーソル状態

invalid_cursor_state

01004

クラス 01 - 警告

string_data_right_truncation

25000

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

invalid_transaction_state

25001

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

active_sql_transaction

整合性制約違反:

282

Amazon Redshift 管理ガイド
クライアントツールおよびコードからクラスターに接続する

エラーコード

エラークラス

条件名

25002

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

invalid_transaction_state

25008

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

held_cursor_requires_same_isolation_level

25003

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

inappropriate_access_mode_for_branch_transaction

25004

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

inappropriate_isolation_level_for_branch_transaction

25005

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

no_active_sql_transaction_for_branch_transaction

25006

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

read_only_sql_transaction

25007

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

no_active_sql_transaction_for_branch_transaction

25P01

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

no_active_sql_transaction

25P02

クラス 25 - 無効なトランザク
ション状態

in_failed_sql_transaction

26000

クラス 26 - 無効な SQL ステート
メント名

invalid_sql_statement_name

28000

クラス 28 - 無効な認可指定

invalid_authorization_specification

2B000

クラス 2B - 従属権限記述子がま
だ存在します

dependent_privilege_descriptors_still_exist

2BP01

クラス 2B - 従属権限記述子がま
だ存在します

dependent_objects_still_exist

2D000

クラス 2D - 無効なトランザク
ション終了

invalid_transaction_termination

2F000

クラス 2F - SQL ルーチン例外

sql_routine_exception

2F005

クラス 2F - SQL ルーチン例外

function_executed_no_return_statement

2F002

クラス 2F - SQL ルーチン例外

modifying_sql_data_not_permitted

2F003

クラス 2F - SQL ルーチン例外

prohibited_sql_statement_attempted

2F004

クラス 2F - SQL ルーチン例外

reading_sql_data_not_permitted

34000

クラス 34 - 無効なカーソル名

invalid_cursor_name

38000

クラス 38 - 外部ルーチン例外

external_routine_exception

38001

クラス 38 - 外部ルーチン例外

containing_sql_not_permitted

38002

クラス 38 - 外部ルーチン例外

modifying_sql_data_not_permitted

38003

クラス 38 - 外部ルーチン例外

prohibited_sql_statement_attempted
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エラーコード

エラークラス

条件名

38004

クラス 38 - 外部ルーチン例外

reading_sql_data_not_permitted

39000

クラス 39 - 外部ルーチン呼び出
しの例外

external_routine_invocation_exception

39001

クラス 39 - 外部ルーチン呼び出
しの例外

invalid_sqlstate_returned

39004

クラス 39 - 外部ルーチン呼び出
しの例外

null_value_not_allowed

39P01

クラス 39 - 外部ルーチン呼び出
しの例外

trigger_protocol_violated

39P02

クラス 39 - 外部ルーチン呼び出
しの例外

srf_protocol_violated

3D000

クラス 3D - 無効なカタログ名

invalid_catalog_name

3F000

クラス 3F - 無効なスキーマ名

invalid_schema_name

42000

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

syntax_error_or_access_rule_violation

42601

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

syntax_error

42501

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

insufficient_privilege

42846

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

cannot_coerce

42803

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

grouping_error

42830

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_foreign_key

42602

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_name

42622

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

name_too_long

42939

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

reserved_name

42804

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

datatype_mismatch

42P18

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

indeterminate_datatype

42809

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

wrong_object_type

42703

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

undefined_column
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エラーコード

エラークラス

条件名

42883

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

undefined_function

42P01

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

undefined_table

42P02

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

undefined_parameter

42704

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

undefined_object

42701

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_column

42P03

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_cursor

42P04

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_database

42723

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_function

42P05

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_prepared_statement

42P06

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_schema

42P07

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_table

42712

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_alias

42710

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

duplicate_object

42702

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

ambiguous_column

42725

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

ambiguous_function

42P08

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

ambiguous_parameter

42P09

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

ambiguous_alias

42P10

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_column_reference

42611

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_column_definition

42P11

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_cursor_definition
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エラーコード

エラークラス

条件名

42P12

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_database_definition

42P13

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_function_definition

42P14

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_prepared_statement_definition

42P15

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_schema_definition

42P16

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_table_definition

42P17

クラス 42 - 構文エラーまたはア
クセス規則違反

invalid_object_definition

44000

クラス 44 - WITH CHECK
OPTION 違反

with_check_option_violation

53000

クラス 53 - リソース不足

insufficient_resources

53100

クラス 53 - リソース不足

disk_full

53200

クラス 53 - リソース不足

out_of_memory

53300

クラス 53 - リソース不足

too_many_connections

54000

クラス 54 - プログラム制限を超
過しました

program_limit_exceeded

54001

クラス 54 - プログラム制限を超
過しました

statement_too_complex

54011

クラス 54 - プログラム制限を超
過しました

too_many_columns

54023

クラス 54 - プログラム制限を超
過しました

too_many_arguments

55000

クラス 55 - オブジェクトが前提
条件の状態ではありません

object_not_in_prerequisite_state

55006

クラス 55 - オブジェクトが前提
条件の状態ではありません

object_in_use

55P02

クラス 55 - オブジェクトが前提
条件の状態ではありません

cant_change_runtime_param

55P03

クラス 55 - オブジェクトが前提
条件の状態ではありません

lock_not_available

57000

クラス 57 - オペレーターの介入

operator_intervention

57014

クラス 57 - オペレーターの介入

query_canceled

57P01

クラス 57 - オペレーターの介入

admin_shutdown

286

Amazon Redshift 管理ガイド
クライアントツールおよびコードからクラスターに接続する

エラーコード

エラークラス

条件名

57P02

クラス 57 - オペレーターの介入

crash_shutdown

57P03

クラス 57 - オペレーターの介入

cannot_connect_now

58000

クラス 58 - システムエラー
(PostgreSQL の外部エラー)

system_error

58030

クラス 58 - システムエラー
(PostgreSQL の外部エラー)

io_error

58P01

クラス 58 - システムエラー
(PostgreSQL の外部エラー)

undefined_file

58P02

クラス 58 - システムエラー
(PostgreSQL の外部エラー)

duplicate_file

F0000

クラス F0 - 設定ファイルエラー

duplicate_file

F0001

クラス F0 - 設定ファイルエラー

lock_file_exists

P0000

クラス P0 - PL/pgSQL エラー

plpgsql_error

P0001

クラス P0 - PL/pgSQL エラー

raise_exception

P0002

クラス P0 - PL/pgSQL エラー

no_data_found

P0003

クラス P0 - PL/pgSQL エラー

too_many_rows

XX000

クラス XX - 内部エラー

internal_error

XX001

クラス XX - 内部エラー

data_corrupted

XX002

クラス XX - 内部エラー

index_corrupted

Amazon Redshift RSQL 環境変数
Amazon Redshift RSQL では、環境変数を使用してデフォルトのパラメータ値を選択できます。

RSPASSWORD
Important
一部のオペレーティングシステムでは root 以外のユーザーがプロセスの環境変数を参照できるた
め、セキュリティ上の理由からこの環境変数を使用することは推奨されません。
Amazon Redshift RSQL が Amazon Redshift に接続する場合に使用するパスワードを設定します。この環
境変数を設定するには、Amazon Redshift RSQL 1.0.4 以降がインストールされている必要があります。
RSQL では、RSPASSWORD が設定されている場合、RSPASSWORD を優先します。RSPASSWORD が
設定されておらず、DSN を使用して接続する場合、RSQL は DSN ファイルのパラメータからパスワード
を取得します。最終的に、RSPASSWORD が設定されておらず、DSN も使用しない場合、RSQL によっ
て接続が試行された後、パスワードプロンプトが表示されます。
RSPASSWORD の設定例を次に示します。
export RSPASSWORD=TestPassw0rd
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SQL Workbench/J を使用してクラスターに接続する
Amazon Redshift には SQL クライアントツールまたはライブラリが用意またはインストールされていない
ため、クラスターで使用するものをインストールする必要があります。既に、標準の PostgreSQL JDBC
または ODBC ドライバーでクラスターに接続するビジネスインテリジェンスアプリケーションやその他の
アプリケーションがある場合は、このセクションはスキップしてかまいません。クラスターに接続できる
アプリケーションがまだない場合、このセクションでは SQL Workbench/J の DBMS に依存しない無料ク
ロスプラットフォーム SQL クエリツールを使用してクラスターに接続する 1 つのオプションについて説
明します。

SQL Workbench/J をインストールする
Amazon Redshift 入門ガイドでは、SQL Workbench/J を使用します。このセクションでは、SQL
Workbench/J を使用してクラスターに接続する方法を詳しく説明します。

SQL Workbench/J をインストールする方法
1.

SQL Workbench/J のソフトウェアライセンスを確認します。

2.

SQL Workbench/J ウェブサイトにアクセスし、使用しているオペレーティングシステムの適切なパッ
ケージをクライアントコンピュータまたは Amazon EC2 インスタンスにダウンロードします。

3.

「Installing and starting SQL Workbench/J」ページにアクセスします。手順に従って SQL
Workbench/J をシステムにインストールします。

Note
SQL Workbench/J をシステムにインストールするには、Java Runtime Environment (JRE) が
必要です。使用する JRE のバージョンが SQL Workbench/J クライアントに合っていること
を確認します。システムで動作している Java Runtime Environment のバージョンを確認する
には、次のいずれかを行います。
• Mac: [System Preferences (システム設定)] で Java アイコンを選択します。
• Windows: [Control Panel (コントロールパネル)] で Java アイコンを選択します。
• 任意のシステム: コマンドシェルで「java -version」と入力します。また、https://
www.java.com にアクセスして [Do I Have Java?] リンクをクリックし、[Verify Java] ボタ
ンを選択します。
Java Runtime Environment のインストールと設定の詳細については、https://www.java.com
にアクセスしてください。

SQL Workbench/J で JDBC 接続を介してクラスターに接続する
Important
この手順のステップを実行する前に、クライアントコンピュータまたは Amazon EC2 インスタン
スに推奨される Amazon Redshift JDBC ドライバーがあることを確認します。最新のドライバー
をダウンロードするリンクについては、「Amazon Redshift JDBC ドライバーのバージョン 2.1
をダウンロードする (p. 164)」を参照してください。また、クラスターへのアクセスを許可する
よう、ファイアウォールを設定したことを確認してください。詳細については、「ステップ 4: ク
ラスターへのアクセスの許可」を参照してください。

SQL Workbench/J で JDBC 接続を使用するには
1.

SQL Workbench/J を開きます。

2.

[File (ファイル)] を選択し、[Connect window (ウィンドウの接続)] を選択します。

3.

[Create a new connection profile (新しい接続プロファイルの作成)] を選択します。
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4.

[New profile (新しいプロファイル)] ボックスに、プロファイルの名前を入力します。例え
ば、examplecluster_jdbc などです。

5.

[Manage Drivers (ドライバーの管理)] を選択します。[Manage Drivers (ドライバーの管理)] ダイアロ
グが開きます。[Name (名前)] ボックスにドライバーの名前を入力します。

[ライブラリ] ボックスの横にあるフォルダアイコンを選択し、目的のドライバーの場所まで移動して
そのドライバーを選択します。次に、[開く] を選択します。

[Please select one driver (ドライバーを 1 つ選択してください)] ダイアログボックスが表示されたら、
[com.amazon.redshift.jdbc4.Driver] または [com.amazon.redshift.jdbc41.Driver] を選択し、[OK (はい)]
を選択します。[Classname (クラス名)] ボックスは、SQL Workbench/J によって自動入力されます。
[Sample URL (サンプル URL)] ボックスは空白のままにしておいて、[OK (はい)] を選択します。
6.

[Driver (ドライバー)] ボックスで、追加したドライバーを選択します。

7.

[URL] で、Amazon Redshift コンソールから JDBC URL をコピーし、ここに貼り付けます。
JDBC URL を見つける方法の詳細については、「Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョ
ン 2.1 による接続の構成 (p. 164)」を参照してください。

8.

[Username] (ユーザー名) に、管理者ユーザーの名前を入力します。
Amazon Redshift 入門ガイドに則って作業をしている場合は、adminuser と入力します。

9.

[Password] (パスワード) に、管理者ユーザーアカウントに関連付けているパスワードを入力します。
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10. [Autocommit (オートコミット)] ボックスをオンにします。
11. 次に示す [Save profile list (プロファイルリストの保存)] アイコンを選択します。

12. [OK] を選択します。

SQL Workbench/J 接続をテストする
JDBC または ODBC 接続を設定すると、サンプルクエリを実行することで接続をテストできます。
1.

次のクエリを使用して接続をテストできます。
select * from information_schema.tables;

接続に成功すると、[Results (結果)] タブにレコードのリストが表示されます。
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2.

また、Amazon Redshift 入門ガイドに記載されているサンプルのテーブルとデータを読み込んだ場合
は、[ステートメント] ウィンドウに次のクエリを入力することで、接続をテストできます。
select * from users order by userid limit 100;

接続に成功すると、[Results (結果)] タブにレコードのリストが表示されます。

psql ツールを使用してクラスターに接続する
Amazon Redshift クラスターを作成したら、psql (PostgreSQL のターミナル型フロントエンド) を使って
クラスターのデータにクエリを発行することができます。クエリはインタラクティブに入力することも、
ファイルから読み取ることもできます。psql から接続するには、クラスターのエンドポイント、データ
ベース、ポートを指定する必要があります。
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Note
psql ツールは、Amazon Redshift から提供されるのではなく PostgreSQL とともにインストー
ルされます。psql の使用については、https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/app-psql.html
を参照してください。PostgreSQL クライアントツールのインストール方法については、https://
www.postgresql.org/download/ の PostgreSQL バイナリダウンロードページから、該当するオペ
レーティングシステムを選択します。
無効な client_encoding が原因で Microsoft Windows プロンプトからの接続に問題がある場合
は、psql を実行する前に PGCLIENTENCODING 環境変数を UTF-8 に設定します。
set PGCLIENTENCODING=UTF8

psql のデフォルト設定を使用して接続する
デフォルトでは、psql は Amazon Redshift サービスを検証せず、Secure Sockets Layer (SSL) を使用して
暗号化された接続を作成します。

psql のデフォルト設定を使用して接続するには
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.

お使いの Amazon Redshift コンソールによって以下のいずれかのステップを実行します。
•

ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。次に、リストからクラスター名
を選択し、詳細を開きます。[Properties (プロパティ)] タブの [Database configurations (データ
ベース設定)] セクションで、[データベース名] および [ポート] を記録します。[Connection details
(接続詳細)] を確認し、以下の形式の[エンドポイント] を記録します。
endpoint:port/databasename
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•

3.

コマンドプロンプトで、コマンドラインパラメータか接続情報文字列を使用して接続情報を指定しま
す。パラメータを使用するには次のように行います。
psql -h <endpoint> -U <userid> -d <databasename> -p <port>

各パラメータの意味は次のとおりです。
• <endpoint> は前のステップで書き留めた [Endpoint (エンドポイント)] です。
• <userid> はクラスターに接続するアクセス権限があるユーザー ID です。
• <databasename> は前のステップで書き留めた [Database Name (データベース名)] です。
• <port> は前のステップで書き留めた [Port (ポート)] です。
次に例を示します。
psql -h examplecluster.<XXXXXXXXXXXX>.us-west-2.redshift.amazonaws.com -U adminuser -d
dev -p 5439

4.

psql パスワードプロンプトで、<userid> ユーザーのパスワードを入力します。

これでクラスターに接続されるので、コマンドをインタラクティブに入力できます。

証明書を使って接続する
psql で証明書を使ってサービスを認証するかどうかを制御するには、接続情報文字列を使って接続情報を
指定し、sslmodeキーワードを指定する必要があります。デフォルトでは、psql は sslmode=prefer で
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動作しています。psql で暗号化接続を開き、Amazon Redshift 証明書を使用してサービスを検証するよう
指定するには、Amazon Redshift 証明書をコンピュータにダウンロードします。DNS エイリアスを使用す
る場合を除き、[verify-full] を指定します。DNS エイリアスを使用する場合は、verify-ca を選択
し、証明書がある場所で sslrootcert を指定します。の詳細については、「sslmode」を参照してくだ
さい。接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251)
接続情報文字列のパラメータの詳細については、https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/libpqconnect.html を参照してください。

証明書を使って接続するには
1.

ダウンロードした Amazon トラスト認定権限バンドルの.crt ファイルをコンピュータに保存します。
ダウンロード情報については、「SSL を使用して接続する (p. 251)」を参照してください。Internet
Explorer で File\Save as を行う場合、ファイル形式を [Text file (*.txt)] に指定し、.txt 拡張子を削除し
ます。たとえば、これをファイル C:\MyDownloads\amazon-trust-ca-bundle.crt として保存
します。

2.

お使いの Amazon Redshift コンソールによって以下のいずれかのステップを実行します。
•

ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。次に、リストからクラスター名
を選択し、詳細を開きます。[Properties (プロパティ)] タブの [Database configurations (データ
ベース設定)] セクションで、[データベース名] および [ポート] を記録します。[Connection details
(接続詳細)] を確認し、以下の形式の[エンドポイント] を記録します。
endpoint:port/databasename

•

3.

コマンドプロンプトで、接続情報文字列を使って接続情報を指定します。
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psql "host=<endpoint> user=<userid> dbname=<databasename> port=<port> sslmode=verify-ca
sslrootcert=<certificate>"

各パラメータの意味は次のとおりです。
• <endpoint> は前のステップで書き留めた [Endpoint (エンドポイント)] です。
• <userid> はクラスターに接続するアクセス権限があるユーザー ID です。
• <databasename> は前のステップで書き留めた [Database Name (データベース名)] です。
• <port> は前のステップで書き留めた [Port (ポート)] です。
• <certificate> は証明書ファイルへのフルパスです。Windows システムの場合、証明書のパスは
Linux 形式の区切り文字 (/) で指定する必要があります。Windows の区切り文字 (\) は使用しないで
ください。
Linux および macOS X オペレーティングシステムでは、パスは
~/.postgresql/root.crt

Microsoft Windows では、パスは
%APPDATA%/postgresql/root.crt

次に例を示します。
psql "host=examplecluster.<XXXXXXXXXXXX>.us-west-2.redshift.amazonaws.com
user=adminuser dbname=dev port=5439 sslmode=verify-ca sslrootcert=C:/MyDownloads/
amazon-trust-ca-bundle.crt"

4.

psql パスワードプロンプトで、<userid> ユーザーのパスワードを入力します。

これでクラスターに接続されるので、コマンドをインタラクティブに入力できます。

クラスターにプログラムで接続する
このセクションでは、クラスターにプログラムで接続する方法を示します。クライアント接続を管理する
SQL Workbench/J のようなアプリケーションを使用している場合は、このセクションをスキップできま
す。

Java の使用によるクラスターへの接続
Java を使用してプログラムでクラスターに接続する場合、サーバー認証の使用は任意です。サーバー認
証を使用する予定がある場合は、接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251) の手順どおりに操
作を行って、Amazon Redshift サーバー証明書をキーストアに保存します。キーストアを参照するには、
コード実行時にプロパティを次のように指定します。
-Djavax.net.ssl.trustStore=<path to keystore>
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<keystore password>

Example : Java を使ってクラスターに接続する
次の例では、クラスターに接続し、システムテーブルを返すサンプルクエリを実行します。この例は、
データベースにデータがなくても使用できます。
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サーバー証明書でクラスターを認証する場合は、キーストアを使用する行のコメントアウトを解除しま
す。
props.setProperty("ssl", "true");

サーバー証明書の詳細については、「接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251)」を参照してく
ださい。
以下の例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
// snippet-sourcedescription:[ConnectToClusterExample demonstrates how to connect to an
Amazon Redshift cluster and run a sample query.]
// snippet-service:[redshift]
// snippet-keyword:[Java]
// snippet-keyword:[Amazon Redshift]
// snippet-keyword:[Code Sample]
// snippet-keyword:[Connect]
// snippet-keyword:[JDBC]
// snippet-sourcetype:[full-example]
// snippet-sourcedate:[2019-02-01]
// snippet-sourceauthor:[AWS]
// snippet-start:[redshift.java.ConnectToCluster.complete]
package connection;
import java.sql.*;
import java.util.Properties;
public class ConnectToCluster {
//Redshift driver: "jdbc:redshift://x.y.us-west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev";
static final String dbURL = "***jdbc cluster connection string ****";
static final String MasterUsername = "***master user name***";
static final String MasterUserPassword = "***master user password***";
public static void main(String[] args) {
Connection conn = null;
Statement stmt = null;
try{
//Dynamically load driver at runtime.
//Redshift JDBC 4.1 driver: com.amazon.redshift.jdbc41.Driver
//Redshift JDBC 4 driver: com.amazon.redshift.jdbc4.Driver
Class.forName("com.amazon.redshift.jdbc.Driver");
//Open a connection and define properties.
System.out.println("Connecting to database...");
Properties props = new Properties();
//Uncomment the following line if using a keystore.
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//props.setProperty("ssl", "true");
props.setProperty("user", MasterUsername);
props.setProperty("password", MasterUserPassword);
conn = DriverManager.getConnection(dbURL, props);
//Try a simple query.
System.out.println("Listing system tables...");
stmt = conn.createStatement();
String sql;
sql = "select * from information_schema.tables;";
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
//Get the data from the result set.
while(rs.next()){
//Retrieve two columns.
String catalog = rs.getString("table_catalog");
String name = rs.getString("table_name");
//Display values.
System.out.print("Catalog: " + catalog);
System.out.println(", Name: " + name);

}
rs.close();
stmt.close();
conn.close();
}catch(Exception ex){
//For convenience, handle all errors here.
ex.printStackTrace();
}finally{
//Finally block to close resources.
try{
if(stmt!=null)
stmt.close();
}catch(Exception ex){
}// nothing we can do
try{
if(conn!=null)
conn.close();
}catch(Exception ex){
ex.printStackTrace();
}
}
System.out.println("Finished connectivity test.");

}
}
// snippet-end:[redshift.java.ConnectToCluster.complete]

.NET の使用によるクラスターへの接続
.NET (C#) を使用してプログラムでクラスターに接続する場合、サーバー認証の使用は任意です。サー
バー認証を使用する予定がある場合は、接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251) の手順どお
りに操作を行って Amazon Redshift サーバー証明書をダウンロードし、.NET コードに合った形式で証明
書を設定します。

Example .NET を使ってクラスターに接続する
次の例では、クラスターに接続し、システムテーブルを返すサンプルクエリを実行します。サー
バー認証は表示されません。この例は、データベースにデータがなくても使用できます。この例で
は、System.Data.Odbc Namespace、.NET Framework Data Provider for ODBC を使用します。
using System;
using System.Data;
using System.Data.Odbc;
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namespace redshift.amazon.com.docsamples
{
class ConnectToClusterExample
{
public static void Main(string[] args)
{
DataSet ds = new DataSet();
DataTable dt = new DataTable();
// Server, e.g. "examplecluster.xyz.us-west-2.redshift.amazonaws.com"
string server = "***provide server name part of connection string****";
// Port, e.g. "5439"
string port = "***provide port***";
// MasterUserName, e.g. "masteruser".
string masterUsername = "***provide master user name***";
// MasterUserPassword, e.g. "mypassword".
string masterUserPassword = "***provide master user password***";
// DBName, e.g. "dev"
string DBName = "***provide name of database***";
string query = "select * from information_schema.tables;";
try
{

// Create the ODBC connection string.
//Redshift ODBC Driver - 64 bits
/*
string connString = "Driver={Amazon Redshift (x64)};" +
String.Format("Server={0};Database={1};" +
"UID={2};PWD={3};Port={4};SSL=true;Sslmode=Require",
server, DBName, masterUsername,
masterUserPassword, port);
*/
//Redshift ODBC Driver - 32 bits
string connString = "Driver={Amazon Redshift (x86)};" +
String.Format("Server={0};Database={1};" +
"UID={2};PWD={3};Port={4};SSL=true;Sslmode=Require",
server, DBName, masterUsername,
masterUserPassword, port);
// Make a connection using the psqlODBC provider.
OdbcConnection conn = new OdbcConnection(connString);
conn.Open();
// Try a simple query.
string sql = query;
OdbcDataAdapter da = new OdbcDataAdapter(sql, conn);
da.Fill(ds);
dt = ds.Tables[0];
foreach (DataRow row in dt.Rows)
{
Console.WriteLine(row["table_catalog"] + ", " + row["table_name"]);
}
conn.Close();
Console.ReadKey();

}
catch (Exception ex)
{
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}

}

}

Console.Error.WriteLine(ex.Message);

}

認証プロファイルを使用して Amazon Redshift に接続する
Amazon Redshift への接続が多数存在する場合には、すべての接続の設定を管理することが困難な場合が
あります。多くの場合、各 JDBC 接続または ODBC 接続は、専用の設定オプションを使用しています。
認証プロファイルを使用すると、接続オプションをまとめて保存しておくことができます。これにより、
ユーザーは接続に使用するプロファイルを選択でき、個々のオプションの設定を管理する必要がなくなり
ます。プロファイルは、さまざまなシナリオやユーザータイプに適用できます。
認証プロファイルが作成されていれば、ユーザーはすぐに使用できるプロファイルを接続文字列に追加で
きます。これにより、各ロールとユースケースに適した設定で、Amazon Redshift に接続することが可能
になります。
Amazon Redshift API の詳細については、「CreateAuthenticationProfile」を参照してください。

認証プロファイルの作成
AWS CLI から create-authentication-profile コマンドを使用して、認証プロファイルを作成し
ます。これには、既存の Amazon Redshift クラスターと既存のデータベースがあることが前提です。ユー
ザーの認証情報には、Amazon Redshift データベースに接続するアクセス許可と、認証プロファイルを取
得する権限が必要です。設定オプションは JSON 文字列として指定するか、JSON 文字列を含むファイル
の参照を通じて提供します。
create-authentication-profile --authentication-profile-name<value: String> -authentication-profile-content<value: String>

次の例では、ExampleProfileNameという名前のプロファイルを作成します。ここでは、クラスター名
やその他のオプション設定を定義するキーと値を、JSON 文字列として追加します。
create-authentication-profile --authentication-profile-name "ExampleProfileName"
--authentication-profile-content "{\"AllowDBUserOverride\":\"1\",\"Client_ID
\":\"ExampleClientID\",\"App_ID\":\"ExampleAppID\",\"AutoCreate\":false,
\"enableFetchRingBuffer\":true,\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}"
}

このコマンドは、JSON で指定した設定でプロファイルを作成します。次の結果が表示され、プロファイ
ルが作成されたことを示します。
{"AuthenticationProfileName": "ExampleProfileName",
"AuthenticationProfileContent": "{\"AllowDBUserOverride\":\"1\",\"Client_ID\":
\"ExampleClientID\",\"App_ID\":\"ExampleAppID\",\"AutoCreate\":false,
\"enableFetchRingBuffer\":true,\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}" }

認証プロファイルの作成に関する制限事項とクォータ
各カスタマーには、認証プロファイルのクォータが 10 個あります。
認証プロファイルでは、特定のエラーが発生することがあります。例えば、既存の名前で新しいプロ
ファイルを作成した場合や、プロファイルのクォータを超えた場合などに発生します。詳細については、
「CreateAuthenticationProfile」を参照してください。
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認証プロファイルストアには、JDBC、ODBC、および Python での接続文字列のための、特定のオプショ
ンキーと値を保存することはできません。
• AccessKeyID
• access_key_id
• SecretAccessKey
• secret_access_key_id
• PWD
• Password
• password
JDBC または ODBC 接続文字列の場合、キーまたは値 AuthProfile をプロファイルストアに保存するこ
とはできません() Python 接続の場合、auth_profileを保存することはできません。
認証プロファイルは Amazon DynamoDB に保存され、AWSにより管理されます。

認証プロファイルの使用
作成した後の認証プロファイルには、JDBC バージョン 2.0 の AuthProfile 用の接続オプションとし
て、プロファイル名を含めることができます。この接続オプションは、保存された設定を取得するために
使用します。
jdbc:redshift:iam://endpoint:port/database?AuthProfile=<Profile-Name>&AccessKeyID=<CallerAccess-Key>&SecretAccessKey=<Caller-Secret-Key>

JDBC URL 文字列の例を次に示します。
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?
AuthProfile="ExampleProfile"&AccessKeyID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"&SecretAccessKey="wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"

JDBC URL の中で、AccessKeyIDおよび SecretAccessKey の両方を認証プロファイル名とともに指定
します。
また、設定オプションをセミコロン区切り文字で区切ることもできます。例えば、ログ記録のオプション
が含まれている次の例のようになります。
jdbc:redshift:iam://my_redshift_end_point:5439/dev?LogLevel=6;LogPath=/
tmp;AuthProfile=my_profile;AccessKeyID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE";SecretAccessKey="wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"

Note
認証プロファイルには機密情報を含めないでください。例えば、AccessKeyID または
SecretAccessKey 値は、認証プロファイルには保存しないようにします。認証プロファイル
ストアには、シークレットキーの格納を禁止するルールがあります。機密情報に関連付けられた
キーと値を格納しようとすると、エラーが発生します。

認証プロファイルの取得
既存の認証プロファイルを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
describe-authentication-profiles --authentication-profile-name <value: String>
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2 つのプロファイルが取得された場合の例を以下に示します。プロファイル名を指定しない場合、すべて
のプロファイルが返されます。
{ "AuthenticationProfiles": [ { "AuthenticationProfileName": "testProfile1",
"AuthenticationProfileContent": "{\"AllowDBUserOverride\":\"1\",\"Client_ID
\":\"ExampleClientID\",\"App_ID\":\"ExampleAppID\",\"AutoCreate\":false,
\"enableFetchRingBuffer\":true,\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}" },
{ "AuthenticationProfileName": "testProfile2", "AuthenticationProfileContent":
"{\"AllowDBUserOverride\":\"1\",\"Client_ID\":\"ExampleClientID\",\"App_ID
\":\"ExampleAppID\",\"AutoCreate\":false,\"enableFetchRingBuffer\":true,
\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}" } ] }

Amazon Redshift での接続の問題のトラブルシュー
ティング
SQL クライアントツールからクラスターへの接続で問題が発生した場合は、問題を絞り込むために確認
できるいくつかの点があります。SSL またはサーバー証明書を使用している場合、接続の問題をトラブル
シューティングしているときにまずこの複雑さを排除します。その後、解決策を見つけたらもう一度これ
を追加します。詳細については、「接続のセキュリティオプションを設定する (p. 251)」を参照してくだ
さい。

Important
Amazon Redshift は、SSL 証明書の管理方法を変更しました。SSL 接続で問題が発生した場合
は、現在の信頼ルート CA 証明書を更新する必要があります。詳細については、「SSL 接続用
ACM 証明書への移行 (p. 254)」を参照してください。
次のセクションに、接続の問題のサンプルエラーメッセージと考えられる解決策を示します。SQL クライ
アントツールによってエラーメッセージが異なるため、このリストは完全ではありませんが、問題のトラ
ブルシューティングに適した開始点です。
トピック
• Amazon EC2 以外から接続するファイアウォールタイムアウトの問題 (p. 301)
• 接続が拒否または失敗する (p. 303)
• クライアントおよびドライバーに互換性がない (p. 304)
• クエリがハングして、クラスターに達しない場合がある (p. 304)

Amazon EC2 以外から接続するファイアウォールタイムアウトの
問題
問題の例
COPY コマンドなどの長いクエリを実行すると、データベースへのクライアント接続がハングまたはタイ
ムアウトしているように見えます。この場合、Amazon Redshift コンソールにはクエリが完了したと表示
されますが、クライアントツール自体はまだクエリを実行しているように見えることがあります。接続が
いつ停止したかに応じて、クエリの結果がないか、不完全になる可能性があります。

考えられる解決策
この問題は、Amazon EC2 インスタンス以外のマシンから Amazon Redshift に接続するときに発生しま
す。この場合、アイドル状態の接続は、一定期間非アクティブになった後、ファイアウォールなどの中間
ネットワークコンポーネントによって終了します。このような動作は、Virtual Private Network (VPN) や
ローカルネットワークからログインした場合によく発生します。
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このようなタイムアウトを回避するために以下の変更を行うことを推奨します。
• クライアントシステムで TCP/IP タイムアウト値を大きく設定します。この変更は、クラスターへの接
続に使用しているコンピューターで行います。クライアントやネットワークに対してタイムアウト期間
を調整する必要があります。詳細については、「TCP/IP タイムアウト設定を変更する (p. 302)」を参
照してください。
• 必要に応じて、DSN レベルでキープアライブの動作を設定します。詳細については、「DSN のタイム
アウト設定を変更する (p. 303)」を参照してください。

TCP/IP タイムアウト設定を変更する
TCP/IP タイムアウト設定を変更するには、クラスターへの接続に使用するオペレーティングシステムに応
じて、タイムアウト設定を設定します。
• Linux — クライアントが Linux で動作している場合は、次のコマンドをルートユーザーとして実行し、
現在のセッションのタイムアウト設定を変更します。
/sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=200 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=200
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5

設定を保持するには、次の値を使ってファイル /etc/sysctl.conf を作成または変更し、システムを
再起動します。
net.ipv4.tcp_keepalive_time=200
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=200
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5

• Windows — クライアントが Windows で動作している場合、HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ にある次のレジストリ設定の値を編集します。
• KeepAliveTime: 30000
• KeepAliveInterval: 1000
• TcpMaxDataRetransmissions: 10
これらの設定は DWORD のデータの種類を使用します。これらがレジストリパスに存在しない場合、設
定を作成し、これらの推奨値を指定できます。Windows レジストリの編集の詳細については、Windows
のドキュメントを参照してください。
これらの値を設定したら、コンピューターを再起動して変更を有効にします。

• Mac — クライアントが Mac で動作している場合は、次のコマンドを実行して現在のセッションのタイ
ムアウト設定を変更します。
sudo
sudo
sudo
sudo

sysctl
sysctl
sysctl
sysctl

net.inet.tcp.keepintvl=200000
net.inet.tcp.keepidle=200000
net.inet.tcp.keepinit=200000
net.inet.tcp.always_keepalive=1

設定を保持するには、次の値を使ってファイル /etc/sysctl.conf を作成または変更します。
net.inet.tcp.keepidle=200000
net.inet.tcp.keepintvl=200000
net.inet.tcp.keepinit=200000
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net.inet.tcp.always_keepalive=1

コンピュータを再起動し、次のコマンドを実行して値が設定されていることを確認します。
sysctl
sysctl
sysctl
sysctl

net.inet.tcp.keepidle
net.inet.tcp.keepintvl
net.inet.tcp.keepinit
net.inet.tcp.always_keepalive

DSN のタイムアウト設定を変更する
必要に応じて、DSN レベルでキープアライブの動作を設定できます。これを行うには、odbc.ini ファイル
で以下のパラメータを追加または変更します。
KeepAlivesCount
接続が切断されていると見なされる前に失うことが許容される TCP キープアライブパケットの数。
KeepAlivesIdle
ドライバーが TCP キープアライブパケットを送信する前にアイドル状態である秒数。
KeepAlivesInterval
TCP キープアライブを再送信する間隔の秒数。
Windows では、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\#### DSN でキーを追加ま
たは変更することによって、レジストリのこれらのパラメータを変更します。Linux および macOS で
は、直接 odbc.ini ファイルでターゲットの DSN エントリのこれらのパラメータを追加または変更しま
す。Linux および macOS コンピューターで odbc.ini ファイルを編集する方法の詳細については、「Linux
および macOS X オペレーティングシステムで ODBC ドライバーマネージャーを使用しドライバーを設定
する (p. 246)」を参照してください。
これらのパラメータがない場合、または値が 0 である場合、システムは指定されている TCP/IP
キープアライブパラメータを使用して DSN キープアライブの動作を決定します。Windows で
は、HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\のレジ
ストリに TCP/IP パラメータ があります。Linux および macOS では、TCP/IP のパラメータは sysctl.conf
ファイルにあります。

接続が拒否または失敗する
エラーの例
• "Failed to establish a connection to <endpoint>."
• "Could not connect to server: Connection timed out. Is the server running on host '<endpoint>' and
accepting TCP/IP connections on port '<port>'?"
• "Connection refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting
TCP/IP connections."
考えられる解決策
通常、接続の確立に失敗したことを示すエラーメッセージを受け取った場合、クラスターにアクセスする
アクセス許可の問題を示しています。
クラスターが存在するネットワークの外にあるクライアントツールからクラスターに接続するには、進入
ルールを追加します。接続元である CIDR/IP のクラスターセキュリティグループにルールを追加します。
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• Virtual Private Cloud (VPC) で Amazon VPC に基づいて Amazon Redshift クラスターを作成した場合
は、Amazon VPC の VPC セキュリティグループにクライアント CIDR/IP アドレスを追加します。
クラスターの VPC セキュリティグループの設定の詳細については、「VPC でクラスターを管理す
る (p. 114)」を参照してください。
• VPC の外で Amazon Redshift クラスターを作成した場合は、Amazon Redshift のクラスターセキュリ
ティグループにクライアント CIDR/IP アドレスを追加します。クラスターセキュリティグループの設定
の詳細については、「Amazon Redshift クラスターセキュリティグループ (p. 523)」を参照してくださ
い。
Amazon EC2 インスタンスのクライアントツールからクラスターに接続する場合は、進入ルールも追加し
ます。この場合、Amazon EC2 インスタンスに関連付けられている Amazon EC2 セキュリティグループの
クラスターセキュリティグループにルールを追加します。クラスターセキュリティグループの設定の詳細
については、「Amazon Redshift クラスターセキュリティグループ (p. 523)」を参照してください。
場合によっては、ファイアウォールなど、クライアントとサーバーの間にレイヤーが存在することがあり
ます。このような場合は、ファイアウォールがクラスター用に設定したポート経由のインバウンド接続を
受け入れることを確認します。

クライアントおよびドライバーに互換性がない
エラーの例
"The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application."
考えられる解決策
接続を試みてアーキテクチャの不一致に関するエラーが発生する場合、クライアントツールとドライバー
に互換性がないことを意味します。これは、システムのアーキテクチャが一致しないために発生します。
例えば、32 ビットクライアントツールがあるが、ドライバーの 64 ビットバージョンをインストールした
場合にこれが発生することがあります。64 ビットクライアントツールが 32 ビットドライバーを使用でき
ることはありますが、64 ビットドライバーで 32 ビットアプリケーションを使用することはできません。
ドライバーとクライアントツールが同じバージョンのシステムアーキテクチャを使用していることを確認
します。

クエリがハングして、クラスターに達しない場合がある
問題の例
クエリが完了しないという問題に直面します。クエリは実行されますが、SQL クライアント ツールでハン
グします。クエリは、システムテーブルや Amazon Redshift コンソールなどでクラスターに表示されない
場合があります。
考えられる解決策
この問題は、パケットドロップが原因で発生する可能性があります。この場合、2 つのインターネットプ
ロトコル (IP) ホスト間のネットワークパスの最大伝送ユニット (MTU) サイズに差があります。MTU サイ
ズにより、ネットワーク接続を介して 1 つのイーサネットフレームで転送できるパケットの最大サイズ
(バイト単位) が決まります。AWS では、一部の Amazon EC2 インスタンスタイプが 1500 MTU (Ethernet
v2 フレーム) をサポートしており、その他のインスタンスタイプは 9001 MTU (TCP/IP ジャンボフレーム)
をサポートしています。
MTU サイズの違いで発生する問題を防ぐために、次のいずれかを行うことをお勧めします:
• ご使用のクラスターが EC2-VPC プラットフォームを使用している場合、Destination
Unreachable を返すインバウンドカスタム Internet Control Message Protocol (ICMP) ルールによって
Amazon VPC セキュリティグループを設定します。このルールは、送信側ホストがネットワークパスに
沿って最低の MTU サイズを使用するように指示します。この方法の詳細については、「セキュリティ
グループを設定して ICMP の「Destination Unreachable」を許可する (p. 305)」を参照してください。
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• ご使用のクラスターが EC2-Classic プラットフォームを使用しているか、ICMP インバウンドルールを
許可できない場合、TCP/IP ジャンボフレームを無効にして、Ethernet v2 フレームを使用します。この
方法の詳細については、「インスタンスの MTU の設定 (p. 305)」を参照してください。

セキュリティグループを設定して ICMP の「Destination Unreachable」を許可す
る
2 つのホスト間のネットワークで MTU サイズに違いがある場合、ネットワーク設定がパス MTU 検出
(PMTUD) をブロックしないことをまず確認します。PMTUD は、受信側ホストが次の ICMP メッセージで
送信側ホストに応答するのを可能にします: Destination Unreachable: fragmentation needed
and DF set (ICMP Type 3, Code 4) このメッセージは、送信側ホストがネットワークパスに沿って
最低の MTU サイズを使用してリクエストを再送信するように指示します。このネゴシエーションがない
と、リクエストが大きすぎて受信側ホストが受け取れないため、パケットドロップが発生する可能性があ
ります。この ICMP メッセージの詳細については、インターネット技術標準化委員会 (IETF) のウェブサイ
トから RFC792 を参照してください。
この ICMP インバウンドルールを Amazon VPC セキュリティグループのために明示的に設定しない場
合、PMTUD はブロックされます。AWS では、セキュリティグループは、インバウンドおよびアウトバ
ウンドトラフィックのルールをインスタンスに指定する仮想ファイアウォールです。Amazon Redshift
クラスターセキュリティグループの詳細については、Amazon Redshift クラスターセキュリティグルー
プ (p. 523)を参照してください。EC2-VPC プラットフォームを使用するクラスターでは、Amazon
Redshift はクラスターへのトラフィックを許可または拒否するために VPC セキュリティグループを使用
します。デフォルトでは、セキュリティグループはロックされており、すべてのインバウンドトラフィッ
クを拒否します。EC2-Classic インスタンスまたは EC2-VPC インスタンスのインバウンドルールとアウ
トバウンドルールを設定する方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドから
EC2-Classic と VPC 内のインスタンスの違いを参照してください。
VPC セキュリティグループにルールを追加する方法については、「クラスターの VPC セキュリティグ
ループの管理 (p. 117)」を参照してください。このルールに必要な特定の PMTUD 設定の詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドからパス MTU 検出を参照してください。

インスタンスの MTU の設定
クラスターで EC2-Classic プラットフォームが使用されている場合や、インバウンドトラフィックにカ
スタム ICMP ルールを許可できない場合があります。このような場合、Amazon Redshift クラスターに接
続する EC2 インスタンスのネットワークインターフェイス (NIC) で MTU を 1500 に調整することをお勧
めします。この調整によって TCP/IP ジャンボフレームが無効になるため、同じパケットサイズが一貫し
て接続に使用されるようになります。ただし、このオプションでは、Amazon Redshift への接続だけでな
く、インスタンス全体の最大ネットワークスループットを減らすことに注意してください。詳細について
は、次の手順を参照してください。

Microsoft Windows のオペレーティング システムで MTU を設定する
クライアントが Microsoft Windows オペレーティングシステムで動作している場合、netshコマンドを使
用してイーサネットアダプターの MTU 値を確認し、設定できます。
1.

現在の MTU 値を調べるには、次のコマンドを実行します。
netsh interface ipv4 show subinterfaces

2.

出力で MTU アダプタの Ethernet の値を確認します。

3.

値が 1500 ではない場合、次のコマンドを実行して設定します。
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1500 store=persistent

この値を設定したら、コンピュータを再起動して変更を有効にします。
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Linux オペレーティング システムで MTU を設定する
クライアントが Linux オペレーティング システムで動作している場合、ipコマンドを使用して MTU 値を
確認し、設定できます。
1.

現在の MTU 値を調べるには、次のコマンドを実行します。
$ ip link show eth0

2.

出力で次の mtu の値を確認します。

3.

値が 1500 ではない場合、次のコマンドを実行して設定します。
$ sudo ip link set dev eth0 mtu 1500

Mac オペレーティング システムで MTU を設定する
•

How to change the MTU for troubleshooting purposes については MacOS サポートサイ
トの指示に従ってください。詳細については、サポートサイトを検索してください。

Amazon Redshift Data API の使用
組み込みの Amazon Redshift データ API を使用して、Amazon Redshift データベースにアクセスできま
す。この API を使用すると、AWS Lambda、Amazon SageMaker ノートブック、AWS Cloud9などのウェ
ブサービスベースのアプリケーションで Amazon Redshift データにアクセスできます。これらのアプリ
ケーションの詳細については、「AWS Lambda」、「Amazon SageMaker」、および「AWS Cloud9」を
参照してください。
Data API は、DB クラスターへの永続的な接続を必要としません。代わりに、セキュア HTTP エンドポイ
ントおよび AWS SDK との統合を利用できます。エンドポイントを使用して、接続を管理せずに SQL ス
テートメントを実行することができます。Data API の呼び出しは非同期です。
Data API では、AWS Secrets Managerに格納された認証情報か、一時的なデータベース認証情報が使用
されます。どちらの認証方法でも、API 呼び出しでパスワードを渡す必要はありません。AWS Secrets
Manager の詳細については、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Manager とは」を
参照してください。
Data API オペレーションの詳細については、Amazon Redshift Data API のリファレンスを参照してくださ
い。

Amazon Redshift Data API の操作
Amazon Redshift データ API を使用する前に、以下の手順を確認してください。
1. データ API の呼び出し元として承認されているかどうかを確認します。 認証の詳細については、「」
を参照してくださいAmazon Redshift Data API へのアクセスの認可 (p. 309)
2. Secrets Manager から認証情報を使用してデータ API を呼び出すか、一時的に認証情報を使用する
かを決定します。詳細については、「Amazon Redshift データ API を呼び出すときの認証情報の選
択 (p. 307)」を参照してください。
3. 認証情報に Secrets Manager を使用する場合は、シークレットを設定します。詳細については、
「AWS Secrets Manager へのデータベース認証情報の保存 (p. 310)」を参照してください。
4. Data API を呼び出す際の考慮事項と制限事項を確認してください。詳細については、「Amazon
Redshift Data API を呼び出す際の考慮事項 (p. 307)」を参照してください。
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5. Data API は、AWS Command Line Interface(AWS CLI) や独自のコードから、または Amazon Redshift
コンソールのクエリエディタを使用して呼び出します。AWS CLI からの呼び出しの例については、
「Data API の呼び出し (p. 313)」を参照してください。

Amazon Redshift Data API を呼び出す際の考慮事項
Data API を呼び出すときは、以下について検討します。
• Data API が利用可能な AWS リージョンの一覧については、AWS 全般のリファレンスで Redshift Data
API に一覧表示されているエンドポイントを参照してください。
• クエリの最大期間は 24 時間です。
• アクティブなクエリの最大数 (STARTED および SUBMITTED クエリ) は、Amazon Redshift クラスターあ
たり 200 です。
• クエリ結果の最大サイズは 100 MB です。100 MB を超えるレスポンスデータが返されると、その呼び
出しは終了します。
• クエリ結果の最大保持時間は 24 時間です。
• クエリステートメントの最大サイズは 100 KB です。
• Data API は、次のノードタイプの単一ノードおよび複数ノードのクラスターを照会するために使用でき
ます。
• dc2.large
• dc2.8xlarge
• ds2.xlarge
• ds2.8xlarge
• ra3.xlplus
• ra3.4xlarge
• ra3.16xlarge
• クラスターは、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) で作成する必要がありま
す。
• デフォルトでは、ExecuteStatementまたは BatchExecuteStatement API
オペレーションの実行者と同じ IAM ロールまたは IAM ユーザーを持つユーザー
は、CancelStatement、DescribeStatement、GetStatementResultおよび ListStatements
API オペレーションで同じステートメントを操作できます。別の IAM ユーザーから同じ SQL ステート
メントを操作するには、ユーザーが、SQL ステートメントを実行したユーザーの IAM ロールを引き受け
ることができる必要があります。ロールを割り当てる方法については、Amazon Redshift Data API への
アクセスの認可 (p. 309)を参照してください。
• BatchExecuteStatement API オペレーションの Sqls パラメータで SQL ステートメントが単一のト
ランザクションとして実行されます。これらは、配列の順に従って連続的に実行されます。後続の SQL
ステートメントは、配列内の前のステートメントが完了するまで開始されません。SQL ステートメント
が失敗した場合、1 つのトランザクションとして実行されるため、すべての作業がロールバックされま
す。

Amazon Redshift データ API を呼び出すときの認証情報の選択
データ API を呼び出すと、一部の API 操作で次のいずれかの認証方法を使用します。各メソッドでは、異
なるパラメータの組み合わせが必要です。
AWS Secrets Manager
この方法では、AWS Secrets Managerに保存される secret-arn シークレット値を指定します。指
定されたシークレットには、指定する database に接続するための認証情報が含まれます。クラス
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ターに接続するときは、データベース名と、シークレット内のクラスターに一致するクラスター識別
子も指定します。サーバーレスワークグループに接続する場合は、データベース名も指定します。
一時的な認証情報
この方法では、クラスターに接続するときに、クラスター識別子、データベース名、およびデータ
ベースユーザー名を指定します。また、redshift:GetClusterCredentials オペレーションを呼
び出す許可も必要です。サーバーレスワークグループに接続する場合は、データベース名を指定しま
す。
また、どちらの方法でも、クラスターが配置されている AWS リージョンを特定する region 値を指定で
きます。

Amazon Redshift データ API を呼び出すときの JDBC データ型
のマッピング
次の表は、Data API 呼び出しで指定したデータ型に Java Database Connectivity (JDBC) データ型をマッ
ピングしたものです。
JDBC データ型

Data API のデータ型

INTEGER, TINYINT, SMALLINT, BIGINT

LONG

FLOAT, REAL, DOUBLE

DOUBLE

DECIMAL

STRING

BOOLEAN, BIT

BOOLEAN

BLOB, BINARY, LONGVARBINARY, VARBINARY

BLOB

CLOB

STRING

その他の型 (日時に関する型も含む)

STRING

文字列値は Amazon Redshift データベースに渡され、暗黙的にデータベースのデータ型に変換されます。

Note
現在、Data API はユニバーサル固有識別子 (UUID) の配列をサポートしていません。

Amazon Redshift Data API を呼び出す際にパラメータを使用した
SQL ステートメントを実行する
SQL ステートメントの一部にパラメータを使用して Data API オペレーションを呼び出し、データベース
エンジンに送信される SQL テキストを制御できます。名前付きパラメータを使用すると、SQL テキスト
でハードコーディングすることなく、柔軟な方法でパラメータを渡すことができます。これらは、SQL テ
キストを再利用し、SQL インジェクションの問題を回避するのに役立ちます。
次の例では、execute statementAWS CLI コマンドにおける parameters フィールドの名前付きパラ
メータを示しています。
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"1\"},{\"name\": \"address\", \"value\":
\"Seattle\"}]"
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名前付きパラメータを使用する際は、次について検討します。
• 名前付きパラメータは任意の順序で指定でき、パラメータは SQL テキストで複数回使用できます。前の
例で示したパラメータオプションでは、値 1 および Seattle がテーブル列 id および address に挿入
されます。SQL テキストでは、次のように名前付きパラメータを指定します。
--sql "insert into mytable values (:id, :address)"

• SQL が実行されると、データは暗黙的にデータ型にキャストされます。データ型のキャストのついての
詳細は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「データ型」を参照してください。
• 値を NULL に設定することはできません。データ API では、これはリテラル文字列 NULL として解釈さ
れます。次の例では、idがリテラル文字列 null に置き換えられます。SQL NULL 値ではありません。
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"null\"}]"

• 長さにゼロの値を設定することはできません。Data API の SQL ステートメントが失敗します。次の例
では、idの長さをゼロの値に設定しようとしているため、SQL ステートメントは失敗します。
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"\"}]"

• パラメータを使用して、SQL ステートメントにテーブル名を設定することはできません。Data API で
は、JDBC PreparedStatement のルールに従います。
• describe statement オペレーションの出力により、SQL ステートメントのクエリパラメータが返さ
れます。
• パラメータを使用した SQL ステートメントをサポートするのは、execute-statementオペレーショ
ンのみです。

Amazon Redshift Data API へのアクセスの認可
ユーザーは Data API へのアクセスが許可されている必要があります。事前定義済みの AWS Identity and
Access Management (IAM) ポリシーである管理ポリシーをユーザーに追加して、ユーザーに Data API へ
のアクセスを許可できます。マネージドポリシーによって許可および拒否されるアクセス許可を確認する
には、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) 参照してください。
Amazon Redshift は、AmazonRedshiftDataFullAccessマネージドポリシーを提供します。このポ
リシーは、Amazon Redshift Data API オペレーションへのフルアクセスを提供します。このポリシー
では、Amazon Redshift クラスターの認証とアクセスに必要な特定の Amazon Redshift、AWS Secrets
Manager、IAM API オペレーションへのスコープ付きアクセスも許可されます。
特定のリソースへのアクセスを許可する独自の IAM ポリシーを作成することもできます。ポリシーを作成
するには、AmazonRedshiftDataFullAccessポリシーを開始テンプレートとして使用します。作成し
たポリシーは、Data API にアクセスする必要がある各ユーザーに追加します。
IAM ユーザーに関連付けられた IAM ポリシーの次の要件を考慮してください。
• AWS Secrets Manager を使用して認証する場合、ポリシーでは secretsmanager:GetSecretValue
アクションの使用が許可され、キー RedshiftDataFullAccess でタグ付けされたシークレットを取
得できることを確認します。
• 一時的な認証情報を使用してクラスターに対して認証する場合、ポリシーでは、クラスター
内の任意のデータベースのデータベースユーザー名 redshift_data_api_user に対する
redshift:GetClusterCredentials アクションの使用が許可されることを確認します。このユー
ザー名は、データベースにすでに作成されている必要があります。
• 一時的な認証情報を使用してサーバーレスワークグループへの認証を行う場合は、ポリシーで
redshift-serverless:GetCredentials キーでタグ付けされたワークグループを取得するため
の RedshiftDataFullAccess アクションの使用が許可されていることを確認します。データベース
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ユーザーが、ソース AWS Identity and Access Management (IAM) ID に対して 1:1 にマップされてい
ます。例えば、IAM ユーザー foo はデータベースユーザー IAM:foo にマップされ、IAM ロールバーは
IAMR:bar にマップされるなどです。IAM ID の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID
(ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照してください。
別のアカウントが所有するクラスターでクエリを実行するには、呼び出すアカウントで Data API がロール
を引き受けることができる IAM ロールを所有アカウントより提供してもらう必要があります。例えば、ア
カウント A がアクセスする必要のあるクラスターを、アカウント B が所有しているとします。アカウント
B は、AWS管理ポリシー AmazonRedshiftDataFullAccess をアカウント B の IAM ロールにアタッチ
できます。次に、アカウント B は、次のような信頼ポリシーを使用してアカウント A を信頼します:

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::accountID-of-account-A:role/someRoleA"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

最後に、アカウント A の IAM ロールでアカウント B の IAM ロールを引き受けることができなければなり
ません。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::accountID-of-account-B:role/someRoleB"
}

次のリンクから、IAM ユーザーガイドで AWS Identity and Access Management についての詳細情報をご
覧いただけます。
• IAM ロールの作成については、「IAM ロールの作成」を参照してください。
• IAM ポリシーの作成については、「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
• IAM ポリシーをユーザーに追加する方法については、「IAM ID のアクセス許可の追加および削除」を参
照してください。

AWS Secrets Manager へのデータベース認証情報の保存
Data API を呼び出すと、AWS Secrets Manager のシークレットを使用してクラスターまたはサーバーレ
スワークグループの認証情報を渡すことができます。この方法で認証情報を渡すには、シークレットの名
前またはシークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
Secrets Manager で認証情報を保存するには、SecretManagerReadWriteマネージドポリシー権限が必
要です。最小のアクセス許可についての詳細は、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「Creating and
Managing Secrets with AWS Secrets Manager」を参照してください。
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Amazon Redshift クラスターのシークレットに認証情報を保存するには
1.

AWS Secrets Manager コンソールを使用して、クラスターの認証情報が含まれるシークレットを作成
します。
• [Store a new secret (新しいシークレットを保存する)] を選択する場合は、[Credentials for Redshift
cluster (Redshift クラスターの認証情報)]を選択します。
• [User name] (ユーザー名) (データベースユーザー)、[Password] (パスワード)、および [DB cluster]
(DB クラスター) (クラスター識別子) の値をシークレットに保存します。
• キー RedshiftDataFullAccess でシークレットにタグを付けます。AWS 管理ポリシー
AmazonRedshiftDataFullAccess は、キー RedshiftDataFullAccess でタグ付けされた
シークレットに対してのみアクション secretsmanager:GetSecretValue を許可します。
手順については、AWS Secrets Managerユーザーガイド の「Creating a Basic Secret」を参照してく
ださい。

2.

AWS Secrets Manager コンソールを使用して、作成したシークレットの詳細を表示するか、aws
secretsmanager describe-secretの AWS CLI コマンドを実行します。
シークレットの名前と ARN を書き留めます。これらは、Data API への呼び出しで使用できます。

サーバーレスワークグループのシークレットに認証情報を保存するには
1.

サーバーレスワークグループの認証情報を含むシークレットを保存するには、AWS Secrets Manager
AWS CLI コマンドを使用します。
• ファイルにシークレットを作成します。例: mycreds.json という名前の JSON ファイル。ファイ
ルで [ユーザー名] (データベースユーザー) と [パスワード] の値を指定します。
{
}

"username": "myusername",
"password": "mypassword"

• 値をシークレットに保存し、シークレットに RedshiftDataFullAccess キーでタグを付けま
す。
aws secretsmanager create-secret --name MyRedshiftSecret --tags
Key="RedshiftDataFullAccess",Value="serverless" --secret-string file://mycreds.json

出力は以下のようになります。
{

}

"ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:accountId:secret:MyRedshiftSecret-mvLHxf",
"Name": "MyRedshiftSecret",
"VersionId": "a1603925-e8ea-4739-9ae9-e509eEXAMPLE"

詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWS CLI を使用したベーシックシーク
レットの作成」を参照してください。
2.

AWS Secrets Manager コンソールを使用して、作成したシークレットの詳細を表示するか、aws
secretsmanager describe-secretの AWS CLI コマンドを実行します。
シークレットの名前と ARN を書き留めます。これらは、Data API への呼び出しで使用できます。
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Data API に Amazon VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) を
作成する
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、Amazon Redshift クラスターやアプリケー
ションなどの AWS リソースを仮想プライベートクラウド (VPC) 内に起動できます。AWS PrivateLink
は、仮想プライベートクラウド (VPC) と AWS サービス間のプライベートな接続を Amazon ネットワーク
上で安全に提供します。AWS PrivateLink を使用すると、VPC エンドポイントを作成できます。これによ
り、Amazon VPC に基づいて、異なるアカウントや VPC のサービスに接続できます。AWS PrivateLink
の詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC エンドポイントサービス (AWS
PrivateLink)」を参照してください。
Amazon VPC エンドポイントを使用して Data API を呼び出すことができます。Amazon VPC エンドポ
イントを使用することで、パブリック IP アドレスなしで Amazon VPC 内のアプリケーションと AWS
ネットワーク内の Data API 間のトラフィックを維持できます。Amazon VPC エンドポイントは、公共の
インターネット接続の制限に関連するコンプライアンスおよび規制要件を満たすのに役立ちます。例え
ば、Amazon VPC エンドポイントを使用する場合、Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリ
ケーションと、それらを含む VPC 内の Data API 間のトラフィックを維持できます。
Amazon VPC エンドポイントを作成したら、アプリケーションでコードや設定を変更せずに、エンドポイ
ントの使用をスタートできます。

Data API に Amazon VPC エンドポイントを作成するには
1.

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

2.

[ エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。

3.

[エンドポイントの作成] ページの [サービスカテゴリ] で [AWS サービス] を選択します。を使用する場
合[サービス名] で、[redshift Data(com.amazonaws.region.redshift-data)].

4.

[VPC] の場合は、VPC を選択してエンドポイントを作成します。
Data API コールを行うアプリケーションを含む VPC を選択します。

5.

[サブネット] で、アプリケーションを実行している AWS のサービスによって使用される各アベイラ
ビリティーゾーン (AZ) のサブネットを選択します。
Amazon VPC エンドポイントを作成するには、エンドポイントにアクセスできるプライベート IP ア
ドレスの範囲を指定します。これを行うには、各アベイラビリティーゾーンのサブネットを選択しま
す。これにより、VPC エンドポイントは各アベイラビリティーゾーンに固有のプライベート IP アド
レス範囲に制限され、各アベイラビリティーゾーンに Amazon VPC エンドポイントが作成されます。

6.

[DNS 名を有効にする] で、[このエンドポイントで有効にする] を選択します。
プライベート DNS は、スタンダードの Data API DNS ホスト名 (https://redshiftdata.region.amazonaws.com) を、Amazon VPC エンドポイントに固有の DNS ホスト名に関連付
けられたプライベート IP アドレスに解決します。その結果、Data API エンドポイント URL を更新す
るためのコードや設定を変更せずに、AWS CLIまたは AWS SDK を使用して Data API VPC エンドポ
イントにアクセスできます。

7.

セキュリティグループで、Amazon VPC エンドポイントに関連付けるセキュリティグループを選択し
ます。
アプリケーションを実行している AWS のサービスへのアクセスを許可するセキュリティグルー
プを選択します。例えば、Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行している場合
は、Amazon EC2 インスタンスへのアクセスを許可するセキュリティグループを選択します。セキュ
リティグループを使用すると、VPC 内のリソースから Amazon VPC エンドポイントへのトラフィッ
クを制御できます。

8.

[Create endpoint (エンドポイントの作成)] を選択します。
312

Amazon Redshift 管理ガイド
Data API の呼び出し

エンドポイントを作成したら、AWS Management Consoleでリンクを選択して、エンドポイントの詳細を
表示します。
エンドポイントの [Details (詳細)] タブには、Amazon VPC エンドポイントの作成中に生成された DNS ホ
スト名が表示されます。
スタンダードエンドポイント (redshift-data.region.amazonaws.com) または VPC 固有のエンドポ
イントの 1 つを使用して、Amazon VPC 内の Data API を呼び出すことができます。スタンダード Data
API エンドポイントは、自動的に Amazon VPC エンドポイントにルーティングします。このルーティング
は、Amazon VPC エンドポイントの作成時にプライベート DNS ホスト名が有効になったために発生しま
す。
Data API コールで Amazon VPC エンドポイントを使用すると、アプリケーションと Data API 間のすべて
のトラフィックは、それらを含む Amazon VPC に残ります。Amazon VPC エンドポイントは、任意のタ
イプの Data API コールに使用できます。Data API を呼び出す方法については、「Amazon Redshift Data
API を呼び出す際の考慮事項 (p. 307)」を参照してください。

Data API の呼び出し
Data API または AWS CLI を呼び出して、クラスターまたはサーバーレスワークグループで SQL ステー
トメントを実行できます。SQL ステートメントを実行する主なオペレーションは、Amazon Redshift Data
API リファレンスの ExecuteStatement と BatchExecuteStatement です。Data API は、AWSSDK
でサポートされているプログラミング言語をサポートしています。詳細については、「AWS での構築ツー
ル」を参照してください。
Data API を呼び出すコードの例については、GitHub の「Getting Started with Redshift Data API」を
参照してください。このリポジトリには、Amazon EC2、AWS Glue Data Catalog、または Amazon
SageMaker からの Amazon Redshift データへのアクセスに AWS Lambda を使用する例があります。プロ
グラミング言語の例としては、Python、Go、Java、Javascript があります。
Data API は、AWS CLIを使用して呼び出すことができます。
次の例では、AWS CLIを使用して Data API を呼び出します。例を実行するには、環境に合わせてパラ
メータ値を編集します。多くの例では、クラスターに対して実行するため、cluster-identifier が指
定されています。サーバーレスワークグループに対して実行する場合は、代わりに workgroup-name を
指定します。これらの例は、データ API 操作の一部を示しています。詳細については、AWS CLIコマンド
リファレンスを参照してください。
次の例のコマンドは分割され、読みやすい形式になっています。

SQL ステートメントを実行するには
SQL ステートメントを実行するには、aws redshift-data execute-statement AWS CLI コマンド
を使用します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、結果を取得する識別子を
返します。この例では、AWS Secrets Managerの認証方法を使用します。
aws redshift-data execute-statement
--region us-west-2
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
--cluster-identifier mycluster-test
--sql "select * from stl_query limit 1"
--database dev

次は、レスポンスの例です。
{

"ClusterIdentifier": "mycluster-test",
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"CreatedAt": 1598323175.823,
"Database": "dev",
"Id": "c016234e-5c6c-4bc5-bb16-2c5b8ff61814",
"SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:yanruiz-secrethKgPWn"
}

次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、結果を取得する識別子を
返します。この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。
aws redshift-data execute-statement
--region us-west-2
--db-user myuser
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
--sql "select * from stl_query limit 1"

次は、レスポンスの例です。
{

}

"ClusterIdentifier": "mycluster-test",
"CreatedAt": 1598306924.632,
"Database": "dev",
"DbUser": "myuser",
"Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766"

次の AWS CLI コマンドは、サーバーレスワークグループに対して SQL ステートメントを実行し、結果を
取得する識別子を返します。この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--workgroup-name myworkgroup
--sql "select 1;"

次は、レスポンスの例です。
{

"CreatedAt": "2022-02-11T06:25:28.748000+00:00",
"Database": "dev",
"DbUser": "IAMR:RoleName",
"Id": "89dd91f5-2d43-43d3-8461-f33aa093c41e",
"WorkgroupName": "myworkgroup"

}

パラメータを使用して SQL ステートメントを実行するには
SQL ステートメントを実行するには、aws redshift-data execute-statement AWS CLI コマンド
を使用します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、結果を取得する識別子を
返します。この例では、AWS Secrets Managerの認証方法を使用します。SQL テキストには、名前付きパ
ラメータ colname および distance があります。この例では、テーブルの列名は ratecode で、述語で
使用される距離は 5 です。SQL ステートメントの名前付きパラメータの値は、parametersオプションで
指定できます。
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aws redshift-data execute-statement
--region us-west-2
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
--cluster-identifier mycluster-test
--sql "SELECT :colname, COUNT(*) FROM demo_table WHERE trip_distance > :distance"
--parameters "[{\"name\": \"colname\", \"value\": \"ratecode\"}, \ {\"name\":
\"distance\", \"value\": \"5\"}]"
--database dev

次は、レスポンスの例です。
{

"ClusterIdentifier": "mycluster-test",
"CreatedAt": 1598323175.823,
"Database": "dev",
"Id": "c016234e-5c6c-4bc5-bb16-2c5b8ff61814",
"SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:yanruiz-secrethKgPWn"
}

次の例では、サンプルデータベースの EVENT テーブルを使用します。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「EVENT テーブル」を参照してください。
まだデータベースに EVENT テーブルにない場合、Data API を使用して次のように作成できます。
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id my-test-cluster
--db-user awsuser
--sql "create table event( eventid integer not null distkey,
venueid smallint not null,
catid smallint not null,
dateid smallint not null sortkey,
eventname varchar(200),
starttime timestamp)"

次のコマンドは、1 つの行を EVENT テーブルに挿入します。
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id my-test-cluster
--db-user awsuser
--sql "insert into event
values(:eventid, :venueid::smallint, :catid, :dateid, :eventname, :starttime)"
--parameters "[{\"name\": \"eventid\", \"value\": \"1\"}, {\"name\": \"venueid\", \"value
\": \"1\"},
{\"name\": \"catid\", \"value\": \"1\"},
{\"name\": \"dateid\", \"value\": \"1\"},
{\"name\": \"eventname\", \"value\": \"event 1\"},
{\"name\": \"starttime\", \"value\": \"2022-02-22\"}]"

次のコマンドは、2 つ目の行を EVENT テーブルに挿入します。この例は以下を示します。
• id という名前のパラメータは SQL テキストで 4 回使用されます。
• 暗黙的な型変換は、パラメータ starttime を挿入する際に自動的に適用されます。
• venueid 列は、SMALLINT データ型にタイプキャストされます。
• DATE データ型を表す文字列は、TIMESTAMP データ型に暗黙的に変換されます。
• コメントは SQL テキスト内で使用できます。
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aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id my-test-cluster
--db-user awsuser
--sql "insert into event values(:id, :id::smallint, :id, :id, :eventname, :starttime) /
*this is comment, and it won't apply parameterization for :id, :eventname or :starttime
here*/"
--parameters "[{\"name\": \"eventname\", \"value\": \"event 2\"},
{\"name\": \"starttime\", \"value\": \"2022-02-22\"},
{\"name\": \"id\", \"value\": \"2\"}]"

次に、挿入された 2 つの行を示します。

eventid | venueid | catid | dateid | eventname |
starttime
---------+---------+-------+--------+-----------+--------------------1 |
1 |
1 |
1 | event 1
| 2022-02-22 00:00:00
2 |
2 |
2 |
2 | event 2
| 2022-02-22 00:00:00

次のコマンドでは、WHERE 句で名前付きパラメータを使用して、eventidが 1 である行を取得します。

aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id my-test-cluster
--db-user awsuser
--sql "select * from event where eventid=:id"
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"1\"}]"

次のコマンドを実行して、前の SQL ステートメントの SQL 結果を取得します。

aws redshift-data get-statement-result --id 7529ad05-b905-4d71-9ec6-8b333836eb5a

これにより次の結果が示されます。

{

"Records": [
[
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{

"longValue": 1
"longValue": 1
"longValue": 1
"longValue": 1
"stringValue": "event 1"
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}

"stringValue": "2022-02-22 00:00:00.0"

]
],
"ColumnMetadata": [
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "eventid",
"length": 0,
"name": "eventid",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "public",
"tableName": "event",
"typeName": "int4"
},
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "venueid",
"length": 0,
"name": "venueid",
"nullable": 0,
"precision": 5,
"scale": 0,
"schemaName": "public",
"tableName": "event",
"typeName": "int2"
},
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "catid",
"length": 0,
"name": "catid",
"nullable": 0,
"precision": 5,
"scale": 0,
"schemaName": "public",
"tableName": "event",
"typeName": "int2"
},
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "dateid",
"length": 0,
"name": "dateid",
"nullable": 0,
"precision": 5,
"scale": 0,
"schemaName": "public",
"tableName": "event",
"typeName": "int2"
},
{
"isCaseSensitive": true,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "eventname",
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},
{

}

"length": 0,
"name": "eventname",
"nullable": 1,
"precision": 200,
"scale": 0,
"schemaName": "public",
"tableName": "event",
"typeName": "varchar"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "starttime",
"length": 0,
"name": "starttime",
"nullable": 1,
"precision": 29,
"scale": 6,
"schemaName": "public",
"tableName": "event",
"typeName": "timestamp"

}
],
"TotalNumRows": 1

複数の SQL ステートメントを実行する
1 つのコマンドで複数の SQL ステートメントを実行するには、aws redshift-data batch-executestatementAWS CLI コマンドを実行します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して 3 つの SQL ステートメントを実行し、結果を取得する識
別子を返します。この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。

aws redshift-data batch-execute-statement
--region us-west-2
--db-user myuser
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
--sqls "set timezone to BST" "select * from mytable" "select * from another_table"

次は、レスポンスの例です。
{

}

"ClusterIdentifier": "mycluster-test",
"CreatedAt": 1598306924.632,
"Database": "dev",
"DbUser": "myuser",
"Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766"

SQL 文に関するメタデータを一覧表示するには
aws redshift-data list-statements AWS CLI コマンドを使用して、SQL ステートメントに関す
るメタデータを一覧表示します。このコマンドの実行の承認は、呼び出し元の IAM アクセス許可に基づい
ています。
次の AWS CLI コマンドは、実行された SQL ステートメントを示しています。
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aws redshift-data list-statements
--region us-west-2
--status ALL

次は、レスポンスの例です。
{

}

"Statements": [
{
"CreatedAt": 1598306924.632,
"Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766",
"QueryString": "select * from stl_query limit 1",
"Status": "FINISHED",
"UpdatedAt": 1598306926.667
},
{
"CreatedAt": 1598311717.437,
"Id": "e0ebd578-58b3-46cc-8e52-8163fd7e01aa",
"QueryString": "select * from stl_query limit 1",
"Status": "FAILED",
"UpdatedAt": 1598311719.008
},
{
"CreatedAt": 1598313683.65,
"Id": "c361d4f7-8c53-4343-8c45-6b2b1166330c",
"QueryString": "select * from stl_query limit 1",
"Status": "ABORTED",
"UpdatedAt": 1598313685.495
},
{
"CreatedAt": 1598306653.333,
"Id": "a512b7bd-98c7-45d5-985b-a715f3cfde7f",
"QueryString": "select 1",
"Status": "FINISHED",
"UpdatedAt": 1598306653.992
}
]

SQL ステートメントに関するメタデータを記述するには
SQL ステートメントのメタデータの記述を取得するには、aws redshift-data describestatement AWS CLI コマンドを使用します。このコマンドの実行の承認は、呼び出し元の IAM アクセス
許可に基づいています。
次の AWS CLI コマンドは、SQL ステートメントを記述します。

aws redshift-data describe-statement
--id d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766
--region us-west-2

次は、レスポンスの例です。
{

"ClusterIdentifier": "mycluster-test",
"CreatedAt": 1598306924.632,
"Duration": 1095981511,
"Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766",
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}

"QueryString": "select * from stl_query limit 1",
"RedshiftPid": 20859,
"RedshiftQueryId": 48879,
"ResultRows": 1,
"ResultSize": 4489,
"Status": "FINISHED",
"UpdatedAt": 1598306926.667

次に、複数の SQL ステートメントで batch-execute-statement コマンドを実行した後の describestatement レスポンスの例を示します。
{

}

"ClusterIdentifier": "mayo",
"CreatedAt": 1623979777.126,
"Duration": 6591877,
"HasResultSet": true,
"Id": "b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652",
"RedshiftPid": 31459,
"RedshiftQueryId": 0,
"ResultRows": 2,
"ResultSize": 22,
"Status": "FINISHED",
"SubStatements": [
{
"CreatedAt": 1623979777.274,
"Duration": 3396637,
"HasResultSet": true,
"Id": "b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:1",
"QueryString": "select 1;",
"RedshiftQueryId": -1,
"ResultRows": 1,
"ResultSize": 11,
"Status": "FINISHED",
"UpdatedAt": 1623979777.903
},
{
"CreatedAt": 1623979777.274,
"Duration": 3195240,
"HasResultSet": true,
"Id": "b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:2",
"QueryString": "select 2;",
"RedshiftQueryId": -1,
"ResultRows": 1,
"ResultSize": 11,
"Status": "FINISHED",
"UpdatedAt": 1623979778.076
}
],
"UpdatedAt": 1623979778.183

SQL ステートメントの結果を取得するには
実行した SQL ステートメントの結果を取得するには、redshift-data get-statement-result
AWS CLI コマンドを使用します。レスポンスで受け取った Id を、execute-statementまたはbatchexecute-statement に提供できます。batch-execute-statement によって実行された SQL ス
テートメントの Id 値は、describe-statement の結果で取得できます。この値には、b2906c76fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:2 のように、コロンとシーケンス番号が末尾に付きます。batchexecute-statement で複数の SQL ステートメントを実行する場合、各 SQL ステートメントには
describe-statement に示されているような Id 値があります。このコマンドの実行の承認は、呼び出
し元の IAM アクセス許可に基づいています。
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次のステートメントは、execute-statement によって実行された SQL ステートメントの結果を返しま
す。
aws redshift-data get-statement-result
--id d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766
--region us-west-2

次のステートメントは、batch-execute-statementによって実行された 2 番目の SQL ステートメント
の結果を返します。
aws redshift-data get-statement-result
--id b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:2
--region us-west-2

get-statement-result への呼び出しに対するレスポンスの例を次に示します。
{

"ColumnMetadata": [
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "userid",
"length": 0,
"name": "userid",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int4"
},
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "query",
"length": 0,
"name": "query",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int4"
},
{
"isCaseSensitive": true,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "label",
"length": 0,
"name": "label",
"nullable": 0,
"precision": 320,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "bpchar"
},
{
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},
{

},
{

},
{

},
{

"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "xid",
"length": 0,
"name": "xid",
"nullable": 0,
"precision": 19,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int8"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "pid",
"length": 0,
"name": "pid",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int4"
"isCaseSensitive": true,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "database",
"length": 0,
"name": "database",
"nullable": 0,
"precision": 32,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "bpchar"
"isCaseSensitive": true,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "querytxt",
"length": 0,
"name": "querytxt",
"nullable": 0,
"precision": 4000,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "bpchar"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "starttime",
"length": 0,
"name": "starttime",
"nullable": 0,
"precision": 29,
"scale": 6,
"schemaName": "",
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},
{

},
{

},
{

},
{

"tableName": "stll_query",
"typeName": "timestamp"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"label": "endtime",
"length": 0,
"name": "endtime",
"nullable": 0,
"precision": 29,
"scale": 6,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"type": 93,
"typeName": "timestamp"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "aborted",
"length": 0,
"name": "aborted",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int4"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "insert_pristine",
"length": 0,
"name": "insert_pristine",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int4"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": true,
"label": "concurrency_scaling_status",
"length": 0,
"name": "concurrency_scaling_status",
"nullable": 0,
"precision": 10,
"scale": 0,
"schemaName": "",
"tableName": "stll_query",
"typeName": "int4"

}
],
"Records": [
[
{
},

"longValue": 1
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{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
}

}

"longValue": 3
"stringValue": "health"
"longValue": 1023
"longValue": 15279
"stringValue": "dev"
"stringValue": "select system_status from stv_gui_status;"
"stringValue": "2020-08-21 17:33:51.88712"
"stringValue": "2020-08-21 17:33:52.974306"
"longValue": 0
"longValue": 0
"longValue": 6

]
],
"TotalNumRows": 1

テーブルの説明
aws redshift-data describe-table AWS CLI コマンドを使用して、テーブルを説明するメタデー
タを取得します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、テーブルを記述するメタ
データを返します。この例では、AWS Secrets Managerの認証方法を使用します。

aws redshift-data describe-table
--region us-west-2
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
--schema information_schema
--table sql_features
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn

次は、レスポンスの例です。
{

"ColumnList": [
{
"isCaseSensitive": false,

324

Amazon Redshift 管理ガイド
Data API の呼び出し

},
{

}

]

}

"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "feature_id",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "feature_name",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"

次の AWS CLI コマンドは、テーブルを記述するクラスターに対して SQL ステートメントを実行します。
この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。

aws redshift-data describe-table
--region us-west-2
--db-user myuser
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
--schema information_schema
--table sql_features

次は、レスポンスの例です。
{

"ColumnList": [
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "feature_id",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
},
{
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "feature_name",
"nullable": 1,
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "sub_feature_id",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "sub_feature_name",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "is_supported",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "is_verified_by",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,
"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"
"isCaseSensitive": false,
"isCurrency": false,
"isSigned": false,
"length": 2147483647,
"name": "comments",
"nullable": 1,
"precision": 2147483647,

326

Amazon Redshift 管理ガイド
Data API の呼び出し

}

]

}

"scale": 0,
"schemaName": "information_schema",
"tableName": "sql_features",
"typeName": "character_data"

クラスター内のデータベースを一覧表示するには
aws redshift-data list-databases AWS CLI コマンドを使用して、クラスター内のデータベース
を一覧表示します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、データベースを一覧表示
します。この例では、AWS Secrets Managerの認証方法を使用します。
aws redshift-data list-databases
--region us-west-2
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev

次は、レスポンスの例です。
{

}

"Databases": [
"dev"
]

次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、データベースを一覧表示
します。この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。
aws redshift-data list-databases
--region us-west-2
--db-user myuser
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev

次は、レスポンスの例です。
{

}

"Databases": [
"dev"
]

データベース内のスキーマを一覧表示するには
aws redshift-data list-schemas AWS CLI コマンドを使用して、データベース内のスキーマを一
覧表示します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、データベース内のスキー
マを一覧表示します。この例では、AWS Secrets Managerの認証方法を使用します。
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aws redshift-data list-schemas
--region us-west-2
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev

次は、レスポンスの例です。
{

}

"Schemas": [
"information_schema",
"pg_catalog",
"pg_internal",
"public"
]

次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、データベース内のスキー
マを一覧表示します。この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。

aws redshift-data list-schemas
--region us-west-2
--db-user mysuser
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev

次は、レスポンスの例です。
{

}

"Schemas": [
"information_schema",
"pg_catalog",
"pg_internal",
"public"
]

データベース内のテーブルを一覧表示するには
aws redshift-data list-tables AWS CLI コマンドを使用して、データベース内のテーブルを一覧
表示します。
次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、データベース内のテーブ
ルを一覧表示します。この例では、AWS Secrets Managerの認証方法を使用します。

aws redshift-data list-tables
--region us-west-2
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
--schema information_schema

次は、レスポンスの例です。
{
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}

"Tables": [
{
"name": "sql_features",
"schema": "information_schema",
"type": "SYSTEM TABLE"
},
{
"name": "sql_implementation_info",
"schema": "information_schema",
"type": "SYSTEM TABLE"
}

次の AWS CLI コマンドは、クラスターに対して SQL ステートメントを実行し、データベース内のテーブ
ルを一覧表示します。この例では、一時的な認証情報認証方法を使用します。
aws redshift-data list-tables
--region us-west-2
--db-user myuser
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
--schema information_schema

次は、レスポンスの例です。
{

}

"Tables": [
{
"name": "sql_features",
"schema": "information_schema",
"type": "SYSTEM TABLE"
},
{
"name": "sql_implementation_info",
"schema": "information_schema",
"type": "SYSTEM TABLE"
}
]

Amazon Redshift Data API のトラブルシューティング
に関する問題
Data API に関する問題のトラブルシューティングには、「一般的なエラーメッセージ」というタイトルの
以下のセクションを使用します。
トピック
• クエリのパケットが大きすぎる (p. 329)
• データベース応答がサイズ制限を超えている (p. 330)

クエリのパケットが大きすぎる
クエリのパケットが大きすぎることを示すエラーが表示された場合は、通常、ローに対して返される結果
セットが大きすぎます。Data API のサイズ制限は、データベースから返る結果セットの 1 行あたり 64 KB
です。
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この問題を解決するには、結果セットの各行が 64 KB 以下であることを確認します。

データベース応答がサイズ制限を超えている
データベース応答がサイズ制限を超えていることを示すエラーが表示される場合、通常、データベースか
ら返る結果セットのサイズが大きすぎます。Data API の制限は、データベースより返る結果セットで 100
MB です。
この問題を解決するには、Data API への呼び出しで返るデータが 100 MB 以下になるようにします。100
MB を超えるデータを返す必要がある場合は、クエリで LIMIT 句を使用して、複数のステートメント呼び
出しを行います。

Amazon EventBridge を使用した Amazon Redshift
Data API オペレーションのスケジューリング
Amazon EventBridge は、AWSリソースの状態の変更に対応するのに役立ちます。リソースの状態が変化
すると、自動的にイベントがイベントストリームに送信されます。イベントは、Amazon Redshift データ
ベースを含むアカウントに送信されます。選択したイベントをストリーム内で照合し、関数にルーティン
グしてアクションを実行するためのルールを作成できます。ルールを使用して、あらかじめ決められたス
ケジュールに従ってアクションを実行することもできます。詳細については、Amazon EventBridge ユー
ザーガイドを参照してください。
EventBridge でデータ API オペレーションをスケジュールするには、関連付けられた IAM ロールが
CloudWatch Events (events.amazonaws.com) のプリンシパルを信頼する必要があります。このロールに
は、管理対象ポリシー AmazonEventBridgeFullAccess に相当するものがアタッチされている必要が
あります。また、Data API によって管理される AmazonRedshiftDataFullAccess ポリシー権限も必
要です。IAM コンソールで、これらのアクセス許可を持つ IAM ロールを作成できます。IAM コンソールで
ロールを作成するときは、CloudWatch Events 用に AWS サービスの信頼できるエンティティを選択しま
す。IAM ロールの作成の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービス用ロールの作成 (コン
ソール)」を参照してください。
次の例では、AWS CLI を使用して、SQL ステートメントの実行に使用する EventBridge ルールを作成し
ます。
aws events put-rule
--name test-redshift-data
--schedule-expression "rate(1 minute)"

次に、ルールで指定されたスケジュールで実行する EventBridge ターゲットが作成されます。
aws events put-targets
--cli-input-json file://data.json

入力 data.json ファイルは次のとおりです。
{

"Rule": "test-redshift-data",
"EventBusName": "default",
"Targets": [
{
"Id": "2",
"Arn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:mycluster",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Administrator",
"RedshiftDataParameters": {
"Database": "dev",
"DbUser": "root",
"Sql": "select 1;",
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}

]

}

}

"StatementName": "test-scheduler-statement",
"WithEvent": true

データ API のモニタリング
モニタリングは、Data API およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマン
スを維持する上で重要な部分です。Data API を監視したり、問題が発生したときに報告したり、必要に応
じて自動アクションを実行するため、AWSには次のモニタリングツールが用意されています。
• Amazon EventBridge を使用して、AWSのサービスを自動化し、アプリケーションの可用性の問題やリ
ソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。AWS サービスからのイベントは、ほぼ
リアルタイムで EventBridge に配信されます。簡単なルールを記述して、注目するイベントと、イベン
トがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。詳細については、Amazon
EventBridge ユーザーガイドを参照してください。
• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特定できます。Amazon
Redshift と AWS CloudTrail の統合の詳細については、「CloudTrail によるログ記録」を参照してくださ
い。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。
トピック
• Amazon EventBridge での Amazon Redshift データ API のイベントのモニタリング (p. 331)

Amazon EventBridge での Amazon Redshift データ API のイベン
トのモニタリング
お客様独自のアプリケーション、Software as a Service (SaaS) アプリケーション、AWSサービスからの
リアルタイムデータのストリームを配信する EventBridge で、Data API イベントをモニタリングできま
す。EventBridge では、データは AWS Lambda や Amazon SNS などのターゲットにルーティングされま
す。これらのイベントは、CloudWatch Events に表示されるイベントと同じで、AWSリソースの変更を記
述するシステムイベントのストリームをほぼリアルタイムで配信します。イベントは、Amazon Redshift
データベースを含むアカウントに送信されます。例えば、別のアカウントでロールを引き受ける場合、
イベントはそのアカウントに送信されます。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの
「Amazon EventBridge events」を参照してください。
データ API イベントは、ExecuteStatementまたは BatchExecuteStatement API オペレーションが
WithEvent オプションを true に設定するときに送信されます。state フィールドには次のいずれかの
値が含まれます。
• ABORTED – クエリの実行がユーザーによって停止されました。
• FAILED – クエリの実行に失敗しました。
• FINISHED – クエリの実行が終了しました。
イベントは保証に基づいて配信されます。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの
「Events from AWS services」を参照してください。

データ API 終了イベントの例
以下の例は、ExecuteStatementAPI オペレーションが終了したときの Data API のイベントを示してい
ます。この例では、test.testtableという名前のステートメントの実行が終了しました。
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{

}

"version": "0",
"id": "18e7079c-dd4b-dd64-caf9-e2a31640dab0",
"detail-type": "Redshift Data Statement Status Change",
"source": "aws.redshift-data",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-01T21:14:26Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:redshift-cluster-1"
],
"detail": {
"principal": "arn:aws:iam::123456789012:user/myuser",
"statementName": "test.testtable",
"statementId": "dd2e1ec9-2ee3-49a0-819f-905fa7d75a4a",
"redshiftQueryId": -1,
"state": "FINISHED",
"rows": 1,
"expireAt": 1601673265
}
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Amazon Redshift の拡張 VPC ルー
ティング
Amazon Redshift の拡張された VPC のルーティングを使用すると、Amazon Redshift は Amazon VPC
サービスに基づく Virtual Private Cloud (VPC) を介して、クラスターとデータリポジトリ間のすべての
COPY と UNLOAD トラフィックを強制します。拡張 VPC ルーティングを使用することで、Amazon VPC
ユーザーガイドに記載されているように、標準の VPC 機能を使用できます。これらの機能には、VPC セ
キュリティグループ、ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)、VPC エンドポイント、VPC エン
ドポイントポリシー、インターネットゲートウェイ、ドメインネームシステム (DNS) サーバーなどがあり
ます。これらの機能を使用して、Amazon Redshift クラスターと他のリソースの間のデータフローを詳細
に管理します。拡張された VPC ルーティングを使用して VPC からトラフィックをルーティングする場合
には、VPC フローログを使って COPY と UNLOAD トラフィックを監視することもできます。
拡張された VPC ルーティングが有効でない場合、Amazon Redshift は AWS ネットワーク内のその他の
サービスなどへのトラフィックを、インターネット経由でルーティングします。

Important
拡張された VPC ルーティングはそのほかのリソースに Amazon Redshift がアクセスする方法に
影響を与えるため、VPC を正しく設定しないと COPY と UNLOAD コマンドが失敗する場合があ
ります。次に説明するように、クラスターの VPC とデータリソース間のネットワークパスを別に
作成する必要があります。
拡張された VPC ルーティングが有効化されているクラスターで COPY または UNLOAD コマンドを実行
すると、VPC が利用可能なネットワークパスで最も厳密、または最も限定的なものを使用して、指定され
たリソースにトラフィックをルーティングします。
たとえば、VPC で次のパスを設定できます。
• VPC エンドポイント – クラスターと同じ AWS リージョンの Amazon S3 バケットへのトラフィッ
クで、バケットに直接トラフィックする VPC エンドポイントを作成できます。VPC のエンドポイ
ントを使用すると、Amazon S3 へのアクセスを管理するためにエンドポイントのポリシーを添付
できます。Amazon Redshift でのエンドポイントの使用に関する詳細は、VPC エンドポイントの使
用 (p. 334) を参照してください。Lake Formation を使用する場合、VPC と AWS Lake Formation との
間にプライベート接続を確立する方法の詳細については、「AWS Lake Formation とインターフェイス
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。
• NAT ゲートウェイ – 別の AWS リージョンにある Amazon S3 バケットと、AWS ネットワーク内にある
別のサービスに接続できます。また、AWS ネットワーク外のホストインスタンスにアクセスすることも
できます。これを行うには、Amazon VPC ユーザーガイドの説明に従って、ネットワークアドレス変換
(NAT) ゲートウェイを設定します。
• インターネットゲートウェイ – VPC の外にある AWS サービスに接続するには、Amazon VPC ユーザー
ガイドの説明通りに、インターネットゲートウェイを VPC サブネットにアタッチします。インターネッ
トゲートウェイを使用するには、クラスターと他のサービスとの通信を可能にするパブリック IP がクラ
スターに必要です。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイント」を参照してください。
拡張 VPC ルーティングは追加料金なしで使用できます。特定の操作では、追加のデータ転送料金が発生
する可能性があります。これには、異なる AWS リージョンでの Amazon S3 への UNLOAD などのオペ
レーションが含まれます。Amazon EMR から COPY、またはパブリック IP アドレスを持つ Secure Shell
(SSH)。料金の詳細については、「Amazon EC2 料金表」を参照してください。
トピック
• VPC エンドポイントの使用 (p. 334)
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• 拡張された VPC ルーティングの有効化 (p. 334)
• 拡張された VPC のルーティングで Amazon Redshift Spectrum を使用する (p. 335)

VPC エンドポイントの使用
VPC エンドポイントを使用して、VPC にある Amazon Redshift クラスターと Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) 間でマネージド接続を作成することができます。このとき、クラスターと Amazon
S3 のデータ間の COPY と UNLOAD トラフィックは Amazon VPC に留まります。エンドポイントにエン
ドポイントポリシーをアタッチして、より厳密なデータアクセスの管理ができます。たとえば、アカウン
トの特定の Amazon S3 バケットにのみデータをアップロード許可するようなポリシーを VPC エンドポイ
ントに追加できます。

Important
現在、Amazon Redshift では、Amazon S3 に接続する場合にのみ VPC エンドポイントをサポー
トしています。Amazon VPC で VPC エンドポイントを使用するために他の AWS サービスへ
のサポートが追加されると、Amazon Redshift ではこれらの VPC エンドポイント接続もサポー
トされます。VPC エンドポイントを使用して Amazon S3 バケットに接続するには、接続する
Amazon Redshift クラスターと Amazon S3 バケットが同じ AWS リージョンにある必要がありま
す。
VPC エンドポイントを使用するには、クラスターがある VPC への VPC エンドポイントを作成し、そし
てクラスターに拡張された VPC ルーティングを有効化します。VPC でクラスターを作成する場合、拡張
された VPC ルーティングを有効にするか、あるいは VPC のクラスターを変更して拡張された VPC ルー
ティングとして使用することもできます。
VPC エンドポイントは、ルートテーブルを使用して VPC のクラスターと Amazon S3 間のトラフィック
のルーティングをコントロールします。特定のルートテーブルに関連付けられたサブネットのすべてのク
ラスターは、自動的にそのエンドポイントを使用してサービスにアクセスします。
VPC はトラフィックをルーティングするために、クラスターのトラフィックに合う最も特定された、ま
たは最も限定的なルートを使用します。たとえば、ルートテーブルで、インターネットゲートウェイと
Amazon S3 エンドポイントを指すすべてのインターネットトラフィック (0.0.0.0/0) にルートがあるとし
ます。この場合、Amazon S3 を宛先とするすべてのトラフィックでエンドポイントルートが優先されます
これは、Amazon S3 サービスの IP アドレス範囲が 0.0.0.0/0 よりも具体的であるためです。この例では、
他の AWS リージョンにある Amazon S3 バケット行きのトラフィックを含め、その他のすべてのインター
ネットトラフィックはインターネットゲートウェイに移動します。
エンドポイントの作成の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントの作成」
を参照してください。
クラスターからデータファイルがある Amazon S3 バケットへのアクセスを制御するために、エンドポイ
ントポリシーを使用します。特定の制御については、オプションでカスタムエンドポイントポリシーを
アタッチできます。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「Control access to services using
endpoint policies (エンドポイントポリシーを使用してサービスへのアクセスをコントロールする)」を参照
してください。
エンドポイントは追加料金なしで使用できます。データ転送とリソースの使用量に対する標準料金が適用
されます。料金の詳細については、「Amazon EC2 料金表」を参照してください。

拡張された VPC ルーティングの有効化
クラスターを作成時に拡張された VPC ルーティングを有効化することも、既存のクラスターを変更して拡
張された VPC ルーティングを有効化することもできます。
拡張された VPC ルーティングを操作するためには、クラスターが次の要件と制約を満たしている必要があ
ります。
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• クラスターは VPC 内にある必要があります。
Amazon S3 VPC エンドポイントをアタッチする場合、クラスターは同じ AWS リージョンにある
Amazon S3 バケットへのアクセスのためだけに VPC エンドポイントを使用します。他の AWS リー
ジョンでバケットにアクセスしたり (VPC エンドポイントを使用せずに)、他の AWS サービスにアクセ
スするには、クラスターのパブリックアクセスを有効にするか、ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲー
トウェイを使用します。詳細については、「VPC でクラスターを作成する (p. 116)」を参照してくださ
い。
• VPC でドメインネームサービス (DNS) 解決を有効にする必要があります。または、自分で所有する
DNS サーバーを使用している場合は、Amazon S3 に送られる DNS リクエストが AWS により維持され
る IP アドレスに正しく変換されていることを確認する必要があります。詳細については、Amazon VPC
ユーザーガイドの VPC での DNS の使用を参照してください。
• DNS ホスト名を VPC で有効にする必要があります。DNS ホスト名はデフォルトで有効化されていま
す。
• VPC エンドポイントポリシーは、すべてのマニフェストファイル関連へのアクセスを含む Amazon
Redshift で呼び出される COPY、UNLOAD、CREATE LIBRARY で使用されるすべての Amazon S3 バ
ケットへのアクセスを許可している必要があります。リモートホストからの COPY では、エンドポイン
トポリシーが各ホストマシンへのアクセスを許可している必要があります。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、UNLOAD、CREATE LIBRARY のための IAM 許
可」を参照してください。

拡張された VPC のルーティングで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.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター)、[Create cluster] (クラスターを作成) の順に選択
し、[Cluster details] (クラスターの詳細) プロパティを入力します。

3.

[Additional configurations (追加設定)] セクションを表示するには、[Use defaults (デフォルトの使用)]
をオフにします。

4.

[拡張された VPC のルーティング] を有効化するには、[有効] を選択してクラスタートラフィックが
VPC を通過するよう強制します。

5.

[クラスターを作成] を選択して、クラスターを作成します。クラスターの使用準備ができるまで、数
分かかることがあります。

次の Amazon Redshift 用の AWS Command Line Interface (AWS CLI) オペレーションを使用して、拡張さ
れた VPC のルーティングを有効化できます。
• create-cluster
• modify-cluster
次の Amazon Redshift API アクションを使用して、拡張された VPC のルーティングを有効化できます。
• CreateCluster
• ModifyCluster

拡張された VPC のルーティングで Amazon
Redshift Spectrum を使用する
Amazon Redshift 拡張された VPC のルーティングは、特定のトラフィックを VPC 経由でルーティングし
ます。クラスターと Amazon S3 バケット間のすべてのトラフィックは、Amazon VPC を通過するよう強
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制されます。Redshift Spectrum は、Amazon Redshift が所有する AWS 管理のリソースで実行されます。
これらのリソースは VPC の外部にあるため、Redshift Spectrum は拡張された VPC のルーティングを使
用しません。
クラスターが拡張された VPC のルーティングを使用するよう設定されている場合、Redshift Spectrum と
Amazon S3 間のトラフィックは、VPC の外部で AWS プライベートネットワークを介し、安全にルーティ
ングされます。処理中のトラフィックは Amazon Signature Version 4 プロトコル (SIGv4) を使用して署名
され、HTTPS を使用して暗号化されます。このトラフィックは、Amazon Redshift クラスターに添付され
ている IAM ロールに基づいて承認されます。Redshift Spectrum トラフィックをさらに管理するには、ク
ラスターの IAM ロールと、Amazon S3 バケットに添付されているポリシーを変更します。また、次の詳
細のとおり、クラスターが AWS Glue または Athena にアクセスできるよう VPC を設定する必要がある場
合があります。
拡張された VPC ルーティングはその他のリソースに Amazon Redshift がアクセスする方法に影響を与え
るため、VPC を正しく設定しないとクエリが失敗する場合があることに注意してください。詳細について
は、「Amazon Redshift の拡張 VPC ルーティング (p. 333)」を参照してください。Amazon S3 バケット
にトラフィックを送信するための VPC エンドポイント、NAT ゲートウェイ、およびその他のネットワー
クリソースの作成について詳しく説明しています。

Redshift Spectrum に拡張された VPC のルーティング
を使用する場合の考慮事項
次は、Redshift Spectrum 拡張された VPC のルーティングを使用する場合の考慮事項です。
• バケットアクセスポリシー (p. 336)
• クラスター IAM ロール (p. 337)
• Amazon S3 アクセスのログ記録と監査 (p. 337)
• AWS Glue または Amazon Athena へのアクセス (p. 338)

バケットアクセスポリシー
バケットに添付されたバケットポリシーを使用、およびクラスターに添付された IAM ロールを使用するこ
とで、Amazon S3 バケットにあるデータへのアクセスを管理できます。
Redshift Spectrum は、指定された VPC エンドポイントへのアクセスのみを制限するバケットポリシーを
使用する Amazon S3 バケットに格納されているデータにはアクセスできません。代わりに、特定の AWS
アカウントやユーザーなど、特定のプリンシパルへのアクセスのみを制限するバケットポリシーを使用し
ます。
バケットへのアクセス権限を付与された IAM ロールには、Amazon Redshift サービスプリンシパルのみが
ロールを引き受けることを許可する信頼関係を使用します。ロールがクラスターに添付されると、ロール
は Amazon Redshift のコンテキストでのみ使用でき、クラスター外で共有することはできません。詳細に
ついては、「IAM ロールへのアクセスの制限 (p. 484)」を参照してください。
Redshift Spectrum を使用するには、事前署名付き URL の使用をブロックする IAM ポリシーを適用できま
せん。
次のバケットポリシーの例では、AWS アカウント 123456789012 が所有する Redshift Spectrum からの
トラフィックからのみの、指定されたバケットへのアクセスを許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "BucketPolicyForSpectrum",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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"AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:root"]
},
"Action": ["s3:GetObject", "s3:List*"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::examplebucket/*"],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:UserAgent": "AWS Redshift/Spectrum"
}
}
}]

}

クラスター IAM ロール
クラスターに添付されたロールには、次に示すように、Amazon Redshift サービスによってのみ引き受け
られることを許可する信頼関係があります。
{

}

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

特定のバケットへの COPY および UNLOAD アクセスを防ぐクラスターロールにポリシーを追加できま
す。次のポリシーは、Redshift Spectrum からのみの指定されたバケットへのトラフィックを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:Get*", "s3:List*"],
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucket/*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:UserAgent": "AWS Redshift/Spectrum"}}
}]

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「Amazon Redshift Spectrum 用
IAM ポリシー」を参照してください。

Amazon S3 アクセスのログ記録と監査
Amazon Redshift 拡張された VPC のルーティングを使用する利点の 1 つは、すべての COPY および
UNLOAD トラフィックが VPC フローログに記録されることです。Redshift Spectrum から Amazon S3
へのトラフィックは VPC を通過しないため、VPC フローログに記録されません。Redshift Spectrum が
Amazon S3 にあるデータにアクセスする際、AWS アカウントとそれぞれのロール権限のコンテキストで
これらのオペレーションが実行されます。AWS CloudTrail と Amazon S3 でサーバーアクセスのログ記録
を使用して、Amazon S3 のアクセスをログ記録し、監査を行えます。
S3 IP 範囲が許可リストに追加されていることを確認します。必要な S3 IP 範囲の詳細については、
「ネットワークの隔離」を参照してください。
AWS CloudTrail ログ
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Redshift Spectrum を含め、Amazon S3 にあるオブジェクトへのすべてのアクセスを追跡するに
は、Amazon S3 オブジェクトの CloudTrail ログ記録を有効化します。
CloudTrail を使用することで、AWS インフラストラクチャ全体のアカウントアクティビティを表示、検
索、ダウンロード、アーカイブ、分析し、それに対応できます。詳細については、「CloudTrail の開始方
法」を参照してください。
デフォルトでは、CloudTrail はバケットレベルのアクションのみを追跡します。オブジェクトレベルのア
クション (GetObject など) を追跡するには、ログが記録されたバケットそれぞれのデータイベントおよ
び管理イベントを有効化します。
Amazon S3 サーバーアクセスログ
サーバーアクセスのログには、バケットに対するリクエストの詳細が記録されます。アクセスログ情報
は、セキュリティとアクセス監査に役立ちます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイドのサーバーアクセスのログ記録を有効にする方法を参照してください。
詳細については、AWS セキュリティブログの記事「How to Use Bucket Policies and Apply Defense-inDepth to Help Secure Your Amazon S3 Data」を参照してください。

AWS Glue または Amazon Athena へのアクセス
Redshift Spectrum では、AWS Glue または Athena のデータカタログにアクセスできます。データカタロ
グの専用 Hive メタストアを使用してアクセスすることもできます。
AWS Glue または Athena へのアクセスを有効にするには、インターネットゲートウェイまたは NAT ゲー
トウェイで VPC を設定します。AWS Glue または Athena のパブリックエンドポイントへのアウトバウ
ンドトラフィックを許可するよう、VPC セキュリティグループを設定します。また、AWS Glue から
AWS Glue Data Catalog にアクセスできるように、インターフェイスの VPC エンドポイントを設定でき
ます。VPC インターフェイスエンドポイントを使用すると、AWS ネットワーク内で VPC と AWS Glue
間の通信が行われます。詳細については、「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してくださ
い。
VPC で次のパスを設定できます。
• インターネットゲートウェイ – VPC の外にある AWS サービスに接続するには、Amazon VPC ユーザー
ガイドの説明通りに、インターネットゲートウェイを VPC サブネットにアタッチします。インターネッ
トゲートウェイを使用するには、クラスターと他のサービスとの通信を可能にするパブリック IP アドレ
スがクラスターに必要です。
• NAT ゲートウェイ – 別の AWS リージョンの Amazon S3 バケットまたは AWS ネットワーク内の別
のサービスに接続するには、Amazon VPC ユーザーガイドの説明通りに、ネットワークアドレス変換
(NAT) ゲートウェイを設定します。この設定を使用して、AWS ネットワーク外のホストインスタンスに
アクセスすることもできます。
詳細については、「Amazon Redshift の拡張 VPC ルーティング (p. 333)」を参照してください。
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Amazon Redshift パラメータグルー
プを作成します。
概要
Amazon Redshift で、作成する各クラスターにパラメータグループを関連付けます。パラメータグルー
プは、クラスター内で作成したデータベースに適用されるパラメータのグループです。これらのパラメー
タは、クエリのタイムアウトやデータスタイルなどのデータベース設定を定義します。

パラメータグループについて
各パラメータグループには、データベースの設定を定義する複数のパラメータがあります。使用で
きるパラメータのリストは、パラメータグループが属しているパラメータグループファミリーによっ
て異なります。パラメータグループファミリーとは、パラメータグループ内のパラメータが適用さ
れる Amazon Redshift エンジンのバージョンのことです。パラメータグループファミリー名の形式
は、redshift-version (version はエンジンバージョン) です。たとえば、エンジンの現在のバージョ
ンは redshift-1.0 です。
Amazon Redshift は、パラメータグループファミリーごとに 1 つのデフォルトパラメータグループを提供
しています。デフォルトパラメータグループにはパラメータごとのプリセット値があり、これを変更する
ことはできません。デフォルトパラメータグループ名の形式は default.parameter_group_family
(parameter_group_family はパラメータグループが属するエンジンのバージョン) です。たとえ
ば、redshift-1.0 バージョンのデフォルトパラメータグループの名前は default.redshift-1.0 で
す。

Note
現時点では、redshift-1.0 が Amazon Redshift エンジンの唯一のバージョンです。したがっ
て、default.redshift-1.0 が唯一のデフォルトパラメータグループです。
デフォルトパラメータグループとは異なるパラメータ値を使用するには、カスタムパラメータグループを
作成してクラスターを関連付ける必要があります。カスタムパラメータグループ内のパラメータ値は、最
初はデフォルトパラメータグループ内のものと同じです。これらの値は Amazon Redshift によってプリ
セットされているため、すべてのパラメータの最初の source は engine-default です。パラメータ値
を変更した後、source は user に変わり、値がデフォルト値から変更されたことを示します。

Note
Amazon Redshift コンソールには各パラメータの source は表示されません。source を表示
するには、Amazon Redshift API、AWS CLI、または AWS SDK の 1 つを使用する必要がありま
す。
ユーザーが作成したパラメータグループについては、パラメータ値はいつでも変更できます。またはすべ
てのパラメータ値をデフォルトにリセットすることもできます。また、異なるパラメータグループをクラ
スターに関連付けることもできます。場合によっては、クラスターに既に関連付けられているパラメータ
グループのパラメータ値を変更したり、別のパラメータグループをクラスターに関連付けたりすることも
できます。このような場合、更新したパラメータ値を有効にするためにクラスターの再起動が必要になる
ことがあります。クラスターに障害が発生し、Amazon Redshift により再起動された場合、変更内容はそ
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のときに適用されます。メンテナンス中にクラスターが再起動された場合、変更は適用されません。詳細
については、「WLM の動的プロパティと静的プロパティ (p. 342)」を参照してください。

デフォルトパラメータ値
次の表はデフォルトパラメータ値の一覧とともに、各パラメータの詳細な情報へのリンクを示していま
す。これらは redshift-1.0 パラメータグループファミリーのデフォルト値です。
パラメータ名

値

詳細情報

auto_analyze

true

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「auto_analyze」

datestyle

ISO, MDY

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「datestyle」

enable_case_sensitive_identifier
false

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「enable_case_sensitive_identifier」

enable_user_activity_logging
false

このガイドの「データベース監査ログ作
成 (p. 505)」

extra_float_digits

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「extra_float_digits」

0

max_concurrency_scaling_clusters
1

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「max_concurrency_scaling_clusters」

query_group

default

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「query_group」

require_ssl

false

このガイドの「接続のセキュリティオプションを
設定する (p. 251)」

search_path

$user, public

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「search_path」

statement_timeout

0

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「statement_timeout」

wlm_json_configuration

[{"auto_wlm":true}]

このガイドの「ワークロード管理の設
定 (p. 342)」

use_fips_ssl

false

システムが FIPS に準拠する必要がある場合の
み、FIPS 準拠の SSL モードを有効にします。

auto_mv

true

Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの「自動マテリアライズドビュー」

Note
max_cursor_result_set_size パラメータは廃止されました。カーソル結果セットのサイズ
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「カーソルの制約」を
参照してください。
データベースで SET コマンドを使用して一時的にパラメータを上書きすることもできます。SET コマン
ドは、現在のセッションの期間だけパラメータを上書きします。前の表で示されたパラメータに加えて、
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データベースで wlm_query_slot_count を設定することで、一時的にスロットカウントを調整するこ
ともできます。wlm_query_slot_count パラメータは、パラメータグループでの設定に使用することは
できません。スロット数の調整の詳細については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの
「wlm_query_slot_count」を参照してください。他のパラメータを一時的に上書きする方法の詳細につい
ては、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドからサーバー設定の変更を参照してください。

AWS CLI によるパラメータ値を設定する
AWS CLI を使用して Amazon Redshift パラメータを設定するには、特定のパラメータグループに対して
modify-cluster-parameter-group コマンドを使用します。parameter-group-name で、変更する
パラメータグループを指定します。parameters パラメータ (modify-cluster-parameter-group コ
マンドのパラメータ) を使用して、パラメータグループで変更する各パラメータの名前と値のペアを指定
します。

Note
wlm_json_configuration を使用して AWS CLI パラメータを設定する際は、特別な考慮事項
があります。このセクションの例は、wlm_json_configuration を除くすべてのパラメータに
適用されます。wlm_json_configuration による AWS CLI の設定の詳細については、「ワー
クロード管理の設定 (p. 342)」を参照してください。
パラメータ値を変更した後は、変更したパラメータグループに関連付けられているクラスターを再起動す
る必要があります。値が適用中の間、applying のクラスター状態は ParameterApplyStatus と表示
され、値の適用が完了すると pending-reboot になります。再起動後、クラスター内のデータベースは
新しいパラメータ値の使用を開始します。クラスターの再起動の詳細については、「クラスターの再起
動 (p. 109)」を参照してください。

Note
wlm_json_configuration パラメータに含まれる一部のプロパティは動的プロパティであり、
関連付けられたクラスターを再起動しなくても変更が適用されます。動的プロパティと静的プロ
パティの詳細については、「WLM の動的プロパティと静的プロパティ (p. 342)」を参照してく
ださい。
[Syntax] (構文)
次の構文は、modify-cluster-parameter-group コマンドを使用してパラメータを設定する方法を示
しています。parameter_group_name を指定し、parameter_name と parameter_value の両方を実
際に設定するパラメータとパラメータ値に置き換えます。複数のパラメータを同時に変更する場合は、パ
ラメータと値の各セットをスペースで区切ります。
aws redshift modify-cluster-parameter-group --parameter-group-name parameter_group_name -parameters ParameterName=parameter_name,ParameterValue=parameter_value

例
次の例は、statement_timeout パラメータグループの enable_user_activity_logging パラメー
タと myclusterparametergroup パラメータを設定する方法を示しています。

Note
読みやすくするため、例は複数行で表示されていますが、実際の AWS CLI では 1 行になりま
す。
aws redshift modify-cluster-parameter-group
--parameter-group-name myclusterparametergroup
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--parameters ParameterName=statement_timeout,ParameterValue=20000
ParameterName=enable_user_activity_logging,ParameterValue=true

コンソールを使用してパラメータグループを作成および管理する 詳細については、「コンソールを使用し
たパラメータグループの管理 (p. 352)」を参照してください。

ワークロード管理の設定
Amazon Redshift では、ワークロード管理 (WLM) を使用して、使用可能なクエリキューの数と、処理する
ためにクエリをそれらのキューにルーティングする方法を定義します。WLM は、パラメータグループ設
定の一部です。クラスターは、関連付けられているパラメータグループで指定された WLM 設定を使用し
ます。
パラメータグループを作成すると、デフォルトの WLM 設定には、最大 5 つのクエリを同時に実行できる
1 つのキューが含まれます。クエリの処理をさらに細かく制御する場合、キューを追加して、各キューの
WLM プロパティを設定できます。追加した各キューのデフォルトの WLM 設定は、そのプロパティを設定
するまで同じです。
付加的なキューを追加する場合、設定内の最後のキューがデフォルトキューになります。クエリが WLM
設定の条件に基づいて別のキューにルーティングされる場合を除いて、デフォルトキューにより処理され
ます。デフォルトキューのモードおよび同時実行レベル (クエリスロット) を指定できますが、デフォルト
キューのユーザーグループやクエリグループを指定することはできません。
他のパラメータと同様、デフォルトパラメータグループで WLM 設定を変更することはできません。デ
フォルトパラメータグループに関連付けられたクラスターは、常にデフォルトの WLM 設定を使用しま
す。WLM 設定を変更するには、新しいパラメータグループを作成してからカスタム WLM 設定を必要とす
るクラスターとそのパラメータグループを関連付けます。

WLM の動的プロパティと静的プロパティ
WLM 設定プロパティは動的または静的のいずれかです。動的なプロパティは、クラスターを再起動する
ことなくデータベースに適用できますが、静的プロパティで変更を有効にするには、クラスターの再起動
が必要です。静的および動的プロパティの詳細については、「WLM の動的設定プロパティと静的設定プ
ロパティ」を参照してください。

wlm_json_configuration パラメータのプロパティ
WLM は、Amazon Redshift コンソール、AWS CLI、Amazon Redshift API、または AWS SDK の 1 つを使
用して設定できます。WLM 設定では、キュー間でのメモリ割り当て、キューで同時に実行できるクエリ
の数などのキューの動作を定義するいくつかのプロパティが使用されます。

Note
以下のプロパティは Amazon Redshift コンソール名とともに表示され、対応する JSON プロパ
ティは説明で示されています。
次の表は、プロパティが自動 WLM または手動 WLM に適用可能かどうかをまとめたものです。
WLM プロパティ

自動 WLM

手動 WLM

自動 WLM

はい

はい

ショートクエリアクセラレー
ションの有効化

はい

はい
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WLM プロパティ

自動 WLM

手動 WLM

ショートクエリの最大実行時間

はい

はい

優先度

はい

いいえ

キューのタイプ

はい

はい

キュー名

はい

はい

同時実行スケーリングモード

はい

はい

Concurrency

いいえ

はい

ユーザーグループ

はい

はい

User Group Wildcard

はい

はい

クエリグループ

はい

はい

Query Group Wildcard

はい

はい

タイムアウト

いいえ

廃止

メモリ

いいえ

はい

クエリのモニタリングルール

はい

はい

次の一覧では、各キューに設定できる WLM プロパティについて説明します。
自動 WLM
自動 WLM を true に設定すると、自動 WLM が有効になります。[Automatic WLM] (自動 WLM) で
は、[Concurrency on main] (メインでの同時実行数) と [Memory (%)] (メモリ (%))の値が Auto に設定
されます。Amazon Redshift は、クエリの同時実行数とメモリの割り当てを管理します。デフォルト:
true。
JSON プロパティ: auto_wlm
ショートクエリアクセラレーションの有効化
ショートクエリアクセラレーション (SQA) は、実行時間が短い一部のクエリを、実行時間が長いクエ
リよりも優先します。SQA では実行時間が短いクエリを専用領域で実行します。このため SQA クエ
リは、実行時間が長いクエリをキューで待機するよう強制されません。SQA によって実行時間が短い
クエリの実行開始が早くなり、ユーザーへの結果表示も早くなります。SQA を有効にすると、ショー
トクエリの最大実行時間も指定できます。SQA を有効にするには、true を指定します。デフォルト:
false。
JSON プロパティ: short_query_queue
ショートクエリの最大実行時間
SQA を有効にした場合は、0 に指定することで、WLM でショートクエリの最大実行時間を動的に設
定することができます。または、固定値 (1 20 秒) を指定します。デフォルト値は 0 です。
JSON プロパティ: max_execution_time
優先度
優先度は、キューで実行されるクエリの優先度を設定します。優先度を設定するには、[WLM モード]
を [Auto WLM] に設定する必要があります。つまり、auto_wlm が true でなければなりません。有
効な値は、highest、high、normal、low、および lowest です。デフォルト: normal。
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JSON プロパティ: priority
キューのタイプ
キュータイプは、[自動 WLM] または [手動 WLM] で使用されるキューを指定します。queue_type を
auto または manual に設定します。指定されなかった場合、デフォルト値は manual です。
JSON プロパティ: queue_type
キュー名
キューの名前。キュー名は、ビジネスニーズに基づいて設定できます。キュー名は WLM 設定内で
一意である必要があります。また、最大 64 文字の英数字、アンダースコア、またはスペースを使
用します。引用符を含めることはできません。たとえば、ETL クエリのキューがある場合は、ETL
queue と名前を付けることができます。この名前は、メトリクス、システムテーブルの値、Amazon
Redshift コンソールでキューを識別するために使用されます。これらのソースの名前を使用するクエ
リとレポートは、名前の変更に対応できる必要があります。以前は、キュー名は Amazon Redshift に
よって生成されていました。キューのデフォルト名は、Queue 1、Queue 2 の順に最後の Default
queue という名前のキューまで続きます。

Important

キュー名を変更すると、WLM キューメトリクスの QueueName ディメンションの値
(WLMQueueLength、WLMQueueWaitTime、WLMQueriesCompletedPerSecond、WLMQueryDuration、WLMR
など) も変更されます。そのため、キュー名を変更する場合は、設定した CloudWatch のア
ラームを変更する必要がある場合があります。
JSON プロパティ: name
同時実行スケーリングモード
キューで同時実行スケーリングを有効にするには、[同時実行スケーリングモード] を auto に設定し
ます。キューにルーティングされたクエリの数がキューに設定された同時実行数を超えると、対象ク
エリがスケーリングクラスターに送信されます。スロットが使用可能になると、クエリはメインクラ
スターで実行されます。デフォルト: off。
JSON プロパティ: concurrency_scaling
同時実行
手動 WLM キューで同時に実行できるクエリの数。このプロパティは、手動 WLM にのみ適用されま
す。同時実行スケーリングが有効な場合、キューが同時実行数レベル (クエリスロット) に達すると、
対象のクエリがスケーリングクラスターに送信されます。同時実行スケーリングモードが無効な場
合、スロットが使用可能になるまで、クエリはキューで待機します。範囲は 1～50 です。
JSON プロパティ: query_concurrency
ユーザーグループ
ユーザーグループ名のカンマ区切りリスト。ユーザーグループのメンバーがデータベースでクエリを
実行すると、そのメンバーのクエリはユーザーグループに関連付けられたキューにルーティングされ
ます。
JSON プロパティ: user_group
ユーザーグループのワイルドカード
ユーザーグループでワイルドカードを有効にするかどうかを示すブール値。この値が 0 の場合、ワイ
ルドカードは無効です。この値が 1 の場合、ワイルドカードは有効です。ワイルドカードを有効にす
ると、「*」または「？」を使用できます。クエリを実行するときに複数のユーザーグループを指定し
ます。詳細については、「ワイルドカード」を参照してください。
JSON プロパティ: user_group_wild_card
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クエリグループ
クエリグループのカンマ区切りリスト。クエリグループのメンバーがデータベースでクエリを実行す
ると、そのメンバーのクエリはクエリグループに関連付けられたキューにルーティングされます。
JSON プロパティ: query_group
クエリグループのワイルドカード
クエリグループでワイルドカードを有効にするかどうかを示すブール値。この値が 0 の場合、ワイル
ドカードは無効です。この値が 1 の場合、ワイルドカードは有効です。ワイルドカードを有効にする
と、「*」または「？」を使用できます。クエリを実行するときに複数のクエリグループを指定しま
す。詳細については、「ワイルドカード」を参照してください。
JSON プロパティ: query_group_wild_card
タイムアウト (ms)
WLM タイムアウト (max_execution_time) は廃止されました。自動 WLM を使用している場合は使
用できません。代わりに、query_execution_time を使用してクエリモニタリングルール (QMR)
を作成して、経過したクエリ実行時間を制限します。詳細については、WLM クエリモニタリングルー
ルを参照してください。
クエリがキャンセルされるまで実行できる最大時間 (ミリ秒単位)。場合によっては、読み取り専用ク
エリ (SELECT ステートメントなど) が WLM タイムアウトに伴ってキャンセルされることもありま
す。このような場合、WLM は、WLM キュー割り当てルールに基づいて次に一致するキューへのクエ
リのルーティングを試みます。クエリが他のいずれのキュー定義にも一致しない場合、クエリはキャ
ンセルされ、デフォルトキューには割り当てられません。詳細については、WLM クエリキューのホッ
ピングを参照してください。WLM タイムアウトは returning 状態に達したクエリには適用されませ
ん。クエリの状態を表示するには、STV_WLM_QUERY_STATE システムテーブルを参照してくださ
い。
JSON プロパティ: max_execution_time
メモリ (%)
キューに割り当てるメモリの割合。少なくとも 1 つキューに対してメモリの割合を指定する場合は、
他のすべてのキューに対しても割合を指定する必要があります。合計は 100 パーセント以下としま
す。すべてのキューのメモリ割り当ての合計が 100% 未満である場合、未割り当て分のメモリはサー
ビスによって管理されます。サービスは、この未割り当てメモリを、処理用メモリの追加をリクエス
トしたキューに一時的に割り当てることができます。
JSON プロパティ: memory_percent_to_use
クエリのモニタリングルール
WLM クエリモニタリングルールを使用することで、指定した基準または述語に基づいてクエリの
WLM キューを継続的にモニタリングできます。たとえば、システムリソースを過剰に消費する傾向
があるクエリをモニタリングし、指定したパフォーマンスの境界をクエリを超えたときに指定のアク
ションを開始することができます。

Note
プログラムでルールを作成する場合は、パラメータグループ定義に含める JSON をコンソー
ルを使用して生成することを強くおすすめします。
特定のクエリキューにクエリモニタリングルールを関連付けます。キューごとの 25 個までルールを
指定できます。すべてのキューでのルールは合計 25 個までです。
JSON プロパティ: rules
JSON プロパティの階層:
rules
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rule_name
predicate
metric_name
operator
value
action
value

ルールごとに、以下のプロパティを指定します。
• rule_name – ルール名は WLM 設定内で一意である必要があります。ルール名には最大で 32 文字
の英数字または下線を使用できます。スペースまたは疑問符を含めることはできません。キューご
との 8 個までルールを指定できます。すべてのキューでのルールは合計 8 個までです。
• predicate – 述語は、ルールごとに最大で 3 つまで設定できます。述語ごとに、以下のプロパ
ティを指定します。
• metric_name – メトリクスの一覧については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガ
イドの「クエリモニタリングのメトリクス」を参照してください。
• operator – オペレーションは =、<、および > です。
• value – アクションをトリガーする指定されたメトリクスのしきい値。
• action – 各ルールは 1 つのアクションに関連付けられます。有効なアクションは以下のとおりで
す。
• log
• hop (手動 WLM でのみ利用可能)
• abort
• change_query_priority (自動 WLM でのみ利用可能)
次の例は、2 つの述語と rule_1 いうアクションを持つ hop という名前の WLM クエリモニタリング
ルール用の JSON を示しています。
"rules": [
{

]

}

"rule_name": "rule_1",
"predicate": [
{
"metric_name": "query_execution_time",
"operator": ">",
"value": 100000
},
{
"metric_name": "query_blocks_read",
"operator": ">",
"value": 1000
}
],
"action": "hop"

これらのプロパティとクエリキュー設定の戦略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からワークロード管理の実装を参照してください。

AWS CLI による wlm_json_configuration パラメータの
設定
WLM を設定するには、wlm_json_configuration パラメータを変更しま
す。wlm_json_configuration プロパティ値の最大サイズは 8,000 文字です。この値は
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JavaScript Object Notation (JSON) でフォーマットされています。AWS CLI、Amazon Redshift
API、または AWS SDK の 1 つを使用して WLM を設定する場合、このセクションの残りの部分で
wlm_json_configuration パラメータの JSON 構造を構築する方法を確認してください。

Note
Amazon Redshift を使用して WLM を設定する場合、コンソールでは簡単にキューを追加してそ
のプロパティを設定できるため、JSON 形式について理解する必要はありません。コンソールを
使用して WLM を設定する方法の詳細については、「パラメータグループを変更する (p. 352)」
を参照してください。
例
次の例は、自動 WLM で 1 つのキューを定義するデフォルトの WLM 設定です。
{
}

"auto_wlm": true

例
次の例は、同時実行数レベル (クエリスロット) が 5 である 1 つの手動 WLM キューを定義するカスタムの
WLM 設定です。
{
}

"query_concurrency":5

[Syntax] (構文)
デフォルトの WLM 設定は非常にシンプルで、キューが 1 つとプロパティが 1 つしかありません。JSON
構造でキューを追加し、キューごとに複数のプロパティを設定することができます。次の構文は、複数の
プロパティを持つ複数のキューを設定する場合に使用する JSON 構造を表しています。
[

]

{

}

"ParameterName":"wlm_json_configuration", "ParameterValue":
"[
{
"q1_first_property_name":"q1_first_property_value",
"q1_second_property_name":"q1_second_property_value",
...
},
{
"q2_first_property_name":"q2_first_property_value",
"q2_second_property_name":"q2_second_property_value",
...
}
...
]"

前の例では、q1 で始まる代表的なプロパティは、最初のキューの配列にあるオブジェクトです。これらの
各オブジェクトは名前と値のペアです。name と value を組み合わせて最初のキューに WLM プロパティ
を設定します。q2 で始まる代表的なプロパティは、2 番目のキューの配列にあるオブジェクトです。より
多くのキューが必要な場合、追加の各キューに別のアレイを追加し、各オブジェクトのプロパティを設定
します。
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WLM の設定を変更する際は、キュー内の 1 つのプロパティだけを変更する場合であっても、キューの構
造全体を含める必要があります。これは、wlm_json_configuration パラメータの値として、JSON 構
造全体が文字列として渡されるためです。

AWS CLI コマンドのフォーマット
wlm_json_configuration を使用する場合、AWS CLI パラメータには特定の形式が必要です。使用す
る形式は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。コマンドラインから正しく渡
されるように JSON 構造を囲む方法は、オペレーティングシステムによってさまざまです。Linux、Mac
OS X、Windows の各オペレーティングシステムで適切なコマンドを作成する方法の詳細については、以
下のセクションを参照してください。一般的な AWS CLI での JSON データ構造の違いについては、AWS
Command Line Interface ユーザーガイドの「Quoting strings」を参照してください。
例
以下のコマンド例では、example-parameter-group という名前のパラメータグループの手動 WLM
を設定します。この設定により、ショートクエリアクセラレーションでショートクエリの最大実行時間
が 0 に設定されます。これにより、値を動的に設定することを WLM に指示します。ApplyType 設定は
dynamic です。この設定では、このパラメータ内の動的プロパティに対して行われたすべての変更は、
設定に対して他の静的な変更が行われていない限り、速やかに適用されます。この設定では、次の 3 つの
キューを定義しています。
• 最初のキューにより、ユーザーは自身のキューで report をラベルとして (query_group プロパティ
で) 指定し、そのキューへのクエリのルーティングをスムーズにすることができます。report* ではワ
イルドカード検索が有効にされているため、クエリをキューにルーティングするためにラベルを正しい
順序にする必要はありません。たとえば、reports と reporting のいずれも、このクエリグループに
一致します。このキューにはすべてのキューの合計メモリのうち 25 パーセントが割り当てられ、最大
4 つのクエリを同時に実行できます。クエリの時間は、最大 20,000 ミリ秒 (ms) に制限されています。
モードが自動に設定されているため、キューのクエリスロットがいっぱいになると、対象のクエリがス
ケーリングクラスターに送信されます。
• 2 番目のキューにより、データベース内の admin または dba グループのメンバーであるユーザーは、
自身のクエリを処理用にそのキューにルーティングすることができます。ユーザーグループではワイル
ドカード検索が無効になっているため、ユーザーは自身のクエリがそのキューにルーティングされるよ
うにデータベース内のグループと正確に一致する必要があります。このキューにはすべてのキューの合
計メモリのうち 40% が割り当てられ、最大 5 つのクエリを同時に実行できます。モードはオフに設定
されているため、admin または dba グループのメンバーによって送信されたクエリはすべて、メインク
ラスターで実行されます。
• 設定内の最後のキューはデフォルトキューです。このキューにはすべてのキューの合計メモリのうち 35
パーセントが割り当てられ、最大 5 つのクエリを同時に処理できます。モードは自動に設定されます。

Note
デモンストレーションの目的で、例は複数行で示されています。実際のコマンドに改行を入れる
ことはできません。
aws redshift modify-cluster-parameter-group
--parameter-group-name example-parameter-group
--parameters
'[
{
"query_concurrency": 4,
"max_execution_time": 20000,
"memory_percent_to_use": 25,
"query_group": ["report"],
"query_group_wild_card": 1,
"user_group": [],
"user_group_wild_card": 0,
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"concurrency_scaling": "auto",
"queue_type": "manual"

},
{

"query_concurrency": 5,
"memory_percent_to_use": 40,
"query_group": [],
"query_group_wild_card": 0,
"user_group": [
"admin",
"dba"
],
"user_group_wild_card": 0,
"concurrency_scaling": "off",
"queue_type": "manual"

},
{

"query_concurrency": 5,
"query_group": [],
"query_group_wild_card": 0,
"user_group": [],
"user_group_wild_card": 0,
"concurrency_scaling": "auto",
"queue_type": "manual"

},
{"short_query_queue": true}

]'

以下に、自動 WLM 設定で、WLM クエリモニタリングルールを設定する例を示します。この例で
は、example-monitoring-rules という名前のパラメータグループを作成します。設定で前の例と同
じ 3 つのキューを定義しますが、query_concurrency および memory_percent_to_use は、指定さ
れません。この設定では、次のルールとクエリの優先度も追加されます。
• 最初のキューは rule_1 というルールを定義します。ルールには 2 つの述語がありま
す。query_cpu_time > 10000000 と query_blocks_read > 1000 です。ルールのアクションは
log です。このキューの優先度は Normal です。
• 2 つめのキューは rule_2 というルールを定義します。ルールには 2 つの述語がありま
す。query_execution_time > 600000000 と scan_row_count > 1000000000 です。ルールの
アクションは abort です。このキューの優先度は Highest です。
• 設定内の最後のキューはデフォルトキューです。このキューの優先度は Low です。

Note
デモンストレーションの目的で、例は複数行で示されています。実際のコマンドに改行を入れる
ことはできません。
aws redshift modify-cluster-parameter-group
--parameter-group-name example-monitoring-rules
--parameters
'[ {
"query_group" : [ "report" ],
"query_group_wild_card" : 1,
"user_group" : [ ],
"user_group_wild_card" : 0,
"concurrency_scaling" : "auto",
"rules" : [{
"rule_name": "rule_1",
"predicate": [{
"metric_name": "query_cpu_time",
"operator": ">",
"value": 1000000 },
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{ "metric_name": "query_blocks_read",
"operator": ">",
"value": 1000
} ],
"action" : "log"
} ],
"priority": "normal",
"queue_type": "auto"
}, {
"query_group" : [ ],
"query_group_wild_card" : 0,
"user_group" : [ "admin", "dba" ],
"user_group_wild_card" : 0,
"concurrency_scaling" : "off",
"rules" : [ {
"rule_name": "rule_2",
"predicate": [
{"metric_name": "query_execution_time",
"operator": ">",
"value": 600000000},
{"metric_name": "scan_row_count",
"operator": ">",
"value": 1000000000}],
"action": "abort"}],
"priority": "high",
"queue_type": "auto"
}, {
"query_group" : [ ],
"query_group_wild_card" : 0,
"user_group" : [ ],
"user_group_wild_card" : 0,
"concurrency_scaling" : "auto",
"priority": "low",
"queue_type": "auto",
"auto_wlm": true
}, {
"short_query_queue" : true
} ]'

JSON ファイルを指定してコマンドラインで AWS CLI を使用して WLM を設定す
る
wlm_json_configuration を使用して AWS CLI パラメータを変更し、JSON ファイルとして
parameters 引数の値で渡すことができます。
aws redshift modify-cluster-parameter-group --parameter-group-name myclusterparaametergroup
--parameters file://modify_pg.json

--parameters の引数は、modify_pg.json に保存されます。ファイルの場所は、オペレーティングシ
ステムの形式で指定されます。詳細については、「ファイルからパラメータをロードする」を参照してく
ださい。modify_pg.json JSON ファイルの内容の例を以下に示します。

[

{

"ParameterName": "wlm_json_configuration",
"ParameterValue": "[{\"user_group\":\"example_user_group1\",\"query_group\":
\"example_query_group1\", \"query_concurrency\":7},{\"query_concurrency\":5}]"
}

]
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[

{

"ParameterName": "wlm_json_configuration",
"ParameterValue": "[{\"query_group\":[\"reports\"],\"query_group_wild_card\":0,
\"query_concurrency\":4,\"max_execution_time\":20000,\"memory_percent_to_use\":25},
{\"user_group\":[\"admin\",\"dba\"],\"user_group_wild_card\":1,\"query_concurrency\":5,
\"memory_percent_to_use\":40},{\"query_concurrency\":5,\"memory_percent_to_use\":35},
{\"short_query_queue\": true, \"max_execution_time\": 5000 }]",
"ApplyType": "dynamic"
}
]

Linux および macOS X オペレーティングシステムのコマンドラインで AWS CLI
を使用して WLM を設定する際のルール
1 行にパラメータを指定して AWS CLI コマンドを実行するには、以下のルールに従います。
• JSON 構造全体を単一引用符 (') と 1 組の角括弧 ([ ]) で囲む必要があります。
• すべてのパラメータ名とパラメータ値は、二重引用符 (") で囲む必要があります。
• ParameterValue 値内では、ネストされた構造全体を二重引用符 (") と角括弧 ([ ]) で囲む必要がありま
す。
• ネストされた構造内では、各キューのプロパティと値をそれぞれ中括弧 ({ }) で囲む必要があります。
• ネストされた構造内では、各二重引用符 (") の前で円記号 (\) のエスケープ文字を使用する必要がありま
す。
• 名前と値のペアでは、各プロパティとその値をコロン (:) で区切ります。
• 名前と値の各ペアは、カンマ (,) で区切ります。
• 複数のキューは、キューの中括弧の末尾 (}) とその次のキューの中括弧の先頭 ({) の間にカンマ (,) を置く
ことで区切ります。

Microsoft Windows オペレーティングシステムの Windows PowerShell で AWS
CLI を使用して WLM を設定する際のルール
1 行にパラメータを指定して AWS CLI コマンドを実行するには、以下のルールに従います。
• JSON 構造全体を単一引用符 (') と 1 組の角括弧 ([ ]) で囲む必要があります。
• すべてのパラメータ名とパラメータ値は、二重引用符 (") で囲む必要があります。
• ParameterValue 値内では、ネストされた構造全体を二重引用符 (") と角括弧 ([ ]) で囲む必要がありま
す。
• ネストされた構造内では、各キューのプロパティと値をそれぞれ中括弧 ({ }) で囲む必要があります。
• ネストされた構造内では、各二重引用符 (") とその円記号 (\) のエスケープ文字の前で円記号 (\) のエス
ケープ文字を使用する必要があります。この要件は、プロパティが正しく渡されるようにするため (\\
\")、3 つの円記号と 1 つの二重引用符を使用することを意味します。
• 名前と値のペアでは、各プロパティとその値をコロン (:) で区切ります。
• 名前と値の各ペアは、カンマ (,) で区切ります。
• 複数のキューは、キューの中括弧の末尾 (}) とその次のキューの中括弧の先頭 ({) の間にカンマ (,) を置く
ことで区切ります。

Windows オペレーティングシステムでコマンドプロンプトを使用して WLM を設
定する際のルール
1 行にパラメータを指定して AWS CLI コマンドを実行するには、以下のルールに従います。
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• JSON 構造全体を二重引用符 (") と 1 組の角括弧 ([ ]) で囲む必要があります。
• すべてのパラメータ名とパラメータ値は、二重引用符 (") で囲む必要があります。
• ParameterValue 値内では、ネストされた構造全体を二重引用符 (") と角括弧 ([ ]) で囲む必要がありま
す。
• ネストされた構造内では、各キューのプロパティと値をそれぞれ中括弧 ({ }) で囲む必要があります。
• ネストされた構造内では、各二重引用符 (") とその円記号 (\) のエスケープ文字の前で円記号 (\) のエス
ケープ文字を使用する必要があります。この要件は、プロパティが正しく渡されるようにするため (\\
\")、3 つの円記号と 1 つの二重引用符を使用することを意味します。
• 名前と値のペアでは、各プロパティとその値をコロン (:) で区切ります。
• 名前と値の各ペアは、カンマ (,) で区切ります。
• 複数のキューは、キューの中括弧の末尾 (}) とその次のキューの中括弧の先頭 ({) の間にカンマ (,) を置く
ことで区切ります。

コンソールを使用したパラメータグループの管理
Amazon Redshift で、パラメータグループの表示、作成、変更、および削除を行うことができます。
任意のパラメータグループを表示して、パラメータおよびワークロード管理 (WLM) の設定の値の概要を
確認することができます。[Group parameters (グループパラメータ)] は [パラメータ] タブに表示され、
[Workload queues (ワークロードキュー)] は [ワークロード管理] タブに表示されます。

パラメータグループを作成する
デフォルトのパラメータグループとは異なるパラメータ値を設定する場合は、独自のパラメータグループ
を作成することができます。

パラメータグループを作成するには
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.

ナビゲーションメニューで、[Configurations] (設定) を選択し、次に [Workload management] (ワーク
ロード管理) を選択して [Workload management] (ワークロード管理) ページを表示します。

3.

[作成] を選択して [パラメータグループの作成] ウィンドウを表示します。

4.

[パラメータグループ名] と [説明] に値を入力します。

5.

[作成] を選択して、パラメータグループを作成します。

パラメータグループを変更する
パラメータを変更してパラメータ設定や WLM 設定プロパティを変更できます。

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。

パラメータグループを変更するには
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で、[Configurations] (設定) を選択し、次に [Workload management] (ワーク
ロード管理) を選択して [Workload management] (ワークロード管理) ページを表示します。
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3.

変更するパラメータグループを選択して、[パラメータ] と [ワークロード管理] タブのある詳細ページ
を表示します。

4.

[パラメータ] タブを選択して、現在のパラメータ設定を表示します。

5.

[パラメータの編集] を選択して、次のパラメータの設定変更を有効化します。
• auto_analyze
• datestyle
• enable_case_sensitive_identifier
• enable_user_activity_logging
• extra_float_digits
• max_concurrency_scaling_clusters
• max_cursor_result_set_size
• query_group
• require_ssl
• search_path
• statement_timeout
• use_fips_ssl
これらのパラメータの詳細については、Amazon Redshift パラメータグループを作成しま
す。 (p. 339)を参照してください。

6.

変更を入力して [保存] を選択し、パラメータグループを更新します。

パラメータグループの WLM 設定を変更するには
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で、[Configurations] (設定) を選択し、次に [Workload management] (ワーク
ロード管理) を選択して [Workload management] (ワークロード管理) ページを表示します。

3.

変更するパラメータグループを選択して、[パラメータ] と [ワークロード管理] タブのある詳細ページ
を表示します。

4.

[ワークロード管理] タブを選択して現行の WLM 設定を表示します。

5.

[Edit workload queues (ワークロードキューの編集)] を選択して、WLM 設定を編集します。

6.

(オプション) [Enable short query acceleration (ショートクエリアクセラレーションの有効化)] を選択
して、ショートクエリアクセラレーション (SQA) を有効にします。
SQA を有効にした場合、[ショートクエリの最大実行時間 (1～20 秒)] は、デフォルトで [動的] に設定
されます。最大実行時間を固定値に設定するには、値 1 20 を選択します。

7.

キュー設定を変更するには、次の 1 つ以上の操作を行います:
• [Switch WLM mode (WLM モードの切り替え)] を選択し、[Automatic WLM (自動 WLM)] と [Manual
WLM (手動 WLM)] の間で切り替えます。
[Automatic WLM (自動 WLM)] では、[メモリ] と [Concurrency on main (メインでの同時実行数)] の
値が [auto (自動)] に設定されます。
• キューを作成するには、[Edit workload queues (ワークロードキューの編集)] を選択してから、[Add
Queue (キューの追加)] を選択します。
• キューを変更するには、テーブルのプロパティ値を変更します。キューのタイプに応じて、プロパ
ティには以下が含まれます。
• キュー名は変更できます。
• メモリ (%)
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• メインクラスターでの同時実行数
• Concurrency scaling mode (同時実行スケーリングモード) (off または auto)
• タイムアウト (ms)
• ユーザーグループ
• クエリグループ
これらのプロパティの詳細については、「wlm_json_configuration パラメータのプロパ
ティ (p. 342)」を参照してください。

Important

キュー名を変更すると、WLM キューメトリクスの QueueName ディメンションの値
(WLMQueueLength、WLMQueueWaitTime、WLMQueriesCompletedPerSecond、WLMQueryDuration、WLM
など) も変更されます。そのため、キュー名を変更する場合は、設定した CloudWatch のア
ラームを変更する必要がある場合があります。
• キューの順序を変更するには、上 および下の矢印ボタンを選択します。
• キューを削除するには、テーブル内にあるキューの行の [削除] ボタンを選択します。
8.

(オプション) [再起動するまで動的な変更を延期する] を選択して、次の再起動後に関連付けられたク
ラスターに変更を適用します。

Note
一部の変更では、この設定に関係なくクラスターの再起動が必要となります。詳細について
は、WLM の動的プロパティと静的プロパティ (p. 342) を参照してください。
9.

[Save] を選択します。

コンソールを使用してクエリモニタリングルールを作
成または変更する
Amazon Redshift コンソールを使用して、WLM クエリモニタリングルールを作成および変更できます。ク
エリモニタリングルールは、パラメータグループの WLM 構成パラメータの一部です。クエリモニタリン
グルール (QMR) を変更すると、クラスターを変更しなくても自動的に変更が行われます。詳細について
は、WLM クエリモニタリングルールを参照してください。
ルールを作成する際には、ルール名、述語 (複数可)、アクションを定義します。
ルールの含まれた WLM 構成を保存する際は、WLM 構成パラメータの JSON の一部として、ルール定義
の JSON コードを表示できます。

クエリモニタリングルールを作成するには
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.

ナビゲーションメニューで、[Configurations] (設定) を選択し、次に [Workload management] (ワーク
ロード管理) を選択して [Workload management] (ワークロード管理) ページを表示します。

3.

変更するパラメータグループを選択して、[パラメータ] と [ワークロード管理] タブのある詳細ページ
を表示します。

4.

[ワークロード管理] タブを選択し、[Edit workload queues (ワークロードキューの編集)] を選択して
WLM 設定を編集します。

5.

事前定義されたテンプレートを使って、あるいはゼロから新しいルールを追加します。
事前定義されたテンプレートを使用するには、以下を実行します。
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1. [Query monitoring rules (クエリモニタリングルール)] グループの [Add rule from template (テンプ
レートからルールを追加)] を選択します。ルールテンプレートのリストが表示されます。
2. 1 つ以上のルールテンプレートを選択します。[保存] を選択すると、WLM が選択したテンプレート
ごとにルールを 1 つ作成します。
3. [ルール名]、[述語] および [アクション] などのルールの値を入力または確認します。
4. [Save] を選択します。
ゼロから新しいルールを追加するには、以下を実行します。
1. 述語を追加するには、[Add predicate (述語を追加)] を選択します。述語は、ルールごとに最大で 3
つまで設定できます。述語がすべて満たされると、WLM は関連アクションをトリガーします。
2. [アクション] を選択します。各ルールにアクションを 1 つ設定します。
3. [Save] を選択します。
Amazon Redshift は、JSON フォーマットで WLM 設定パラメータを生成し、[JSON] セクションに表示し
ます。

パラメータグループを削除する
パラメータグループが必要なくなり、どのクラスターにも関連付けられていない場合は、削除できます。
カスタムパラメータグループのみを削除できます。

パラメータグループを削除するには
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で、[Configurations] (設定) を選択し、次に [Workload management] (ワーク
ロード管理) を選択して [Workload management] (ワークロード管理) ページを表示します。

3.

[パラメータグループ] で、変更するパラメータグループを選択します。

Note
デフォルトのパラメータグループは削除できません。
4.

[削除] を選択し、パラメータグループを削除することを確認します。

パラメータグループとクラスターを関連付ける
クラスターを起動する場合、パラメータグループに関連付ける必要があります。パラメータグループを後
で変更する場合は、クラスターを変更し、別のパラメータグループを選択します。

AWS SDK for Java を使用したパラメータグループ
の管理
この例では、パラメータグループに関連する以下のタスクについて説明します。
• パラメータグループを作成する
• パラメータグループを変更する
• パラメータグループとクラスターを関連付ける
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• パラメータグループに関する情報を取得する
この例では、新規パラメータグループ parametergroup1 を作成し、以下の更新を実行します。
• パラメータ extra_float_digits を、デフォルト値の 0 から 2 に変更します。
• 既存のワークロード管理構成 (wlm_json_configuration パラメータ) を、デフォルトのキューの他
に 1 つのキューを定義する以下の JSON と置き換えます。
[

{

},
{
]

}

"user_group":[
"example_user_group1"
],
"query_group":[
"example_query_group1"
],
"query_concurrency":7
"query_concurrency":5

前述の JSON は、2 つのオブジェクト (各キューにつき 1 つ) の配列です。最初のオブジェクトは、特定の
ユーザーグループとクエリグループを持つキューを定義します。また、同時実行レベルを 7 に設定してい
ます。
{

}

"user_group":[
"example_user_group1"
],
"query_group":[
"example_query_group1"
],
"query_concurrency":7

この例では WLM 構成を置き換えているため、この JSON 設定では特定のユーザーグループとクエリグ
ループを持たないデフォルトのキューも定義します。同時実行レベルをデフォルト値の 5 に設定します。
{
}

"query_concurrency":5

ワークロード管理（WLM）構成についての詳細は、「Implementing workload management」を参照して
ください。
以下の例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。コードを更新し、クラスター識別子を指定する必要があります。

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
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*
*
*
*
*
*
*
*/

the License is located at
http://aws.amazon.com/apache2.0/
This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.

// snippet-sourcedescription:[CreateAndModifyClusterParameterGroup demonstrates how to
create and modify an Amazon Redshift parameter group.]
// snippet-service:[redshift]
// snippet-keyword:[Java]
// snippet-keyword:[Amazon Redshift]
// snippet-keyword:[Code Sample]
// snippet-keyword:[CreateClusterParameterGroup]
// snippet-keyword:[DescribeClusterParameterGroups]
// snippet-keyword:[ModifyClusterParameterGroup]
// snippet-sourcetype:[full-example]
// snippet-sourcedate:[2019-02-01]
// snippet-sourceauthor:[AWS]
// snippet-start:[redshift.java.CreateAndModifyClusterParameterGroup.complete]
package com.amazonaws.services.redshift;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.redshift.model.*;
public class CreateAndModifyClusterParameterGroup {
public
public
public
public

static
static
static
static

AmazonRedshift client;
String clusterParameterGroupName = "parametergroup1";
String clusterIdentifier = "***provide a cluster identifier***";
String parameterGroupFamily = "redshift-1.0";

public static void main(String[] args) throws IOException {
// Default client using the {@link
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain}
client = AmazonRedshiftClientBuilder.defaultClient();
try {

}

createClusterParameterGroup();
modifyClusterParameterGroup();
associateParameterGroupWithCluster();
describeClusterParameterGroups();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Operation failed: " + e.getMessage());
}

private static void createClusterParameterGroup() {
CreateClusterParameterGroupRequest request = new
CreateClusterParameterGroupRequest()
.withDescription("my cluster parameter group")
.withParameterGroupName(clusterParameterGroupName)
.withParameterGroupFamily(parameterGroupFamily);
client.createClusterParameterGroup(request);
System.out.println("Created cluster parameter group.");
}
private static void describeClusterParameterGroups() {
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DescribeClusterParameterGroupsResult result =
client.describeClusterParameterGroups();
printResultClusterParameterGroups(result);
}
private static void modifyClusterParameterGroup() {
List<Parameter> parameters = new ArrayList<Parameter>();
parameters.add(new Parameter()
.withParameterName("extra_float_digits")
.withParameterValue("2"));
// Replace WLM configuration. The new configuration defines a queue (in addition to
the default).
parameters.add(new Parameter()
.withParameterName("wlm_json_configuration")
.withParameterValue("[{\"user_group\":[\"example_user_group1\"],\"query_group\":
[\"example_query_group1\"],\"query_concurrency\":7},{\"query_concurrency\":5}]"));
ModifyClusterParameterGroupRequest request = new
ModifyClusterParameterGroupRequest()
.withParameterGroupName(clusterParameterGroupName)
.withParameters(parameters);
client.modifyClusterParameterGroup(request);
}
private static void associateParameterGroupWithCluster() {
ModifyClusterRequest request = new ModifyClusterRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier)
.withClusterParameterGroupName(clusterParameterGroupName);
Cluster result = client.modifyCluster(request);
System.out.format("Parameter Group %s is used for Cluster %s\n",
clusterParameterGroupName,
result.getClusterParameterGroups().get(0).getParameterGroupName());
}
private static void
printResultClusterParameterGroups(DescribeClusterParameterGroupsResult result)
{
if (result == null)
{
System.out.println("\nDescribe cluster parameter groups result is null.");
return;
}

}

System.out.println("\nPrinting parameter group results:\n");
for (ClusterParameterGroup group : result.getParameterGroups()) {
System.out.format("\nDescription: %s\n", group.getDescription());
System.out.format("Group Family Name: %s\n", group.getParameterGroupFamily());
System.out.format("Group Name: %s\n", group.getParameterGroupName());
describeClusterParameters(group.getParameterGroupName());
}

private static void describeClusterParameters(String parameterGroupName) {
DescribeClusterParametersRequest request = new DescribeClusterParametersRequest()
.withParameterGroupName(parameterGroupName);

}

DescribeClusterParametersResult result = client.describeClusterParameters(request);
printResultClusterParameters(result, parameterGroupName);

private static void printResultClusterParameters(DescribeClusterParametersResult
result, String parameterGroupName)
{
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if (result == null)
{
System.out.println("\nCluster parameters is null.");
return;
}
System.out.format("\nPrinting cluster parameters for \"%s\"\n",
parameterGroupName);
for (Parameter parameter : result.getParameters()) {
System.out.println(" Name: " + parameter.getParameterName() + ", Value: " +
parameter.getParameterValue());
System.out.println(" DataType: " + parameter.getDataType() + ",
MinEngineVersion: " + parameter.getMinimumEngineVersion());
System.out.println(" AllowedValues: " + parameter.getAllowedValues() + ",
Source: " + parameter.getSource());
System.out.println(" IsModifiable: " + parameter.getIsModifiable() + ",
Description: " + parameter.getDescription());
}
}

}

// snippet-end:[redshift.java.CreateAndModifyClusterParameterGroup.complete]

AWS CLI および Amazon Redshift API を使用した
パラメータグループの管理
AWS CLI で次の Amazon Redshift オペレーションを使用して、パラメータグループを管理できます。
• create-cluster-parameter-group
• delete-cluster-parameter-group
• describe-cluster-parameters
• describe-cluster-parameter-groups
• describe-default-cluster-parameters
• modify-cluster-parameter-group
• reset-cluster-parameter-group
次の Amazon Redshift API オペレーションを使用してパラメータグループを管理できます。
• CreateClusterParameterGroup
• DeleteClusterParameterGroup
• DescribeClusterParameters
• DescribeClusterParameterGroups
• DescribeDefaultClusterParameters
• ModifyClusterParameterGroup
• ResetClusterParameterGroup
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Amazon Redshift スナップショット
トピック
• 概要 (p. 360)
• 自動スナップショット (p. 361)
• 自動スナップショットのスケジュール (p. 361)
• スナップショットスケジュール形式 (p. 361)
• 手動スナップショット (p. 363)
• スナップショットストレージの管理 (p. 363)
• スナップショットのテーブルを除く (p. 363)
• 別の AWS リージョンにスナップショットをコピーする (p. 364)
• スナップショットからのクラスターの復元 (p. 364)
• スナップショットからのテーブルの復元 (p. 367)
• スナップショットの共有 (p. 368)
• コンソールを使用したスナップショットの管理 (p. 370)
• AWS SDK for Java を使用したスナップショットの管理 (p. 376)
• AWS CLI および Amazon Redshift API を使用したスナップショットの管理 (p. 378)

概要
スナップショットはクラスターのポイントインタイムバックアップです。スナップショットには、自
動と手動の 2 つのタイプがあります。Amazon Redshift は、暗号化された Secure Sockets Layer (SSL) 接
続を使用して、これらのスナップショットを Amazon S3 の内部に保存できます。
Amazon Redshift は、前回のスナップショット以降にクラスターに加えられた増分変更を追跡する、増分
スナップショットを自動的に作成します。自動スナップショットは、スナップショットからクラスターを
復元するために必要なすべてのデータを保持します。自動スナップショットをいつ作成するかを制御する
ためにスナップショットスケジュールを作成できます。また、いつでも手動スナップショットを作成する
こともできます。
スナップショットから復元すると、Amazon Redshift は新しいクラスターを作成し、すべてのデータを
ロードする前に新しいクラスターを使用できるようにするので、すぐに新しいクラスターのクエリを開始
できます。クラスターは、アクティブなクエリに応じてスナップショットからデータをオンデマンドでス
トリーミングし、次に残りのデータをバックグラウンドでロードします。
クラスターを起動するとき、自動スナップショットと手動スナップショットの保持期間を設定できます。
クラスターを変更して、自動スナップショットと手動スナップショットの保持期間を変更できます。ス
ナップショットを作成するか、スナップショットを変更して、手動スナップショット保持期間を変更でき
ます。
AWS Management Console でスナップショットの詳細を表示するか、CLI または
DescribeClusterSnapshots API アクションで describe-cluster-snapshots を呼び出して、スナップショッ
トの進行状況をモニタリングできます。これにより、進行中のスナップショットについて、差分スナップ
ショットのサイズ、転送速度、経過時間、および推定残り時間などの情報が表示されます。
バックアップを常にクラスターで使用できるようにするために、Amazon Redshift は、Amazon Redshift
の管理対象の内部管理 Amazon S3 バケットにスナップショットを保存します。ストレージの料金を管
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理するには、自動スナップショットを保持する必要がある日数を評価し、それに応じて保持期間を設定
します。不要になった手動スナップショットを削除します。バックアップストレージのコストについて
は、Amazon Redshift の料金表ページを参照してください。

自動スナップショット
自動スナップショットがクラスターに対して有効になると、Amazon Redshift は定期的にそのクラスター
のスナップショットが作成されます。デフォルトでは、Amazon Redshift は約 8 時間ごと、または 1 ノー
ドのデータが変更されるごとに 5 GB ごと (あるいはそのいずれか早い方) にスナップショットを作成しま
す。または、自動スナップショットを作成するタイミングを制御するためにスナップショットスケジュー
ルを作成することができます。自動スナップショットは、クラスターを作成するときデフォルトで有効に
なります。
自動スナップショットは、保持期間の終了時に削除されます。デフォルトの保持期間は 1 日です
が、Amazon Redshift コンソールを使用するか、Amazon Redshift API または CLI を使用してプログラム
により変更できます。
自動スナップショットを無効にするには、保持期間を 0 に設定します。自動スナップショットを無効にし
た場合、Amazon Redshift はスナップショットの取得を停止し、クラスターの既存の自動スナップショッ
トを削除します。RA3 ノードタイプでは、自動スナップショットを無効にすることはできません。RA3
ノードタイプの自動保存期間を 1～35 日に設定できます。
自動スナップショットを削除できるのは Amazon Redshift のみです。手動で削除することはできませ
ん。Amazon Redshift では、スナップショットの保存期間終了時、クラスターの自動スナップショットを
無効にした場合、またはクラスターを削除した場合に、自動スナップショットが削除されます。Amazon
Redshift は、自動スナップショットを無効にするか、クラスターを削除するまで、最新の自動スナップ
ショットを保持します。
自動スナップショットをもっと長い期間保持する場合は、そのコピーを手動スナップショットとして作成
します。自動スナップショットは、保持期間が終わるまで保持されますが、対応する手動スナップショッ
トは手動で削除するまで、または保持期間が終わるまで保持されます。

自動スナップショットのスケジュール
スナップショットを作成するタイミングを正確に制御するために、スナップショットスケジュールを作成
し、それを 1 つ以上のクラスターにアタッチすることができます。スナップショットスケジュールを変更
すると、関連付けられているすべてのクラスターのスケジュールが変更されます。クラスターにスナップ
ショットスケジュールがアタッチされていない場合、クラスターはデフォルトの自動スナップショットス
ケジュールを使用します。
スナップショットスケジュール は、一連のスケジュールルールです。指定した間隔 (8 時間ごと、12 時間
ごとなど) に基づいてシンプルなスケジュールルールを定義できます。特定の曜日、特定の時間、特定の
期間にスナップショットを作成するためのルールを追加することもできます。ルールは Unix 互換の cron
式を使って定義することもできます。

スナップショットスケジュール形式
Amazon Redshift コンソールで、スナップショットスケジュールを作成できます。その後、スケジュール
をクラスターにアタッチしてシステムスナップショットの作成をトリガーできます。スケジュールは複数
のクラスターにアタッチでき、スナップショットをトリガーするためにスケジュール内に複数の cron 定義
を作成できます。
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cron 構文を使用してスナップショットのスケジュールを定義できます。これらのスケジュールの定義は、
変更された Unix 互換の cron 構文を使用します。協定世界時 (UTC) で時間を指定します。最大頻度 1 時
間、最小精度 1 分のスケジュールを作成できます。
Amazon Redshift の変更された cron 式には 3 つの必須フィールドがあり、それらは空白で区切られます。
[Syntax] (構文)
cron(Minutes Hours Day-of-week)

フィールド

[値]

[ワイルドカード]

分

0～59

時間

0～23

,-*/

曜日

1～7 または SUN～SAT

,-*/

ワイルドカード
• ワイルドカード [,] (カンマ) には追加の値が含まれます。Day-of-week フィールドの、MON,WED,FRI
は、月曜日、水曜日、金曜日を含みます。合計値はフィールドあたり 24 に制限されています。
• ワイルドカード [-] (ダッシュ) は範囲を指定します。Hour フィールドの、「1～15」は、指定した日の 1
時間から 15 時間を含みます。
• ワイルドカード [*] (アスタリスク) にはフィールドのすべての値が含まれます。Hours フィールドの、*
にはすべての時間が含まれています。
• ワイルドカード [/] (スラッシュ) で増分を指定します。Hours フィールドで、1/10 と入力して、その日
の最初の時間から始めて、10 時間毎を指定できます (01:00、11:00、21:00 など)。

制限
• バックアップ頻度が 1 時間未満または 24 時間を超えるスナップショットスケジュールはサポートされ
ていません。1 時間以内にスナップショットをスケジュールする結果になる重複したスケジュールがあ
る場合、検証エラーが発生します。
スケジュールを作成するときは、以下のサンプルの cron 文字列を使用できます。
分

時間

曜日

意味

0

14-20/1

火

毎週火曜日の午後 2 時
から午後 8 時の間。

0

21

MON-FRI

毎晩、月曜日～金曜日
の午後9時。

30

0/6

土-日

土曜日と日曜日は、そ
の日の深夜 30 分過ぎ
(00:30) から、6 時間
ごとに増分されます。
これにより、各日とも
[00:30、06:30、12:30、
および 18:30] にスナッ
プショットが作成され
ます。
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分

時間

曜日

意味

30

12/4

*

毎日 12:30 から 4
時間ごとに増分し
ます。これにより
[12:30、16:30、20:30]
となります。

たとえば、毎日 15:15 から 2 時間ごとの増分のスケジュールに従って実行するとします。これにより
[15:15、17:15、19:15、21:15、23:15] となりますが、次のように指定します。
cron(15 15/2 *)

スケジュールとして複数の cron スケジュール定義を作成できます。たとえば、次の AWS CLI コマンドで
は、1 つのスケジュールに 2 つの cron スケジュールが含まれています。
create-snapshot-schedule --schedule-identifier "my-test" --schedule-definition "cron(0 17
SAT,SUN)" "cron(0 9,17 MON-FRI)"

手動スナップショット
手動スナップショットはいつでも取得できます。デフォルトでは、手動スナップショットは、クラスター
を削除した後も、無限に保持されます。手動スナップショットを作成するときに保持期間を指定できま
す。スナップショットを変更して保持期間を変更することもできます。ログ保持期間の変更の詳細につい
ては、「手動スナップショット保持期間の変更 (p. 371)」を参照してください。
スナップショットを削除した場合、そのスナップショットを参照する新しいオペレーションを開始するこ
とはできません。ただし、復元操作が進行中である場合、その復元操作は完了するまで実行されます。
Amazon Redshift には、作成できる手動スナップショットの合計数を制限するクォータがあります。この
クォータは AWS アカウントごと、AWS リージョンごとにあります。デフォルトのクォータは Amazon
Redshift でのクォータと制限 (p. 588) に一覧表示されています。

スナップショットストレージの管理
手動スナップショットにはストレージ料金が発生するので、スナップショットが不要になった場合は削除
することが重要です。Amazon Redshift は、それぞれのスナップショット保持期間の終了時に自動スナッ
プショットおよび手動スナップショットを削除します。また、AWS Management Console または batchdelete-cluster-snapshots CLI コマンドを使用して、手動スナップショットを削除できます。
手動スナップショット設定を変更して、手動スナップショット保持期間を変更できます。
Amazon Redshift コンソールまたは CLI コマンド describe-storage を使用すると、スナップショットが使
用しているストレージ容量に関する情報を取得できます。

スナップショットのテーブルを除く
デフォルトでは、スナップショットにすべてのユーザー定義の永続テーブルが含まれます。ステージン
グテーブルなど、テーブルをバックアップする必要のない場合は、スナップショットの作成やスナップ
ショットからの復元にかかる時間を大幅に短縮できます。さらに、バックアップしないテーブルを使用
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して、Amazon S3 のストレージ領域を節約することができます。バックアップしないテーブルを作成す
るには、テーブルの作成時に BACKUP NO のパラメータを含めてください。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 および CREATE TABLE AS を参照してく
ださい。

別の AWS リージョンにスナップショットをコピー
する
クラスターのスナップショット (自動または手動) を自動的に別の AWS リージョンにコピーするように
Amazon Redshift を設定できます。スナップショットがクラスターのプライマリ AWS リージョンで作
成されると、そのスナップショットはセカンダリ AWS リージョンにコピーされます。この 2 つの AWS
リージョンは、それぞれソース AWS リージョンとコピー先 AWS リージョンとして知られています。ス
ナップショットのコピーを別の AWS リージョンに保存しておくと、プライマリ AWS リージョンに何か
あった場合、最新のデータからクラスターを復元できます。一度に 1 つのコピー先 AWS リージョンにの
みスナップショットをコピーするようにクラスターを設定できます。Amazon Redshift リージョンの一覧
については、アマゾン ウェブ サービスの全般的なリファレンスのリージョンとエンドポイントを参照して
ください。
Amazon Redshift でスナップショットを別の AWS リージョンに自動的にコピーできるようにする場合、
スナップショットのコピー先 AWS リージョンを指定します。自動スナップショットの場合、コピー先
AWS リージョンにスナップショットを保持する保持期間も設定できます。自動スナップショットがコ
ピー先 AWS リージョンにコピーされ、保持期間に達すると、そのスナップショットはコピー先 AWS
リージョンから削除されます。これにより、スナップショットの使用率が低く保たれます。自動スナップ
ショットがコピー先 AWS リージョンで保持される時間を短くまたは長くするには、この保持期間を変更
します。
コピー先 AWS リージョンにコピーされる自動スナップショットに対して設定する期間は、ソース AWS
リージョンの自動スナップショットの保持期間とは異なります。コピーされたスナップショットのデフォ
ルトの保持期間は 7 日です。その 7 日間は、自動スナップショットにのみ適用されます。ソースおよびコ
ピー先の AWS リージョン両方で、手動スナップショットは、スナップショット保持期間の終了時に削除
されます。または手動でも削除できます。
クラスターの自動スナップショットコピーはいつでも無効にできます。この機能を無効にすると、スナッ
プショットはソース AWS リージョンからコピー先 AWS リージョンにコピーされなくなります。コピー
先 AWS リージョンにコピーされた自動スナップショットは、手動スナップショットコピーを作成しな
い限り、保持期間の制限に達すると削除されます。これらの手動スナップショットおよびコピー先 AWS
リージョンからコピーされた手動スナップショットは、手動で削除するまでコピー先 AWS リージョンに
保持されます。
スナップショットのコピー先 AWS リージョンを変更するには、まず自動コピー機能を無効にします。次
に、新しいコピー先 AWS リージョンを指定して、再度有効にします。
スナップショットがコピー先 AWS リージョンにコピーされると、そのリージョンがアクティブになり、
復元目的で利用できるようになります。
AWS KMS で暗号化されたクラスターのスナップショットを別の AWS リージョンにコピーするには、コ
ピー先の AWS リージョンでカスタマー管理のキーを使用する、Amazon Redshift のための許可を作成し
ます。次に、ソース AWS リージョンでスナップショットのコピーを有効にするときにその許可を選択
します。スナップショットコピー許可の設定に関する詳細については、「別の AWS リージョンに AWS
KMS暗号化スナップショットをコピーする (p. 395)」を参照してください。

スナップショットからのクラスターの復元
スナップショットには、クラスターで実行されているデータベースのデータが含まれます。また、ノード
数、ノードタイプ、管理者ユーザー名など、クラスターに関する情報も含まれています。スナップショッ
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トからクラスターを復元する場合、Amazon Redshift がクラスター情報を使用して新しいクラスターを作
成します。次に、スナップショットデータからすべてのデータベースを復元します。
元のスナップショットから作成された新しいクラスターの場合、ノードタイプやノード数などの構成を
選択できます。クラスターは同じ AWS リージョンに復元されます。アベイラビリティーゾーンに関して
は、リクエスト時にアベイラビリティーゾーンを指定しない限り、システムによりランダムに選択されま
す。クラスターをスナップショットから復元する場合、新しいクラスターの互換性のあるメンテナンスト
ラックをオプションで選択できます。

Note
異なる構成のクラスターにスナップショットを復元する場合、スナップショットはクラスター
バージョン 1.0.10013 以降のクラスターで作成されている必要があります。
リストアの進行中は、通常、イベントは次の順序で生成されます。
1. RESTORE_STARTED – REDSHIFT-EVENT-2008 は、復元プロセスの開始時に送信されます。
2. RESTORE_SUCCEEDED – 新しいクラスターが作成されたときに、REDSHIFT-EVENT-3003 が送信さ
れます。
クラスターはクエリに使用できます。
3. DATA_TRANSFER_COMPLETED – データ転送が完了すると、REDSHIFT-EVENT-3537 が送信されま
す。

Note
RA3 クラスターは、RESTORE_STARTED イベントと RESTORE_SUCCEEDED イベントのみを
発行します。RA3 ノードタイプは Amazon Redshift マネージドストレージにデータを格納するた
め、RESTORE が成功した後に明示的にデータ転送を行う必要はありません。RA3 ノードでは、
通常のクエリ処理の一環として、RA3 ノードと Amazon Redshift マネージドストレージ間でデー
タが継続的に転送されます。RA3 ノードは、ホットデータをローカルにキャッシュし、クエリ頻
度の低いブロックを Amazon Redshift 管理ストレージに自動的に保持します。
DescribeClusters API アクションを呼び出すか、AWS Management Consoleでクラスターの詳細を表示す
ることにより、復元の進行状況をモニタリングできます。これにより、進行中の復元について、スナップ
ショットデータのサイズ、転送速度、経過時間、および推定残り時間などの情報が表示されます。これら
のメトリクスの説明については、「RestoreStatus」を参照してください。
スナップショットを使用して、アクティブなクラスターを前の状態に切り替えることはできません。

Note
新しいクラスターにスナップショットを復元する場合、別の値を指定しない限り、デフォルトの
セキュリティグループおよびパラメータグループが使用されます。
異なる構成のクラスターにスナップショットを復元する理由には、次のようなものがあります。
• クラスターがより小さなノードタイプで構成されており、それをより少ないノードでより大きなノード
タイプに統合する場合。
• ワークロードを監視し、より多くの CPU とストレージを備えたノードタイプに移行する必要があると
判断した場合。
• 異なるノードタイプでテストワークロードのパフォーマンスを測定する場合。
復元には次の制約があります。
• 新しいノード設定では、既存のデータに対して十分なストレージが必要です。ノードを追加するときで
も、データが再分配される方法のために、新しい設定に十分なストレージがない場合があります。
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• 復元操作は、新しいクラスターのクラスターバージョンと互換性のあるクラスターバージョンでスナッ
プショットが作成されたかどうかをチェックします。新しいクラスターのバージョンレベルが早すぎる
場合、復元操作は失敗し、エラーメッセージに詳細情報が報告されます。
• 復元可能な設定 (ノードの数とノードの種類) は、元のクラスター内のノード数と、新しいクラスター
のターゲットノードタイプによって決まります。利用可能な設定を確認するには、action-type
restore-cluster で describe-node-configuration-options AWS CLI コマンド、または
Amazon Redshift コンソールを使用できます。Amazon Redshift コンソールを使用した復元の詳細につ
いては、スナップショットからのクラスターの復元 (p. 372) を参照してください。
次の手順で、多数のノードを持つクラスターを取得し、AWS CLI を使用して少数のノードを持つより大き
なノードタイプに統合します。この例では、24 ds2.xlarge ノードのソースクラスターから始めます。
この場合、このクラスターのスナップショットを既に作成しており、それをより大きなノードタイプに復
元するとします。
1. 次のコマンドを実行して、24 ノードの ds2.xlarge クラスターの詳細を取得します。
aws redshift describe-clusters --region eu-west-1 --cluster-identifier
mycluster-123456789012

2. 次のコマンドを実行して、スナップショットの詳細を取得します。
aws redshift describe-cluster-snapshots --region eu-west-1 --snapshot-identifier
mycluster-snapshot

3. 次のコマンドを実行して、このスナップショットで使用可能なオプションの詳細を表示します。
aws redshift describe-node-configuration-options --snapshot-identifier myclustersnapshot --region eu-west-1 --action-type restore-cluster

このコマンドは、各オプションの推奨ノードタイプ、ノード数、およびディスク使用率を含むオプショ
ンリストを返します。この例では、前述のコマンドは次の可能なノード構成をリストします。3 ノード
の ds2.8xlarge クラスターに復元することを選択します。
{

"NodeConfigurationOptionList": [
{
"EstimatedDiskUtilizationPercent":
"NodeType": "ds2.xlarge",
"NumberOfNodes": 24
},
{
"EstimatedDiskUtilizationPercent":
"NodeType": "ds2.xlarge",
"NumberOfNodes": 48
},
{
"EstimatedDiskUtilizationPercent":
"NodeType": "ds2.8xlarge",
"NumberOfNodes": 3
},
{
"EstimatedDiskUtilizationPercent":
"NodeType": "ds2.8xlarge",
"NumberOfNodes": 4
},
{
"EstimatedDiskUtilizationPercent":
"NodeType": "ds2.8xlarge",
"NumberOfNodes": 5
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},
{

}

]

}

"EstimatedDiskUtilizationPercent": 32.630674044291176,
"NodeType": "ds2.8xlarge",
"NumberOfNodes": 6

4. 次のコマンドを実行して、選択したクラスター構成にスナップショットを復元します。このクラスター
が復元された後、ソースクラスターと同じコンテンツがありますが、データは 3 つの ds2.8xlarge
ノードに統合されています。
aws redshift restore-from-cluster-snapshot --region eu-west-1 --snapshot-identifier
mycluster-snapshot --cluster-identifier mycluster-123456789012-x --node-type
ds2.8xlarge --number-of-nodes 3

リザーブドノード (DS2 または DC2 リザーブドノードなど) がある場合は、RA3 リザーブドノードへの
アップグレードが可能です。このアップグレードは、スナップショットからの復元を実行する場合、ある
いは伸縮自在なリサイズを実行する場合に利用できます。コンソールを使用している場合は、このプロセ
スに関するガイドが提供されます。RA3 ノードへのアップグレードの詳細については、「RA3 ノードタイ
プへのアップグレード」を参照してください。

スナップショットからのテーブルの復元
クラスター全体を復元する代わりに、スナップショットから単一のテーブルを復元できます。スナップ
ショットから単一のテーブルを復元する場合、ソースのスナップショット、データベース、スキーマ、
テーブル名、ターゲットクラスター、スキーマ、および復元されるテーブル用の新しいテーブル名を指定
します。
新しいテーブル名を、既存のテーブルの名前にすることはできません。既存のテーブルを、スナップ
ショットから復元されるテーブルに置き換えるには、スナップショットからテーブルを復元する前に、既
存のテーブルの名前を変更するか、削除します。
ターゲットテーブルは、ソーステーブルの列の定義、テーブル属性、および外部キーを除く列の属性を
使って作成されます。依存関係による競合を回避するため、ターゲットテーブルはソーステーブルから外
部キーを継承しません。ソーステーブルで付与されたビューや許可などの依存関係は、ターゲットテーブ
ルに適用されません。
ソーステーブルの所有者が存在するなら、そのユーザーは指定されたデータベースおよびスキーマの関係
において所有者となるのに十分なアクセス許可がある場合にのみ、復元されたテーブルの所有者となりま
す。それ以外の場合には、クラスターの起動時に作成した管理者ユーザーが、復元されたテーブルを所有
します。
復元されたテーブルは、バックアップが作成された時の状態に戻されます。これには、Amazon Redshift
の直列化分離への準拠により定義されるトランザクションの可視性のルールが含まれます。つまり、バッ
クアップ後に開始した実行中のトランザクションにデータがすぐに見えるようになるということです。
スナップショットからのテーブルの復元には、以下の制限があります。
• テーブルは、実行中のアクティブなクラスターのみに復元でき、そのクラスターから作成されたスナッ
プショットのみから復元できます。
• 一度に復元できるのは 1 つのテーブルのみです。
• クラスターのサイズを変更する前に作成されたクラスターのスナップショットからテーブルを復元する
ことはできません。例外として、ノードタイプが変更されていない場合は、伸縮自在にサイズを変更し
た後にテーブルを復元できます。
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• ソーステーブルで付与されたビューや許可などの依存関係は、ターゲットテーブルに適用されません。
• 復元中のテーブルに対して行レベルのセキュリティが有効になっている場合、Amazon Redshift は、行
レベルのセキュリティがオンになっているテーブルを復元します。

スナップショットからテーブルを復元するには
1.
2.

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。
ナビゲーションメニューで、[Clusters] (クラスター) を選択して、テーブルを復元するクラスターを選
択します。

3.

[アクション] で、[テーブルの復元] を選択して [テーブルの復元] ページを表示します。

4.

どのスナップショット、ソーステーブル、およびターゲットテーブルを使うかに関する情報を入力
し、次に [テーブルの復元] を選択します。

Example 例: AWS CLI を使用してスナップショットからテーブルを復元する
次の例では、restore-table-from-cluster-snapshot AWS CLI コマンドを使用して、mysource-table の sample-database スキーマから my-snapshot-id テーブルを復元します。例で
は、新しいテーブルの名前 mycluster-example を使用して、my-new-table クラスターにスナップ
ショットを復元します。
aws redshift restore-table-from-cluster-snapshot --cluster-identifier mycluster-example
--new-table-name my-new-table
--snapshot-identifier my-snapshot-id
--source-database-name sample-database
--source-table-name my-source-table

スナップショットの共有
1 つの既存の手動スナップショットについては、そのスナップショットへのアクセスを許可することに
より、他の AWS 顧客アカウントのユーザーと共有することができます。各スナップショットは最大 20
個、各 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーは最大 100 個まで許可できます。つまり、1 つ
の KMS キーで暗号化された 10 個のスナップショットがある場合、10 個の AWS アカウントに各スナッ
プショットを復元することを許可できます。または、最大 100 個のアカウントのその他の組み合わせや、
スナップショットごとに 20 個のアカウントを超えないその他の組み合わせを許可できます。アクセス権
限が付与されたいずれかのアカウントのユーザーとしてログインされた担当者は、スナップショットを表
示することも、当該アカウントでスナップショットを復元して新しい Amazon Redshift クラスターを作成
することもできます。例えば、実稼働用およびテスト用に個別の AWS 顧客アカウントを使用する場合、
ユーザーは本番用アカウントを使用してログオンし、テスト用アカウントのユーザーとスナップショット
を共有することができます。テスト用アカウントのユーザーとしてログオンされた担当者は、テストまた
は診断作業のためのテスト用アカウントによって所有される新しいクラスターを作成するためにスナップ
ショットを復元することができます。
手動スナップショットは、それが作成された AWS 顧客アカウントによって永続的に所有されます。ス
ナップショットを所有するアカウントのユーザーのみが、スナップショットへのアクセスを他のアカウ
ントに許可したり、アクセス許可を取り消したりすることができます。アクセス権限が付与されたアカ
ウントのユーザーは、そのアカウントと共有されているスナップショットの表示または復元が行えるだけ
で、共有されているスナップショットのコピーや削除を行うことはできません。アクセス許可はスナップ
ショットの所有者がそれを取り消すまで有効です。アクセス許可が取り消されると、前にアクセス権限を
付与されたユーザーはスナップショットの可視性を失い、スナップショットを参照する新しいアクション
を起動できなくなります。アクセス権限が取り消される際、アカウントがスナップショットを復元するプ
ロセスの途中にあった場合、復元は完了するまで実行されます。スナップショットにアクティブ認可があ
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る限り、そのスナップショットを削除することはできません。まず、すべてのアクセス許可を取り消す必
要があります。
AWS 顧客アカウントには、該当するアカウントによって所有されるスナップショットへのアクセスが常に
許可されます。所有者アカウントへのアクセスを許可する試みまたは取り消す試みを行うと、エラーが発
生します。非アクティブ AWS 顧客アカウントによって所有されているスナップショットを復元または表
示することはできません。
AWS 顧客アカウントへのアクセスを許可した場合、そのアカウントの IAM ユーザーはスナップショット
でのアクションの実行を許可する IAM ポリシーがない限り、そのようなアクションを実行できません。
• スナップショット所有者アカウントのユーザーがスナップショットへのアクセスを許可および取り
消しできるのは、それらのユーザーが、当該スナップショットが含まれるリソース仕様を使用してそ
うしたアクションを実行することを許可してくれる IAM ポリシーを持っている場合に限られます。
たとえば、以下のポリシーを持っていれば、AWS アカウント 012345678912 のユーザーは、mysnapshot20130829 という名前のスナップショットへのアクセスを他のアカウントに許可することが
できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"redshift:AuthorizeSnapshotAccess",
"redshift:RevokeSnapshotAccess"
],
"Resource":[
"arn:aws:redshift:us-east-1:012345678912:snapshot:*/my-snapshot20130829"
]
}
]

• スナップショットが共有されている AWS アカウントの IAM ユーザーは、スナップショットでアクショ
ンを許可する IAM ポリシーがない限り、そのようなアクションを実行できません。
• スナップショットを一覧表示するか、または表示するためには、前述ユーザーは
DescribeClusterSnapshots アクションを許可する IAM ポリシーを持っている必要があります。
コードの例を以下に示します。
{

}

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

• スナップショットを復元するには、ユーザーは、RestoreFromClusterSnapshot アクションを許
可すると共に、ユーザーが作成しようとしているクラスターとスナップショットを両方ともカバー
したリソースエレメントを含んでいる IAM ポリシーを持っている必要があります。たとえば、ア
カウント 012345678912 のユーザーがスナップショット my-snapshot20130829 をアカウント
219876543210 と共有している場合、スナップショットを復元してクラスターを作成するには、アカ
ウント 219876543210 のユーザーが次のようなポリシーを持っている必要があります。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"redshift:RestoreFromClusterSnapshot"
],
"Resource":[
"arn:aws:redshift:us-east-1:012345678912:snapshot:*/my-snapshot20130829",
"arn:aws:redshift:us-east-1:219876543210:cluster:from-another-account"
]
}
]

• スナップショットへのアクセスが AWS アカウントから取り消された後、そのアカウントのユーザー
はスナップショットにアクセスできなくなります。これは、過去に共有したことがあるスナップ
ショットリソースでアクションを許可する IAM ポリシーがある場合でも同様です。

コンソールを使用したスナップショットの管理
Amazon Redshift は、データの自動的な増分スナップショットを定期的に取得し、Amazon S3 に保存し
ます。さらに、いつでも好きなときにデータの手動スナップショットを取得することもできます。この
セクションには、Amazon Redshift コンソールからスナップショットを管理する方法について説明してい
ます。 スナップショットの詳細については、「」を参照してくださいAmazon Redshift スナップショッ
ト (p. 360)
Amazon Redshift コンソールでのスナップショットタスクはすべてスナップショットリストから開始しま
す。時間範囲、スナップショットのタイプ、およびスナップショットに関連付けられたクラスターを使用
して、リストをフィルタリングすることができます。さらに、日付、サイズ、スナップショットのタイプ
でリストを並べ替えることができます。スナップショットを操作する場合に使用できるオプションは、選
択するスナップショットのタイプに応じて異なる場合があります。
トピック
• スナップショットスケジュールの作成 (p. 370)
• 手動スナップショットの作成 (p. 371)
• 手動スナップショット保持期間の変更 (p. 371)
• 手動スナップショットの削除 (p. 371)
• 自動スナップショットのコピー (p. 372)
• スナップショットからのクラスターの復元 (p. 372)
• スナップショットからサーバーレス名前空間の復元 (p. 372)
• クラスターのスナップショットの共有 (p. 373)
• 暗号化されていないクラスターのクロスリージョンスナップショットのコピーを設定する (p. 374)
• AWS KMS で暗号化されたクラスターのクロスリージョンスナップショットコピーを設定す
る (p. 375)
• クロスリージョンスナップショットのコピーの保持期間を修正する (p. 375)

スナップショットスケジュールの作成
スナップショットを作成するタイミングを正確に制御するために、スナップショットスケジュールを作成
し、それを 1 つ以上のクラスターにアタッチすることができます。クラスターを作成するとき、または
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クラスターを変更することによってスケジュールをアタッチできます。詳細については、「自動スナップ
ショットのスケジュール (p. 361)」を参照してください。

スナップショットスケジュールを作成するには
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.

ナビゲーションメニューで、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット、次に
[Snapshot schedules] (スナップショットスケジュール) タブを選択します。スナップショットスケ
ジュールが表示されます。

3.

[Add schedule (スケジュールの追加)] を選択して、スケジュールを追加します。

4.

スケジュール定義のプロパティを入力してから、[Add schedule (スケジュールの追加)] を選択しま
す。

5.

表示されたページでは、新しいスナップショットスケジュールにクラスターをアタッチし、[OK] を選
択できます。

手動スナップショットの作成
クラスターの手動スナップショットは、以下に示すスナップショットリストから作成できます。あるい
は、クラスター設定ペインでクラスターのスナップショットを取得することもできます。詳細について
は、「クラスターのスナップショットを作成する (p. 111)」を参照してください。

手動スナップショットを作成する方法
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で、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次に [Create
snapshot] (スナップショットの作成) を選択します。手動でスナップショットを作成するスナップ
ショットページが表示されます。

3.

スケジュール定義のプロパティを入力してから、[スナップショットの作成] を選択します。スナップ
ショットが使用できるようになるまではしばらくかかります。

手動スナップショット保持期間の変更
スナップショット設定を変更して、手動スナップショット保持期間を変更できます。

手動スナップショット保持期間を変更するには
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で、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次に変更する
手動スナップショットを選択します。

3.

[アクション] に [Manual snapshot settings (手動スナップショット設定)] を選択して、手動スナップ
ショットのプロパティを表示します。

4.

スケジュール定義の改訂済みプロパティを入力してから、[保存] を選択します。

手動スナップショットの削除
スナップショットリストで 1 つ以上のスナップショットを選択して手動スナップショットを削除できま
す。
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手動スナップショットを削除する方法
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で、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次に削除する
スナップショットを選択します。

3.

[アクション] で [スナップショットの削除] を選択してスナップショットを削除します。

4.

リストされたスナップショットの削除を確認してから、[削除] を選択します。

自動スナップショットのコピー
自動スナップショットを無効にした場合、またはクラスターを削除した場合、自動スナップショットはそ
の保持期間が過ぎると自動的に削除されます。自動スナップショットをもっと長い期間保持したい場合
は、それを手動スナップショットにコピーします。

自動スナップショットをコピーする方法
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で、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次にコピーす
るスナップショットを選択します。

3.

[アクション] で [自動スナップショットのコピー] を選択してスナップショットをコピーします。

4.

新しいスナップショットのプロパティを更新し、次に [コピー] を選択します。

スナップショットからのクラスターの復元
クラスターをスナップショットから復元する場合は、Amazon Redshift によって新しいクラスターが作成
され、その新しいクラスターにスナップショットのすべてのデータが含められます。

スナップショットからクラスターを復元する方法
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で [Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次に復元する
スナップショットを選択します。

3.

[スナップショットからの復元] を選択して、スナップショット情報を使って作成される新しいクラス
ターの [クラスターの設定] と [クラスター詳細] 値を表示します。

4.

新しいクラスターのプロパティを更新してから、[スナップショットからのクラスターの復元] を選択
します。

リザーブドノード (DS2 または DC2 リザーブドノードなど) がある場合は、RA3 リザーブドノードへの
アップグレードが可能です。このアップグレードは、スナップショットからの復元を実行する場合、ある
いは伸縮自在なリサイズを実行する場合に利用できます。コンソールを使用している場合は、このプロセ
スに関するガイドが提供されます。RA3 ノードへのアップグレードの詳細については、「RA3 ノードタイ
プへのアップグレード」を参照してください。

スナップショットからサーバーレス名前空間の復元
スナップショットからサーバーレス名前空間を復元すると、名前空間のすべてのデータベースをスナップ
ショット内のデータベースに置き換えます。サーバーレススナップショットの詳細については、「スナッ
プショットと復元ポイントの操作」を参照してください。
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プロビジョニングされたクラスターから Amazon Redshift Serverless インスタンスにスナップショットを
復元するには。
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で [Clusters] (クラスター) と [Snapshots] (スナップショット) を選択したら、
使用するスナップショットを選択します。

3.

[Restore from snapshot] (スナップショットから復元) と [Restore to serverless namespace] (サーバー
レス名前空間に復元) の順に選択します。

4.

復元先の名前空間を選択します。

5.

スナップショットから復元することを確認します。[restore] (復元) を選択します。この操作
は、Amazon Redshift Serverless インスタンスのすべてのデータベースをプロビジョニングされたク
ラスターのデータに置き換えます。

クラスターのスナップショットの共有
自分が所有する手動スナップショットへのアクセスを他のユーザーに許可することができます。そのアク
セス許可については後で不要になった場合に取り消すことができます。

別のアカウントとスナップショットを共有するには
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で、[Clusters] (クラスター)、[Snapshots] (スナップショット)、次に共有する
手動スナップショットを選択します。

3.

[アクション] に [Manual snapshot settings (手動スナップショット設定)] を選択して、手動スナップ
ショットのプロパティを表示します。

4.

[アクセスの管理] セクションで共有するアカウント (複数可) を入力してから、[保存] を選択します。

暗号化されたスナップショットの共有に関するセキュリティ上の
考慮事項
Redshift は、暗号化されたスナップショットに対するアクセス権を提供するときに、スナップショットの
作成に使用された AWS KMS カスタマーマネージドキーがアカウントまたは復元を実行するアカウントと
共有されることを必要とします。キーが共有されていない場合にスナップショットの復元を試みると、ア
クセス拒否エラーが発生します。スナップショットアクセスを承認し、キーを共有する場合、ID 認証アク
セスにはスナップショットの暗号化に使用されたキーに対する kms:DescribeKey アクセス許可が必要で
す。この権限については、「AWS KMS アクセス権限」で詳しく説明します。詳細については、Amazon
Redshift API リファレンスドキュメントの「DescribeKey」を参照してください。
カスタマーマネージドキーのポリシーは、AWS Key Management Service を使用して、プログラム的に、
またはコンソールで更新できます。

暗号化されたスナップショットの AWS KMS キーへのアクセスの許可
暗号化されたスナップショットの AWS KMS カスタマーマネージドキーを共有するには、以下の手順を実
行してキーポリシーを更新します。
1.

キーを共有する AWS アカウントの Amazon リソースネーム (ARN) を KMS キーポリシーの
Principal として使用して KMS キーポリシーを更新します。

2.

kms:Decrypt アクションを許可します。
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以下のキーポリシー例では、ユーザー 111122223333 が KMS キーの所有者であり、ユーザー
444455556666 がキーを共有するアカウントです。このキーポリシーは、ユーザー 444455556666 の
ルート AWS アカウント ID の ARN をポリシーの Principal として含め、kms:Decrypt アクションを
許可することによって、サンプル KMS キーへのアクセス権を AWS アカウントに付与します。
{

}

"Id": "key-policy-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]
},
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*"
}
]

カスタマーマネージド KMS キーに対するアクセス権を付与した後は、暗号化されたスナップショットを
復元するアカウントが AWS Identity and Access Management (IAM) ロールまたはユーザーを作成する必
要があります (まだ作成していない場合)。さらに、その AWS アカウントは、KMS キーを使用して暗号化
されたデータベーススナップショットを復元することを許可する IAM ポリシーをその IAM ロールまたは
ユーザーにアタッチする必要もあります。
AWS KMS キーに対するアクセス権の付与に関する詳細については、「AWS Key Management Service
デベロッパーガイド」の「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照してくださ
い。
キーポリシーの概要については、「Amazon Redshift が AWS KMS を使用する方法」を参照してくださ
い。

暗号化されていないクラスターのクロスリージョンス
ナップショットのコピーを設定する
クラスターのスナップショットを別の AWS リージョンにコピーするように Amazon Redshift を設定でき
ます。クロスリージョンスナップショットのコピーを設定するには、各クラスターでこのコピー機能を
有効にし、スナップショットをコピーする場所と、コピーされた自動または手動のスナップショットを
コピー先 AWS リージョンに保持する期間を設定する必要があります。クロスリージョンコピーがクラス
ターで有効になると、すべての新しい手動および自動スナップショットが、指定された AWS リージョン
にコピーされます。コピーされたスナップショットには copy: というプレフィックスが付きます。

クロスリージョンスナップショットのコピーを設定するには
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で、[Clusters] (クラスター) を選択して、スナップショットを移動するクラス
ターを選択します。

3.

[Actions] (アクション) で、[Configure cross-region snapshot] (クロスリージョンスナップショットの
設定) を選択します。
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[クロスリージョンの設定] ダイアログボックスが表示されます。
4.

を使用する場合[スナップショットのコピー] で、はい。

5.

[コピー先 AWS リージョン] で、スナップショットをコピーする AWS リージョンを選択します。

6.

[自動スナップショットの保持期間 (日数)] で、自動スナップショットが削除される前にコピー先 AWS
リージョンに保持される日数を選択します。

7.

[手動スナップショットの保持期間] で、手動スナップショットが削除される前にコピー先 AWS リー
ジョンに保持される日数を選択します。を選択すると、カスタム値の場合、保持期間は 1 ～ 3653 日
間でなければなりません。

8.

[Save] を選択します。

AWS KMS で暗号化されたクラスターのクロスリー
ジョンスナップショットコピーを設定する
Amazon Redshift クラスターを起動する際は、そのクラスターを AWS Key Management Service (AWS
KMS) のルートキーを使用して暗号化するように選択できます。AWS KMS キーは AWS リージョンに固有
です。AWS KMS で暗号化されたクラスターのスナップショットにおいて、クロスリージョンでのコピー
を有効化する場合は、コピー先 AWS リージョンでルートキーのスナップショットコピー権限を設定する
必要があります。こうすることにより、Amazon Redshift がコピー先 AWS リージョンで暗号化オペレー
ションを実行できるようになります。
次の手順は、AWS KMS 暗号化クラスターのクロスリージョンスナップショットコピーを有効化するプ
ロセスを示しています。Amazon Redshift およびスナップショットコピー権限での暗号化の詳細について
は、別の AWS リージョンに AWS KMS暗号化スナップショットをコピーする (p. 395) を参照してくだ
さい。

AWS KMS で暗号化されたクラスターのクロスリージョンスナップショットを設定するには
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で、[Clusters] (クラスター) を選択して、スナップショットを移動するクラス
ターを選択します。

3.

[Actions] (アクション) で、[Configure cross-region snapshot] (クロスリージョンスナップショットの
設定) を選択します。
[クロスリージョンの設定] ダイアログボックスが表示されます。

4.

を使用する場合[スナップショットのコピー] で、はい。

5.

[コピー先 AWS リージョン] で、スナップショットをコピーする AWS リージョンを選択します。

6.

[自動スナップショットの保持期間 (日数)] で、自動スナップショットが削除される前にコピー先 AWS
リージョンに保持される日数を選択します。

7.

[手動スナップショットの保持期間] で、手動スナップショットが削除される前にコピー先 AWS リー
ジョンに保持される日数を選択します。を選択すると、カスタム値の場合、保持期間は 1 ～ 3653 日
間でなければなりません。

8.

[Save] を選択します。

クロスリージョンスナップショットのコピーの保持期
間を修正する
クロスリージョンスナップショットのコピーを設定した後で、設定を変更できます。新しい日数を選択
し、変更を保存することにより、保持期間を簡単に変更できます。
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Warning
クロスリージョンスナップショットのコピーを設定した後、コピー先 AWS リージョンを変更す
ることはできません。
異なる AWS リージョンにスナップショットをコピーする場合、最初にクロスリージョンスナッ
プショットのコピーを無効にします。その後、新しいコピー先 AWS リージョンと保持期間で再
有効にします。コピーされた自動スナップショットは、クロスリージョンスナップショットコ
ピーを無効化した後削除されます。そのため、クロスリージョンスナップショットコピーを無効
化する前に、保持して手動スナップショットにコピーしたいものがないかどうか決定する必要が
あります。

クロスリージョンスナップショットを変更するには
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で、[Clusters] (クラスター) を選択して、スナップショットを変更するクラス
ターを選択します。

3.

[アクション] に、[Configure cross-region snapshot (クロスリージョンスナップショットの設定)] を選
択してスナップショットのプロパティを表示します。

4.

スケジュール定義の改訂済みプロパティを入力してから、[保存] を選択します。

AWS SDK for Java を使用したスナップショットの
管理
以下の例では、スナップショットに関係する一般的な操作を示します。
• クラスターの手動クラスタースナップショットの作成.
• クラスターのすべてのスナップショットに関する情報の表示.
• クラスターの手動スナップショットの削除.
この例では、クラスターのスナップショットが開始されます。スナップショットが正常に作成されると、
新しいスナップショットよりも前に作成されていた、クラスターの手動スナップショットがすべて削除
されます。手動スナップショットの作成が開始されても、スナップショットはすぐに使用可能になりませ
ん。したがって、この例では、describeClusterSnapshot メソッドを呼び出すことで、ループを使用
してスナップショットのステータスをポーリングします。開始後スナップショットが使用できるようにな
るまでに通常は数分かかります。 スナップショットの詳細については、「」を参照してくださいAmazon
Redshift スナップショット (p. 360)
以下の例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。コードを更新し、クラスター識別子を指定する必要があります。

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
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*/
// snippet-sourcedescription:[CreateAndDescribeSnapshot demonstrates how to create an
Amazon Redshift cluster snapshot and describe existing snapshots.]
// snippet-service:[redshift]
// snippet-keyword:[Java]
// snippet-keyword:[Amazon Redshift]
// snippet-keyword:[Code Sample]
// snippet-keyword:[CreateClusterSnapshot]
// snippet-keyword:[DeleteClusterSnapshot]
// snippet-keyword:[DescribeClusterSnapshots]
// snippet-sourcetype:[full-example]
// snippet-sourcedate:[2019-01-30]
// snippet-sourceauthor:[AWS]
// snippet-start:[redshift.java.CreateAndDescribeSnapshot.complete]
package com.amazonaws.services.redshift;
import java.io.IOException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import com.amazonaws.services.redshift.model.*;
public class CreateAndDescribeSnapshot {
public static AmazonRedshift client;
public static String clusterIdentifier = "***provide a cluster identifier***";
public static long sleepTime = 20;
public static void main(String[] args) throws IOException {
// Default client using the {@link
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain}
client = AmazonRedshiftClientBuilder.defaultClient();
try {

// Unique snapshot identifier
String snapshotId = "my-snapshot-" + (new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd-HH-mmss")).format(new Date());
Date createDate = createManualSnapshot(snapshotId);
waitForSnapshotAvailable(snapshotId);
describeSnapshots();
deleteManualSnapshotsBefore(createDate);
describeSnapshots();

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Operation failed: " + e.getMessage());
}

private static Date createManualSnapshot(String snapshotId) {

}

CreateClusterSnapshotRequest request = new CreateClusterSnapshotRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier)
.withSnapshotIdentifier(snapshotId);
Snapshot snapshot = client.createClusterSnapshot(request);
System.out.format("Created cluster snapshot: %s\n", snapshotId);
return snapshot.getSnapshotCreateTime();

private static void describeSnapshots() {
DescribeClusterSnapshotsRequest request = new DescribeClusterSnapshotsRequest()
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier);
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DescribeClusterSnapshotsResult result = client.describeClusterSnapshots(request);
}

printResultSnapshots(result);

private static void deleteManualSnapshotsBefore(Date creationDate) {
DescribeClusterSnapshotsRequest request = new DescribeClusterSnapshotsRequest()
.withEndTime(creationDate)
.withClusterIdentifier(clusterIdentifier)
.withSnapshotType("manual");
DescribeClusterSnapshotsResult result = client.describeClusterSnapshots(request);
for (Snapshot s : result.getSnapshots()) {
DeleteClusterSnapshotRequest deleteRequest = new DeleteClusterSnapshotRequest()
.withSnapshotIdentifier(s.getSnapshotIdentifier());
Snapshot deleteResult = client.deleteClusterSnapshot(deleteRequest);
System.out.format("Deleted snapshot %s\n",
deleteResult.getSnapshotIdentifier());
}
}
private static void printResultSnapshots(DescribeClusterSnapshotsResult result) {
System.out.println("\nSnapshot listing:");
for (Snapshot snapshot : result.getSnapshots()) {
System.out.format("Identifier: %s\n", snapshot.getSnapshotIdentifier());
System.out.format("Snapshot type: %s\n", snapshot.getSnapshotType());
System.out.format("Snapshot create time: %s\n",
snapshot.getSnapshotCreateTime());
System.out.format("Snapshot status: %s\n\n", snapshot.getStatus());
}
}
private static Boolean waitForSnapshotAvailable(String snapshotId) throws
InterruptedException {
Boolean snapshotAvailable = false;
System.out.println("Wating for snapshot to become available.");
while (!snapshotAvailable) {
DescribeClusterSnapshotsResult result = client.describeClusterSnapshots(new
DescribeClusterSnapshotsRequest()
.withSnapshotIdentifier(snapshotId));
String status = (result.getSnapshots()).get(0).getStatus();
if (status.equalsIgnoreCase("available")) {
snapshotAvailable = true;
}
else {
System.out.print(".");
Thread.sleep(sleepTime*1000);
}
}
return snapshotAvailable;
}
}
// snippet-end:[redshift.java.CreateAndDescribeSnapshot.complete]

AWS CLI および Amazon Redshift API を使用した
スナップショットの管理
以下の Amazon Redshift CLI オペレーションを使用してスナップショットを管理できます。
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• authorize-snapshot-access
•
•
•
•
•

copy-cluster-snapshot
create-cluster-snapshot
delete-cluster-snapshot
describe-cluster-snapshots
disable-snapshot-copy

• enable-snapshot-copy
• modify-snapshot-copy-retention-period
• restore-from-cluster-snapshot
• revoke-snapshot-access
以下の Amazon Redshift API アクションを使用して、スナップショットを管理できます。
• AuthorizeSnapshotAccess
• CopyClusterSnapshot
• CreateClusterSnapshot
• DeleteClusterSnapshot
• DescribeClusterSnapshots
• DisableSnapshotCopy
• EnableSnapshotCopy
• ModifySnapshotCopyRetentionPeriod
• RestoreFromClusterSnapshot
• RevokeSnapshotAccess
Amazon Redshift スナップショットの詳細については、「Amazon Redshift スナップショット (p. 360)」
を参照してください。
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Amazon Redshift と AWS パートナー
との統合
Amazon Redshift を使用すると、Amazon Redshift コンソールのクラスターの詳細ページから、AWS パー
トナーと統合できます。クラスターの詳細ページでは、AWS パートナーアプリケーションを使用して
Amazon Redshift データウェアハウスへのデータのオンボーディングを高速化できます。クラスター内の
既存のデータとともに、さまざまなソースからのデータを結合して分析することもできます。次の AWS
パートナーは、Amazon Redshift と統合できます。
• Datacoral
• Etleap
• Fivetran
• Informatica
• SnapLogic
• Stitch
• Upsolver
• Matillion (プレビュー)
• Sisense (プレビュー)
AWS パートナーは、AWS CLI または Amazon Redshift API オペレーションを使用して Amazon Redshift
と統合できます。詳細については、Amazon Redshift API リファレンス、または AWS CLI コマンドリファ
レンスを参照してください。

Amazon Redshift コンソールを使用した AWS パー
トナーとの統合
クラスターを AWS パートナーと統合するには、次の手順を使用します。

Amazon Redshift クラスターを AWS パートナーと統合するには
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

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。
ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。
使用する DB クラスターを選択します。
[Add partner integration (パートナ統合の追加)] を選択します。パートナーの選択 ページが開き、利用
可能な AWS パートナーの詳細が表示されます。
AWS パートナーを選択してから、[次へ] を選択します。
統合するクラスターについての詳細とともに、選択した AWS パートナーのさらなる詳細が表示され
ます。[クラスターの詳細] セクションには、クラスター識別子、エンドポイント、データベース名、
およびユーザー名 (データベースユーザー名) などの AWS パートナーのウェブサイトで提供される情
報が含まれています。この情報は、選択したパートナーに送信されます。
[パートナーの追加] を選択して、AWS パートナーのウェブサイトを開きます。
パートナーのウェブサイトで Amazon Redshift クラスターとの統合を設定します。パートナーのウェ
ブサイトでは、Amazon Redshift クラスターにロードされるデータソースを選択して設定できます。
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また、追加の抽出、読み込み、変換 (ELT) 変換を定義して、ビジネスデータを処理したり、他のデー
タセットと結合したり、分析とレポート用の統合ビューを構築することもできます。
AWS パートナーの統合は、クラスターの詳細の [プロパティ] タブから表示および管理できます。[統合] セ
クションには、AWS パートナーのウェブサイトとのリンクに使用できるパートナー名、統合ステータス、
データを受信するデータベース、およびクラスターを更新した可能性のある最新の成功した接続が一覧表
示されます。
指定できる値は次のとおりです。
• アクティブ — AWS パートナーはクラスターに接続し、設定されたタスクを完了できます。
• 非アクティブ — AWS パートナーの統合は存在しません。
• ランタイム障害 — AWS パートナーはクラスターに接続できますが、設定されたタスクを完了できませ
ん。
• 接続エラー — AWS パートナーはクラスターに接続できません。
Amazon Redshift から AWS パートナーの統合を削除しても、データはクラスターに流入し続けます。
パートナーのウェブサイトで削除を完了します。
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Amazon Redshift リザーブドノード
の購入
概要
AWS では、Amazon Redshift の使用のため発生する料金はコンピューティングノードに基づいています。
各コンピューティングノードに対して、時間料金で課金されます。時間料金は、リージョン、ノードの種
類、ノードに適用されるのがオンデマンドノード料金であるかリザーブドノード料金であるかなどの要因
によって異なります。
オンデマンドノード料金は最も高価ですが、Amazon Redshift で最も柔軟性のあるオプションです。オン
デマンドレートでは、実行中のクラスターにあるコンピューティングノードに対してのみ課金されます。
クラスターをシャットダウンまたは削除すると、そのクラスターにあったコンピューティングノードに対
して、それ以降は課金されません。使用するコンピューティングノードに対してのみ請求され、それ以外
は課金されません。各コンピューティングノードに対して課金される時間料金は、リージョンやノードの
種類などの要因によって異なります。
リザーブドノード料金はコンピューティングノードに対して、割引された時間単位の料金で課金されるた
め、オンデマンド料金よりも安価です。ただし、これらの割引料金の適用を受けるには、リザーブドノー
ドのサービスを購入する必要があります。サービスを購入する際は、予約を行います。予約により、予約
期間中に予約する各ノードについて割引料金が設定されます。サービスの割引料金は、リージョン、ノー
ドの種類、期間、支払いオプションなどの要因によって異なります。
ノードをリザーブドノードとして指定するには、PurchaseReservedNodeOffering API オペレーショ
ンを呼び出すか、Amazon Redshift コンソールで [Purchase reserved nodes (リザーブドノードの購入)] を
選択します。リザーブドノードを購入する場合、該当するリザーブドノードタイプの AWS リージョン、
ノードタイプ、期間、ノード数、オファリングタイプを指定する必要があります。リザーブドノードは指
定した AWS リージョンでのみ使用できます。
このトピックでは、リザーブドノードのサービスについてと、これらのサービスを購入して Amazon
Redshift クラスターの実行コストを削減する方法について説明します。このトピックでは、一般的な用語
としてオンデマンドレートまたは割引料金について説明し、料金の概念と、それによる課金への影響につ
いて理解できるようにします。特定のレートの詳細については、Amazon Redshift 料金表を参照してくだ
さい。

リザーブドノードサービスについて
長期間にわたって Amazon Redshift クラスターを実行したままにする予定の場合は、リザーブドノード
サービスの購入を検討してください。これらのサービスでは、オンデマンド料金に比べて大幅なコスト削
減ができますが、コンピューティングノードを予約し、1 年または 3 年の期間にわたってこれらのノード
の料金の支払いを確約する必要があります。
リザーブドノードは、ノードに対する課金レートを決定するために厳密に使用される課金の概念です。
ノードを予約しても、実際にはノードは作成されません。使用量にかかわらず、リザーブドノードに対し
て課金されます。つまり、割引料金の適用対象となる実行中のクラスターにノードがあるかどうかにかか
わらず、予約期間中に予約する各ノードについて支払いを行う必要があります。
プロジェクトの評価フェーズ、または概念実証を開発する場合、オンデマンド料金により、従量料金制の
柔軟性を得ることができ、使用した分だけ支払い、クラスターをシャットダウンまたは削除することでい
つでも支払いを停止することができます。本稼働環境のニーズが確立され、実装段階を開始したら、1 つ
以上のサービスを購入して、コンピューティングノードの予約を検討してください。
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サービスでは 1 つ以上のコンピューティングノードを適用できます。サービスを購入するときに、予約す
るコンピューティングノードの数を指定します。複数のコンピューティングノードの 1 つのサービスを購
入するか、複数のサービスを購入し、各ノードのコンピューティングノードの特定の数を指定する選択が
できます。
たとえば、次のいずれも、3 つのコンピューティングノードのサービスを購入するための有効な方法で
す。
• 1 つのサービスを購入し、3 つのコンピューティングノードを指定する。
• 2 つのサービスを購入し、最初のサービスに対して 1 つのコンピューティングノード、2 つ目のサービ
スに対して 2 つのコンピューティングノードを指定する。
• 3 つのサービスを購入し、サービスごとに 1 つのコンピューティングノードを指定する。

リザーブドノードサービス間の価格の比較
Amazon Redshift には、サービスについて複数の支払いオプションがあります。選択する支払いオプショ
ンは、支払いスケジュールと、予約に対して課金される割引料金に影響します。予約に対して支払う前払
い料金が高いほど、全体的な削減額が大きくなります。
次の支払いオプションがサービスで利用できます。サービスは、オンデマンドレートに対する削減額が小
さいものから大きいものの順に示されています。

Note
予約に指定された期間中は、リザーブドノードを使用するかどうかにかかわらず、毎時間、該当
する時間料金で課金されます。支払いオプションによって決定されるのは、支払いの頻度と、適
用される割引だけです。詳細については、リザーブドノードサービスについて (p. 382) を参照
してください。

リザーブドノードサービスの比較
お支払い方
法

支払いスケジュール

比較の削減額

所要時間

前払い料金

繰り返しの
月額料金

前払いなし

予約期間中の月次の支
払い額。前払い料金は
ありません。

オンデマンド料金に対
して約 20 パーセント
の割引。

1 年間の期
間

なし

はい

一部前払い

予約の期間については
部分的な前払い料金と
月次の支払い額。

期間によって最大 41
～73 パーセントの割
引。

1 年間また
は 3 年間

はい

はい

全前払い

予約の完全な前払い料
金。月額料金なし.

期間によって最大 42
～76 パーセントの割
引。

1 年間また
は 3 年間

はい

なし

Note
以前に Amazon Redshift の [Heavy Utilization (重度使用)] サービスを購入した場合、同等のサービ
スには [Partial Upfront (一部前払い)] サービスがあります。

リザーブドノードの動作
リザーブドノードサービスでは、前のセクションで説明したように、支払い条件に応じて支払いが発生し
ます。すでに実行中のクラスターがあるか、予約後にクラスターを起動するかどうかにかかわらず、この
方法で支払いを行います。
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サービスを購入すると、予約が処理されるまで予約のステータスは [支払い保留中] になります。予約の処
理に失敗した場合、ステータスは [支払い失敗] と表示され、プロセスを再試行することができます。予約
が正常に処理されると、ステータスは [アクティブ] になります。予約の該当する割引料金は、ステータス
が [アクティブ] になるまで適用されません。予約期間が経過すると、ステータスは [リタイア] になりま
すが、履歴の目的で予約に関する情報に引き続きアクセスすることができます。予約が [リタイア] になる
と、クラスターは引き続き実行されますが、ノードに割引価格を適用する別の予約がない限り、オンデマ
ンドレートで課金される場合があります。
リザーブドノードは、サービスを購入するリージョンに固有です。Amazon Redshift コンソールを使用し
てサービスを購入する場合は、サービスを購入する AWS リージョンを選択し、予約プロセスを完了しま
す。サービスをプログラムで購入する場合、リージョンは接続先の Amazon Redshift エンドポイントに
よって決まります。Amazon Redshift のリージョンについては、Amazon Web Services の全般的なリファ
レンスからリージョンとエンドポイントを参照してください。
クラスターを起動するときに割引料金がすべてのノードに適用されるようにするには、リージョン、ノー
ドの種類、および選択するノードの数が、1 つ以上のアクティブな予約に一致することを確認します。そ
れ以外の場合、アクティブな予約に一致しないノードについては、オンデマンドレートで課金されます。
実行中のクラスターで、予約したノードの数を超えた場合は、それらの追加のノードに対して、オンデマ
ンドレートで課金が発生し続けます。この発生は、予約したノードの数に応じて、同じクラスターのノー
ドに対してさまざまなレートで課金される場合があることを示します。別のサービスを購入して、これら
の追加のノードに対応することができます。その場合、予約のステータスが [アクティブ] になると、残り
の期間は割引料金がノードに適用されます。
別のノードの種類にクラスターのサイズを変更し、その種類のノードを予約していない場合は、オンデマ
ンドレートで課金されます。サイズ変更したクラスターに対して割引料金の適用を受けたい場合は、新し
いノードの種類の別のサービスを購入できます。ただし、期間が経過するまで、元の予約についても引き
続き支払いが発生します。期間の終了前に予約を変更する必要がある場合は、AWS コンソールを使用して
サポートケースを作成してください。

リザーブドノードと一括請求 (コンソリデーティッド
ビリング)
購入アカウントが、1 つの一括請求の支払いアカウントに請求される一連のアカウントの一部である場
合、リザーブドノードの料金面でのメリットを広範囲に利用できます。すべてのサブアカウントの時間単
位の使用量が月次で支払いアカウントに集約されます。さまざまな役割を持つチームやグループがある企
業にとっては特に便利です。したがって、請求書の計算には通常のリザーブドノードのロジックが適用さ
れます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「Consolidated Billing」を参照してください。

リザーブドノードの例
このセクションのシナリオでは、次の予約の詳細を使用し、オンデマンドレートと割引料金に基づいて料
金がどのように発生するかを示します。
• リージョン: 米国西部 (オレゴン)
• ノードタイプ: ds2.xlarge
• 支払い方法: 前払い料金なし
• 期間: 1 年
• リザーブドノード数: 16

例1
20 個のノードがあるリージョンに、1 つの ds2.xlarge クラスターがある。
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このシナリオでは、16 個のノードで予約から割引料金が適用されますが、クラスターのその他の 4 つの
ノードはオンデマンドレートで課金されます。

例2
12 個のノードがあるリージョンに、1 つの ds2.xlarge クラスターがある。
このシナリオでは、クラスターの 12 個のノードにはすべて、予約から割引料金が適用されます。ただ
し、現在それらの適用対象となる実行中のクラスターがなくても、予約の残りのリザーブドノードに対し
て支払いが発生します。

例3
12 個のノードがあるリージョンに、1 つの ds2.xlarge クラスターがある。この設定ではクラスターを数か
月実行し、その後でクラスターにノードを追加する必要があります。クラスターのサイズを変更し、同じ
ノードの種類を選択して、合計 16 個のノードを指定します。
このシナリオでは、16 個のノードに対して割引料金が請求されます。クラスターにあるノードの数は予約
したノード数と等しいため、料金は 1 年間は同じままです。

例4
16 個のノードがあるリージョンに、1 つの ds2.xlarge クラスターがある。この設定ではクラスターを数か
月実行し、その後でノードを追加する必要があります。クラスターのサイズを変更し、同じノードの種類
を選択して、合計 20 個のノードを指定します。
このシナリオでは、サイズ変更の前のすべてのノードに対して割引料金で課金されます。サイズ変更後
は、1 年の残りの期間は 16 個のノードに対して割引料金で課金され、クラスターに追加した 4 つの追加の
ノードについてはオンデマンドレートで課金されます。

例5
リージョンに 2 つの ds2.xlarge クラスターがある。クラスターの 1 つは 6 個のノードを持ち、他のクラス
ターは 10 個のノードを持つ。
このシナリオでは、両方のクラスターのノードの合計数は予約したノードの数と等しいため、すべての
ノードに対して割引料金で課金されます。

例6
リージョンに 2 つの ds2.xlarge クラスターがある。クラスターの 1 つは 4 個のノードを持ち、他のクラス
ターは 6 個のノードを持つ。
このシナリオでは、実行中のクラスターの 10 個のノードに対して割引料金で課金され、割引料金の適用
対象となる実行中のクラスターが現在なくても、予約したその他の 6 個のノードに対して割引料金で支払
いが発生します。

Amazon Redshift コンソールを使用したリザーブド
ノードサービスの購入
Amazon Redshift コンソールの [Reserved Nodes (リザーブドノード)] ページを使用して、リザーブドノー
ドサービスを購入し、現在および過去の予約を表示します。
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サービスを購入した後、[リザーブドノード] リストには、各予約とその詳細 (ノードタイプ、ノード
数、予約状況など) が表示されます。予約の詳細のさらなる情報については、「リザーブドノードの動
作 (p. 383)」を参照してください。

リザーブドノードを購入するには
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で、[Clusters] (クラスター) を選択し、次に [Reserved nodes] (リザーブド
ノート) を選択してリザーブドノートのリストを表示します。
[リザーブドノートの購入] を選択して、購入するノードのプロパティを選択するためのページが表示
されます。

3.
4.

ノードのプロパティを入力してから、[リザーブドノートの購入] を選択します。

リザーブドノードをアップグレードするには、AWS CLI を使用します。

AWS CLI を使ったリザーブドノードのアップグレー
ド
AWS CLI を使用してリザーブドノードの予約をアップグレードするには
1.

支払いタイプ、期間、および条件の要件を満たすサービスに関する ReservedNodeOfferingID のリス
トを取得します。このステップを、次の例に示します。

aws redshift get-reserved-node-exchange-offerings --reserved-node-id xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
{
"ReservedNodeOfferings": [
{
"Duration": 31536000,
"ReservedNodeOfferingId": "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy",
"UsagePrice": 0.0,
"NodeType": "dc2.large",
"RecurringCharges": [
{
"RecurringChargeFrequency": "Hourly",
"RecurringChargeAmount": 0.2
}
],
"CurrencyCode": "USD",
"OfferingType": "No Upfront",
"ReservedNodeOfferingType": "Regular",
"FixedPrice": 0.0
}
]
}

2.

accept-reserved-node-exchange を呼び出し、前のステップで取得した
ReservedNodeOfferingID とともに交換する DC1 リザーブドノードの ID を指定します。
このステップを、次の例に示します。

aws redshift accept-reserved-node-exchange --reserved-node-id xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx --target-reserved-node-offering-id yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyyy
{
"ExchangedReservedNode": {
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}

}

"UsagePrice": 0.0,
"OfferingType": "No Upfront",
"State": "exchanging",
"FixedPrice": 0.0,
"CurrencyCode": "USD",
"ReservedNodeId": "zzzzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz",
"NodeType": "dc2.large",
"NodeCount": 1,
"RecurringCharges": [
{
"RecurringChargeFrequency": "Hourly",
"RecurringChargeAmount": 0.2
}
],
"ReservedNodeOfferingType": "Regular",
"StartTime": "2018-06-27T18:02:58Z",
"ReservedNodeOfferingId": "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyyy",
"Duration": 31536000

describe-reserved-nodes を呼び出し、Node type の値を確認して、交換が完了したことを確認できま
す。

AWS SDK for Java を使用したリザーブドノード
サービスの購入
次の例では、AWS SDK for Java を使用して次の処理を実行する方法を示します。
• 既存のリザーブドノードを一覧表示します。
• 指定したノード条件に基づいて、新しいリザーブドノードサービスを検索します。
• リザーブドノードを購入します。
この例は、指定したノードタイプと固定価格に一致するすべてのリザーブドノードサービスをまず選択し
ます。次に、見つかった各サービスに対してコードを実行して、サービスを購入できるようにします。

Important
この例を実行し、リザーブドノードサービスを購入するサービスを承認すると、サービスについ
て課金されます。
この例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。リストに示している以外のノードタイプと固定価格について情報を得
るには、そのノードタイプと固定価格でコードを更新します。

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
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*
*
*
*
*
*/

http://aws.amazon.com/apache2.0/
This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.

// snippet-sourcedescription:[ListAndPurchaseReservedNodeOffering demonstrates how to list
and purchase Amazon Redshift reserved node offerings.]
// snippet-service:[redshift]
// snippet-keyword:[Java]
// snippet-keyword:[Amazon Redshift]
// snippet-keyword:[Code Sample]
// snippet-keyword:[DescribeReservedNodeOfferings]
// snippet-keyword:[PurchaseReservedNodeOffering]
// snippet-keyword:[ReservedNode]
// snippet-sourcetype:[full-example]
// snippet-sourcedate:[2019-01-31]
// snippet-sourceauthor:[AWS]
// snippet-start:[redshift.java.ListAndPurchaseReservedNodeOffering.complete]
package com.amazonaws.services.redshift;
import
import
import
import

java.io.DataInput;
java.io.DataInputStream;
java.io.IOException;
java.util.ArrayList;

import com.amazonaws.services.redshift.model.*;
public class ListAndPurchaseReservedNodeOffering {
public static AmazonRedshift client;
public static String nodeTypeToPurchase = "dc2.large";
public static Double fixedPriceLimit = 10000.00;
public static ArrayList<ReservedNodeOffering> matchingNodes = new
ArrayList<ReservedNodeOffering>();
public static void main(String[] args) throws IOException {
// Default client using the {@link
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain}
client = AmazonRedshiftClientBuilder.defaultClient();
try {

listReservedNodes();
findReservedNodeOffer();
purchaseReservedNodeOffer();

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Operation failed: " + e.getMessage());
}

private static void listReservedNodes() {
DescribeReservedNodesResult result = client.describeReservedNodes();
System.out.println("Listing nodes already purchased.");
for (ReservedNode node : result.getReservedNodes()) {
printReservedNodeDetails(node);
}
}
private static void findReservedNodeOffer()
{
DescribeReservedNodeOfferingsRequest request = new
DescribeReservedNodeOfferingsRequest();
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DescribeReservedNodeOfferingsResult result =
client.describeReservedNodeOfferings(request);
Integer count = 0;
System.out.println("\nFinding nodes to purchase.");
for (ReservedNodeOffering offering : result.getReservedNodeOfferings())
{
if (offering.getNodeType().equals(nodeTypeToPurchase)){
if (offering.getFixedPrice() < fixedPriceLimit) {
matchingNodes.add(offering);
printOfferingDetails(offering);
count +=1;
}

}

}
}
if (count == 0) {
System.out.println("\nNo reserved node offering matches found.");
} else {
System.out.println("\nFound " + count + " matches.");
}

private static void purchaseReservedNodeOffer() throws IOException {
if (matchingNodes.size() == 0) {
return;
} else {
System.out.println("\nPurchasing nodes.");
for (ReservedNodeOffering offering : matchingNodes) {
printOfferingDetails(offering);
System.out.println("WARNING: purchasing this offering will incur costs.");
System.out.println("Purchase this offering [Y or N]?");
DataInput in = new DataInputStream(System.in);
String purchaseOpt = in.readLine();
if (purchaseOpt.equalsIgnoreCase("y")){
try {
PurchaseReservedNodeOfferingRequest request = new
PurchaseReservedNodeOfferingRequest()
.withReservedNodeOfferingId(offering.getReservedNodeOfferingId());
ReservedNode reservedNode =
client.purchaseReservedNodeOffering(request);
printReservedNodeDetails(reservedNode);
}
catch (ReservedNodeAlreadyExistsException ex1){
}
catch (ReservedNodeOfferingNotFoundException ex2){
}
catch (ReservedNodeQuotaExceededException ex3){
}
catch (Exception ex4){
}
}
}
System.out.println("Finished.");
}

}

private static void printOfferingDetails(
ReservedNodeOffering offering) {
System.out.println("\nOffering Match:");
System.out.format("Id: %s\n", offering.getReservedNodeOfferingId());
System.out.format("Node Type: %s\n", offering.getNodeType());
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}

System.out.format("Fixed Price: %s\n", offering.getFixedPrice());
System.out.format("Offering Type: %s\n", offering.getOfferingType());
System.out.format("Duration: %s\n", offering.getDuration());

private static void printReservedNodeDetails(ReservedNode node) {
System.out.println("\nPurchased Node Details:");
System.out.format("Id: %s\n", node.getReservedNodeOfferingId());
System.out.format("State: %s\n", node.getState());
System.out.format("Node Type: %s\n", node.getNodeType());
System.out.format("Start Time: %s\n", node.getStartTime());
System.out.format("Fixed Price: %s\n", node.getFixedPrice());
System.out.format("Offering Type: %s\n", node.getOfferingType());
System.out.format("Duration: %s\n", node.getDuration());
}

}
// snippet-end:[redshift.java.ListAndPurchaseReservedNodeOffering.complete]

AWS CLI および Amazon Redshift API を使用した
リザーブドノードサービスの購入
次の AWS CLI オペレーションで、リザーブドノードサービスを購入できます。
• purchase-reserved-node-offering
• describe-reserved-node-offerings
• describe-orderable-cluster-options
次の Amazon Redshift API オペレーションで、リザーブドノードサービスを購入できます。
• PurchaseReservedNodeOffering
• DescribeReservedNodeOfferings
• DescribeOrderableClusterOptions
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Amazon Redshift 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ーから利点を得られ
ます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。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、AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。セキュリティの有
効性は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの審査機関によって定期的
にテストおよび検証されています。Amazon Redshift に適用されるコンプライアンスプログラムについ
ては、「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。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。
Amazon Redshift リソースへのアクセスは 4 つのレベルで制御されます。
• クラスターの管理 – クラスターを作成、設定、削除する機能は、AWS セキュリティ認証情報に関連付け
られている IAM ユーザーまたはアカウントに付与されるアクセス許可によって制御されます。適切なア
クセス許可が付与された IAM ユーザーは、AWS Management Console、AWS Command Line Interface
(CLI)、または Amazon Redshift アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を使用して、
クラスターを管理できます。このアクセスは、 ポリシーを使用して管理されます。詳細については、
「Amazon Redshift での Identity and Access Management (p. 405)」を参照してください。
• クラスター接続性 – Amazon Redshift セキュリティグループにより、クラスレスドメイン間ルーティン
グ (CIDR) 形式での Amazon Redshift クラスターへの接続が許可される AWS インスタンスが指定され
ます。Amazon Redshift、Amazon EC2、Amazon VPC セキュリティグループを作成し、それらをクラ
スターに関連付ける方法については、Amazon Redshift クラスターセキュリティグループ (p. 523) を
参照してください。
• データベースアクセス – テーブルやビューなどのデータベースオブジェクトにアクセスできるかどうか
は、Amazon Redshift データベースのユーザーアカウントにより制御されます。ユーザーは、ユーザー
アカウントがアクセス権限を付与されたデータベースのリソースにのみアクセス可能です。これらの
Amazon Redshift ユーザーアカウントの作成とそのアクセス許可の管理は、CREATE USER、CREATE
GROUP、GRANT、REVOKE SQL ステートメントを使用して行います。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データベースセキュリティの管理を参照してください。
• 一時的データベース認証情報およびシングルサインオン – CREATE USER や ALTER USER などの SQL
コマンドを使用したデータベースユーザーの作成と管理に加えて、カスタム Amazon Redshift JDBC ま
たは ODBC ドライバーで SQL クライアントを設定できます。これらのドライバーは、データベースの
ログオンプロセスの一部として、データベースユーザーや仮パスワードを作成するプロセスを管理しま
す。
ドライバーは AWS Identity and Access Management (IAM) 認証に基づいてデータベースユーザーを認
証します。既に AWS の外部でユーザー ID を管理している場合、Security Assertion Markup Language
(SAML) 2.0 に準拠した ID プロバイダー (IdP) を使用して、Amazon Redshift リソースへのアクセスを管
理できます。IAM ロールを使用して、フェデレーティッドユーザーが一時データベース認証情報を生成
して Amazon Redshift データベースにログオンすることを許可するよう IdP および AWS を設定できま
す。詳細については、「IAM 認証を使用したデータベースユーザー認証情報の生成 (p. 446)」を参照し
てください。
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このドキュメントは、Amazon Redshift を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立
ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように Amazon
Redshift を設定する方法について説明します。また、Amazon Redshift リソースのモニタリングや保護に
役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。
トピック
• Amazon Redshift におけるデータ保護 (p. 392)
• Amazon Redshift での Identity and Access Management (p. 405)
• Amazon Redshift でのログ作成とモニタリング (p. 505)
• Amazon Redshift のコンプライアンス検証 (p. 520)
• Amazon Redshift の復元力 (p. 521)
• Amazon Redshift のインフラストラクチャセキュリティ (p. 522)
• Amazon Redshift での設定と脆弱性の分析 (p. 527)

Amazon Redshift におけるデータ保護
AWS 責任共有モデル は、Amazon Redshift 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。お客様は、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、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスク
が含まれます。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。
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許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
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 の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ースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの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。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや 名前 フィールドなどの自由形式
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、コンソール、API、AWS CLI、または AWS
SDK で Amazon Redshift またはその他の AWS サービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に
使用する自由形式のフィールドに入力したデータは、請求ログまたは診断ログに使用できます。外部サー
バーへの URL を指定する場合は、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
ないことを強くお勧めします。
アドバンストクエリアクセラレーター (AQUA) は、Amazon Redshift クラスターとは別のサーバーで実行
されるマルチテナントサービスです。AQUA は、認証、暗号化、分離、コンプライアンスをサポートし、
保管中のデータと転送中のデータを安全に保ちます。AQUA には Amazon Redshift へのアクセスと同じ権
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限が使用されます。AQUA サーバー上で処理されたクエリは、データ保護を保証するために、分離された
プロセスで実行されます。

データ暗号化
データ保護には、転送時 (Amazon Redshift とのデータの送受信) と、保管時 (Amazon Redshift データセン
ター内のディスクへの保存) のデータ保護があります。SSL を使用するか、クライアント側の暗号化を使
用することによって、転送中のデータを保護できます。Amazon Redshift で保管中のデータを保護するに
は、次のようなオプションがあります。
• サーバー側の暗号化を使用する – データをデータセンター内のディスクに保存する前に暗号化し、オブ
ジェクトをダウンロードするときに復号するように Amazon Redshift に要求します。
• クライアント側の暗号化を使用する — クライアント側でデータを暗号化し、暗号化したデータを
Amazon Redshift にアップロードできます。この場合、暗号化プロセス、暗号化キー、関連ツールはお
客様が管理してください。

保管中の暗号化
サーバー側の暗号化は、保管中のデータ暗号化に関するものです。つまり、Amazon Redshift は、データ
センターの書き込み時にデータを暗号化し、お客様がデータにアクセスするときに復号します。リクエス
トが認証され、お客様がアクセス許可を持っている限りは、オブジェクトが暗号化されているかどうかに
関係なく同じ方法でアクセスできます。
Amazon Redshift では暗号化を使用して、保管中のデータを保護します。必要に応じて、Advanced
Encryption Standard AES-256 を使用して、クラスター内のディスクに保存されているデータと Amazon
S3 のバックアップをすべて保護することができます。
Amazon Redshift リソースの暗号化と復号化のために使用するキーを管理するには、AWS Key
Management Service (AWS KMS) を使用します。 AWS KMS では、安全で可用性の高いハードウェアと
ソフトウェアの組み合わせにより、クラウド向けに拡張されたキー管理システムが提供されます。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。AWS KMS キーは、Amazon Redshift やサポートされている AWS サービス
と組み合わせて使用できます。AWS KMSがサポートされているサービスの一覧については、 AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの How AWS Services Use AWS KMS を参照してください。
AQUA（アドバンストクエリアクセラレーター）は、Amazon Redshift がデータスナップショットを
Amazon S3 に保存するために使用するのと同じデータベース暗号化キー (DEK) を受け取り、使用しま
す。Amazon Redshift はエンベロープ暗号化を使用します。つまり、データブロックを再暗号化すること
なくキーをローテーションできます。Amazon Redshift クラスターが暗号化されていない場合、AQUA は
独自のマネージドキーを使用してデータを暗号化します。詳細については、 Amazon Redshift データベー
ス暗号化 (p. 394)を参照してください。
クラスターに関連付けられた IAM ロールに対する AWS KMS アクセスを取り消す必要があることがありま
す。その場合、実行中のクエリが完了した後、AQUA にキャッシュされたデータにこれ以上アクセスする
ことはできません。これは、AQUA が 1 回押されたスキャンまたは集計オペレーションを超えてキーを保
持しないためです。この永続性の欠如は、これらのブロックに関するメタデータにアクセスできないこと
を意味します。
Amazon Redshift クエリエディタ v2 は、次のようにクエリエディタに入力された情報を安全に保存しま
す。
• クエリエディタ v2 のデータの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
• データベース接続の情報
• ファイルとフォルダの名前と内容。
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Amazon Redshift クエリエディタ v2 は、KMS キーまたはサービスアカウント KMS キーを使用して、
ブロックレベルの暗号化を使用して情報を暗号化します。Amazon Redshift データの暗号化は、Amazon
Redshift クラスタープロパティによって制御されます。
トピック
• Amazon Redshift データベース暗号化 (p. 394)

Amazon Redshift データベース暗号化
Amazon Redshift では、クラスターに対してデータベースの暗号化を有効にして、保管中のデータを保護
できます。クラスターに対して暗号化を有効にすると、クラスターとそのスナップショットのデータブ
ロックとシステムメタデータが暗号化されます。
クラスターの起動時に暗号化を有効にすることも、暗号化されていないクラスターを AWS Key
Management Service (AWS KMS) 暗号化を使用するように変更することもできます。そのために
は、AWS 管理キーまたはカスタマー管理キーのどちらかを使用できます。クラスターを変更して AWS
KMS 暗号化を有効にすると、Amazon Redshift は自動的にデータを新たな暗号化されたクラスターに移行
します。暗号化されたクラスターから作成されたスナップショットも暗号化されます。また、クラスター
を変更して データベースの暗号化 オプションを変更することで、暗号化されたクラスターを暗号化されて
いないクラスターに移行することもできます。詳細については クラスターの暗号化の変更 (p. 398)を参
照してください。
暗号化は Amazon Redshift ではオプションの設定ですが、機密データを含むクラスターに対しては有効に
することをお勧めします。また、データに適用されるガイドラインやルールに応じて暗号化の使用が必要
になる場合があります。たとえば、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)、SarbanesOxley Act (SOX)、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) といった規制では、特定の
種類のデータの取り扱いに関するガイドラインが規定されています。
Amazon Redshift では、暗号化キーの階層を使用してデータベースを暗号化します。AWS Key
Management Service (AWS KMS) またはハードウェアセキュリティモジュール (HSM) のいずれかを使
用して、この階層の最上位の暗号化キーを管理できます。Amazon Redshift が暗号化に使用するプロセ
スは、キーの管理方法によって異なります。Amazon Redshift は AWS KMS と自動的に統合されます
が、HSM とは統合されません。HSM を使用するときは、クライアントとサーバーの証明書を使用し
て、Amazon Redshift と HSM との間で信頼された接続を設定する必要があります。
トピック
• AWS KMS を使用した Amazon Redshift のデータベース暗号化 (p. 394)
• Amazon Redshift でのハードウェアセキュリティモジュールを使用した暗号化 (p. 396)
• Amazon Redshift における暗号化キーのローテーション (p. 397)
• クラスターの暗号化の変更 (p. 398)
• コンソールを使用したデータベース暗号化の設定 (p. 400)
• Amazon Redshift API と AWS CLI を使用したデータベース暗号化の設定 (p. 401)

AWS KMS を使用した Amazon Redshift のデータベース暗号化
Amazon Redshift によるキー管理用に AWS KMS を選択した場合、4 階層の暗号化キーがあります。これ
らのキーは、階層の最上位から順にルートキー、クラスターの暗号化キー (CEK)、データベースの暗号
キー (DEK)、データ暗号化キーとなっています。
クラスターを起動すると、Amazon Redshift は、 AWS アカウントが作成した、または AWS KMSで使
用する許可を得た AWS KMS keys のリストを返します。暗号化キーの階層でルートキーとして使用する
KMS キーを選択します。
デフォルトでは、Amazon Redshift はデフォルトのキーをルートキーとして選択します。デフォルトの
キーは、Amazon Redshift で使用するための AWS アカウント 用に作成された AWS 管理キーです。暗号
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化されたクラスターを AWS リージョンで初めて起動してデフォルトのキーを選択すると、 AWS KMS で
このキーが作成されます。
デフォルトのキーを使用しない場合は、Amazon Redshift でクラスターを起動する前に、AWS KMS で
カスタマー管理 KMS キーを別途用意（または作成）する必要があります。カスタマー管理キーを作成
すると、データの保護に使用する暗号化キーを作成、ローテーション、無効化、アクセス制御定義、
監査できるなど、より柔軟に取り扱うことができます。KMS キーの作成の詳細については、 AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの キーの作成 を参照してください。
別の AWS アカウントの AWS KMS キーを使用する場合は、そのキーを使用するアクセス許可が必要であ
り、Amazon Redshift でその Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。AWS KMS での
キーアクセスの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの キーのアクセスの
制御 を参照してください。
ルートキーを選択すると、Amazon Redshift では、 AWS KMS によるデータキーの生成と、選択された
ルートキーによる暗号化が要求されます。このデータキーは Amazon Redshift で CEK として使用されま
す。 AWS KMS では、暗号化された CEK が Amazon Redshift にエクスポートされます。CEK は、クラ
スターから別のネットワークのディスクの内部で、KMS キーと CEK の暗号化コンテキストに対する権限
とともに保存されます。暗号化された CEK だけが Amazon Redshift にエクスポートされ、KMS キーは
AWS KMS に残ります。また、Amazon Redshift は暗号化された CEK を安全なチャンネル経由でクラス
ターに渡し、メモリにロードします。その後、Amazon Redshift は、 AWS KMS を呼び出して CEK を復
号化し、復号化した CEK をメモリにロードします。権限、暗号化コンテキスト、およびその他の AWS
KMS関連概念の詳細については、 AWS Key Management Service デベロッパーガイドの 概念 を参照して
ください。
次に、Amazon Redshift は DEK として使用するキーを生成し、クラスターのメモリにランダムにロードし
ます。復号化された CEK は DEK の暗号化に使用されます。その後、暗号化された DEK はクラスターか
ら安全なチャンネル経由で Amazon Redshift に渡され、クラスターとは別のネットワーク内のディスクに
内部で保存されます。CEK と同様に、DEK の暗号化と復号の両方のバージョンはクラスターのメモリに
ロードされます。その後、DEK の復号バージョンは、データベース内の各データブロックのランダムに生
成された暗号化キーを暗号化するために使用されます。
クラスターを再起動すると、Amazon Redshift は、内部に保存した CEK と DEK の暗号化バージョンを
まずメモリに再ロードしてから、AWS KMS を呼び出して KMS キーで CEK を再び復号化します。これ
で、CEK がメモリにロードできるようになります。復号された CEK で DEK は再び復号され、復号された
DEK はメモリにロードされて、必要に応じてデータブロックキーの暗号化および復号に使用されます。
AWS KMS キーで暗号化された Amazon Redshift クラスターの作成の詳細については、 クラスターの作
成 (p. 106) と AWS CLI および Amazon Redshift API を使用したクラスターの管理 (p. 111)を参照してくだ
さい。

別の AWS リージョンに AWS KMS暗号化スナップショットをコピーする
AWS KMS キーは、 AWS リージョンに固有のものです。別の AWS リージョンへの Amazon Redshift ス
ナップショットのコピーを有効にし、ソースクラスターとそのスナップショットが AWS KMS からのルー
トキーを使用して暗号化される場合、Amazon Redshift がターゲットの AWS リージョンで ルートキー
を使用するように、権限を設定する必要があります。この権限により、Amazon Redshift はターゲットの
AWS リージョンでスナップショットを暗号化できるようになります。リージョン間スナップショットコ
ピーに関する詳細については、 別の AWS リージョンにスナップショットをコピーする (p. 364) を参照し
てください。

Note
暗号化されたクラスターからのスナップショットのコピーを有効にし、ルートキーとして AWS
KMS を使用する場合は、クラスター名が暗号化コンテキストの一部になるため、そのクラスター
名を変更することはできません。クラスター名を変更する必要がある場合、ソースの AWS リー
ジョンでスナップショットのコピーを無効にし、クラスター名を変更してから、再びスナップ
ショットのコピーを設定して有効にします。
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スナップショットのコピー権限を設定するプロセスは、以下のとおりです。
1. ターゲットの AWS リージョンで、次の手順を実行してスナップショットのコピー権限を作成します。
• 使用する AWS KMS キーがまだなければ作成します。AWS KMS キーの作成の詳細については、
AWS Key Management Service デベロッパーガイドの キーの作成 を参照してください。
• スナップショットのコピー権限の名前を指定します。この名前は、 AWS アカウントの AWS リー
ジョンで一意である必要があります。
• 作成する権限が適用される AWS KMS キー ID を指定します。キー ID を指定しない場合は、この権限
はデフォルトのキーに適用されます。
2. ソースの AWS リージョンでスナップショットのコピーを有効にし、ターゲットの AWS リージョンで
作成したスナップショットのコピー権限の名前を指定します。
この事前のプロセスは、 AWS CLI、Amazon Redshift API、または SDK を使用してスナップショットの
コピーを有効にする場合にのみ必要です。コンソールを使用する場合、Amazon Redshift では、リージョ
ン間のスナップショットのコピーを有効にするときに、権限の設定ワークフローがあります。コンソール
を使用して、AWS KMS暗号化されたクラスター用にリージョン間のスナップショットのコピーを設定す
る方法の詳細については、 AWS KMS で暗号化されたクラスターのクロスリージョンスナップショットコ
ピーを設定する (p. 375)を参照してください。
スナップショットがターゲットの AWS リージョンにコピーされる前に、Amazon Redshift はソースの
AWS リージョンでルートキーを使用してスナップショットを復号化し、ランダムに生成された (内部管理
の) RSA キーを使用して一時的な再暗号化を行います。その後、Amazon Redshift は安全なチャンネル経
由でターゲットの AWS リージョンにスナップショットをコピーし、それを (内部管理の) RSA キーを使用
して復号化した上で、ターゲットの AWS リージョンのルートキーを使用して再暗号化します。
AWS KMS暗号化されたクラスター用にスナップショットのコピー権限を設定する方法の詳細につい
ては、 Amazon Redshift API と AWS KMS を使用して AWS CLI暗号化キーを使用するように Amazon
Redshift を設定する (p. 401)を参照してください。

Amazon Redshift でのハードウェアセキュリティモジュールを使用した暗号化
キー管理に AWS KMS を使用しない場合、Amazon Redshift ではキー管理にハードウェアセキュリティモ
ジュール (HSM) を使用できます。

Important
HSM 暗号化は DC2 と RA3 ノードタイプではサポートされません。
HSM は、キー生成と管理を直接に制御するデバイスです。キーの管理をアプリケーションとデータベース
のレイヤーから切り離すことで、より優れたセキュリティを実現します。Amazon Redshift では、キー管
理のために AWS CloudHSM Classic がサポートされています。AWS KMS の代わりに HSM を使用して暗
号化キーを管理するときは、暗号化プロセスが異なります。

Important
Amazon Redshift では、 AWS CloudHSM Classic のみがサポートされています。新しい AWS
CloudHSM サービスはサポートされていません。
新規のお客様は、AWS CloudHSM クラシックをご利用いただけません。詳細については、
CloudHSM Classic の料金を参照してください。 AWS CloudHSMClassic はすべての AWS リー
ジョンで使用できるわけではありません。使用できる AWS リージョンについては、 AWS リー
ジョン表を参照してください。
HSM を使用するようにクラスターを設定すると、Amazon Redshift は HSM に、CEK として使用される
キーの生成と保存を要求します。ただし、 AWS KMS とは異なり、HSM では Amazon Redshift に CEK
をエクスポートすることができません。代わりに、Amazon Redshift はクラスターで DEK をランダムに
生成し、HSM に DEK を渡して、DEK は CEK で暗号化されます。HSM は暗号化された DEK を Amazon
Redshift に返します。その DEK は、内部で保存されているランダムに生成されたルートキーでさらに暗
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号化され、クラスターとは別のネットワークにあるディスク内に保存されます。また、Amazon Redshift
は、DEK の復号バージョンをクラスターのメモリにロードします。それにより、DEK を使用して個々の
データブロックキーを暗号化および復号できるようになります。
クラスターを再起動した場合、Amazon Redshift は、内部に保存したルートキーを使用して、内部で保存
され二重に暗号化された DEK を復号化することで、その DEK を CEK で暗号化した状態に戻します。そ
の後、CEK で暗号化された DEK は HSM に渡され、復号化されて、Amazon Redshift に戻され、再びメモ
リにロードされて、個々のデータブロックキーに使用できるようになります。

Amazon Redshift と HSM との間の信頼された接続の設定
クラスターキーの管理に HSM を使用するように選択した場合、Amazon Redshift と HSM の間に信頼さ
れたネットワークリンクを構成する必要があります。これを行うには、クライアント証明書とサーバー
証明書の設定が必要です。信頼された接続は、暗号化と復号化のオペレーション中に、HSM と Amazon
Redshift との間で暗号化キーを渡すために使用されます。
Amazon Redshift は、ランダムに生成されたプライベートキーと公開キーの組み合わせから、公開クライ
アント証明書を作成します。これらは内部的に暗号化されて保存されます。ユーザーは、公開クライアン
ト証明書を HSM にダウンロードして登録し、該当する HSM パーティションに割り当てます。
ユーザーは、HSM の IP アドレス、HSM パーティション名、HSM パーティションのパスワード、および
内部ルートキーで暗号化された (パブリックな) HSM サーバー証明書を Amazon Redshift に対し指定しま
す。Amazon Redshift は設定プロセスを完了し、HSM に接続できることを確認します。接続できない場
合、クラスターは INCOMPATIBLE_HSM 状態に設定され、クラスターは作成されません。この場合、不
完全なクラスターを削除してから、もう一度やり直す必要があります。

Important
別の HSM パーティションを使用するクラスターを変更する場合、Amazon Redshift は新しいパー
ティションに接続できるか確認しますが、有効な暗号化キーがあるかは確認しません。新しい
パーティションを使用する前に、新しいパーティションのキーをレプリケーションする必要が
あります。クラスターを再起動し、Amazon Redshift が有効なキーを見つけることができない場
合、再起動は失敗します。詳細については、 HSM 間のキーのレプリケーションを参照してくだ
さい。
初期設定の後で Amazon Redshift が HSM に接続できない場合、イベントが記録されます。これらのイベ
ントの詳細については、 Amazon Redshift イベント通知を参照してください。

Amazon Redshift における暗号化キーのローテーション
Amazon Redshift では、暗号化したクラスターの暗号化キーをローテーションすることができます。キー
のローテーションプロセスを開始すると、Amazon Redshift は指定されたクラスターとそのクラスターの
自動または手動スナップショット用の CEK をローテーションします。また、Amazon Redshift は指定され
たクラスターの DEK をローテーションしますが、スナップショットの DEK をローテーションすることは
できません。スナップショットの DEK は Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に内部で保存さ
れている間、既存の DEK で暗号化されているためです。
ローテーションの進行中、クラスターはその完了まで ROTATING_KEYS 状態に設定され、完了すると
AVAILABLE 状態に戻ります。 は、キーのローテーションプロセスの間に、復号と再暗号化の処理を行い
ます。Amazon Redshift は、キーローテーションプロセス中に復号と再暗号化を処理します。

Note
ソースクラスターなしでスナップショットのキーをローテーションすることはできません。クラ
スターを削除する際には、スナップショットのキーローテーションが必要になるかどうかを検討
してください。
キーローテーションプロセス中はクラスターが一時的に使用不能になるので、キーローテーションは、
データのニーズによって必要となるか、キーの漏洩の疑いがある場合のみ行ってください。ベストプラク
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ティスとして、保存するデータの種類を考慮してデータの暗号化キーのローテーション頻度を計画してく
ださい。キーローテーションの頻度は、データセキュリティに対する企業のポリシーと、機密データと規
制コンプライアンスに関する業界標準によって異なります。セキュリティのニーズとクラスターの可用性
のバランスを考慮して計画を立ててください。
キーローテーションの詳細については、 Amazon Redshift コンソールを使用した暗号化キーのロー
テーション (p. 401) と Amazon Redshift API および AWS CLI を使用した暗号化キーのローテーショ
ン (p. 402)を参照してください。

クラスターの暗号化の変更
AWS管理キーまたはカスタマー管理キーを使用し、暗号化されていないクラスターを変更して AWS Key
Management Service (AWS KMS) 暗号化を使用できます。クラスターを変更して AWS KMS 暗号化を有
効にすると、Amazon Redshift は自動的にデータを新たな暗号化されたクラスターに移行します。また、
クラスターを変更することで、暗号化されていないクラスターを暗号化されたクラスターに移行すること
もできます。
移行オペレーション中、クラスターは読み取り専用モードで閲覧可能になり、クラスターのステータスは
サイズ変更と表示されます。
クラスターがAWS リージョン間のスナップショットコピーを有効にするように設定されている場合は、
暗号化を変更する前に無効にする必要があります。詳細については、 別の AWS リージョンにスナップ
ショットをコピーする (p. 364) と AWS KMS で暗号化されたクラスターのクロスリージョンスナップ
ショットコピーを設定する (p. 375)を参照してください。クラスターを変更してハードウェアセキュリ
ティモジュール (HSM) 暗号化を有効にすることはできません。代わりに、HSM で暗号化された新しいク
ラスターを作成し、データを新しいクラスターに移行します。詳細については、「HSM 暗号化されたクラ
スターへの移行 (p. 398)」を参照してください。

クラスターでデータベース暗号化を変更するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、暗号化を変更するクラスターを選択し
ます。

3.

プロパティを選択します。

4.

データベース設定 セクションで、 編集、 暗号化の編集の順に選択します。

5.

いずれかの暗号化オプションを選択し、 変更の保存を選択します。

CLI を使用してクラスターの暗号化を変更するには
暗号化を解除したクラスターを変更して AWS KMSを使用するには、次に示すように modify-cluster
CLI コマンドを実行して –-encryptedを指定します。デフォルトでは、デフォルトの KMS キーが使用さ
れています。カスタマー管理キーを指定するには、 --kms-key-id オプションを含めます。
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier <value> --encrypted --kms-key-id <value>

クラスターから暗号化を削除するには、次の CLI コマンドを実行します。
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier <value> --no-encrypted

HSM 暗号化されたクラスターへの移行
ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用して、暗号化されていないクラスターを暗号化され
たクラスターに移行するには、新しい暗号化クラスターを作成し、データを新しいクラスターに移動しま
す。クラスターを変更して HSM 暗号化クラスターに移行することはできません。
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暗号化されていないクラスターから HSM 暗号化されたクラスターに移行するには、まず既存のソース
クラスターからデータをアンロードします。次に、選択した暗号化設定を使用して、新しいターゲット
クラスター内のデータを再ロードします。暗号化されたクラスターを起動する方法の詳細については、
Amazon Redshift データベース暗号化 (p. 394)を参照してください。
移行プロセスの間、ソースクラスターは最後の手順まで読み取り専用クエリで使用できます。最後のス
テップは、エンドポイントを切り替えるターゲットクラスターとソースクラスターの名前を変更して､すべ
てのトラフィックが新しいターゲットクラスターにルーティングされるようにすることです。名前を変更
して再起動するまで、ターゲットクラスターは使用できません。データの転送中に、ソースクラスター上
のすべてのデータロードおよびその他の書き込み操作を中断します。

移行の準備をするには
1.

ビジネスインテリジェンス (BI) ツールや抽出、変換、ロード (ETL) システムなど、Amazon Redshift
と対話するすべての依存システムを特定します。

2.

検証クエリを特定して移行をテストします。
たとえば、次のクエリを使用してユーザー定義テーブルの数を検索できます。
select count(*)
from pg_table_def
where schemaname != 'pg_catalog';

次のクエリは、すべてのユーザー定義テーブルの一覧と各テーブルの行数を返します。
select "table", tbl_rows
from svv_table_info;

3.

移行に適した時間を選択します。クラスター使用率が最も低い時間を見つけるには、CPU 使用率や
データベース接続数などのクラスターメトリクスをモニタリングします。詳細については、 クラス
ターのパフォーマンスデータを表示する (p. 549)を参照してください。

4.

未使用のテーブルを削除します。
テーブルのリストを作成し､各テーブルがクエリされた回数を知るには、次のクエリを実行します。
select database,
schema,
table_id,
"table",
round(size::float/(1024*1024)::float,2) as size,
sortkey1,
nvl(s.num_qs,0) num_qs
from svv_table_info t
left join (select tbl,
perm_table_name,
count(distinct query) num_qs
from stl_scan s
where s.userid > 1
and
s.perm_table_name not in ('Internal worktable','S3')
group by tbl,
perm_table_name) s on s.tbl = t.table_id
where t."schema" not in ('pg_internal');

5.

暗号化された新しいクラスターを起動します。
ソースクラスターと同じポート番号をターゲットクラスターに使用します。暗号化されたクラスター
を起動する方法の詳細については、 Amazon Redshift データベース暗号化 (p. 394)を参照してくだ
さい。

6.

アンロードとロードのプロセスを設定します。
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Amazon Redshift アンロード/コピーユーティリティ を使用すると、クラスター間でデータを移行す
るのに役立ちます。このユーティリティは、ソースクラスターから Amazon S3 上の場所にデータを
エクスポートします。データは AWS KMSで暗号化されます。ユーティリティは、データをターゲッ
トに自動的にインポートします。必要に応じて、移行が完了した後でこのユーティリティを使用して
Amazon S3 をクリーンアップすることができます。
7.

テストを実行してプロセスを検証し、書き込みオペレーションを中断する必要のある期間を見積もり
ます。
アンロードとロードオペレーションに、データのロードとその他の書き込みオペレーションを中断し
て、データの整合性を維持します。最も大きなテーブルの 1 つを使用して、アンロードとロードのプ
ロセスを実行すると、タイミングを推定するのに役立ちます。

8.

スキーマ、ビュー、テーブルなどのデータベースオブジェクトを作成します。必要なデータ定義言語
(DDL) ステートメントを生成するには、 AWS GitHub リポジトリの AdminViews にあるスクリプトを
使用できます。

クラスターを移行するには
1.

ソースクラスターですべての ETL プロセスを停止します。
処理中に書き込みオペレーションがないことを確認するには、Amazon Redshift マネジメントコン
ソールを使用して書き込み IOPS をモニタリングします。詳細については、 クラスターのパフォーマ
ンスデータを表示する (p. 549)を参照してください。

2.

以前に特定した検証クエリを実行して、移行前に暗号化されていないソースクラスターに関する情報
を収集します。

3.

（任意）1 つのワークロード管理 (WLM) キューを作成して、ソースクラスターとターゲットクラス
ターの両方で使用可能な最大限のリソースを使用します。たとえば、 data_migrate という名前の
キューを作成し、メモリーを 95 パーセント、同時実行レベル 4 でキューを構成します。詳細につい
ては、 Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドから ユーザーグループとクエリグループに
基づいてクエリをキューにルーティング を参照してください。

4.

data_migrate キューを使用して UnloadCopyUtility を実行します。
Amazon Redshift コンソールを使用して UNLOAD と COPY プロセスをモニタリングします。

5.

検証クエリを再度実行し、結果がソースクラスターの結果と一致することを確認します。

6.

ソースクラスターとターゲットクラスターの名前を変更して、エンドポイントをスワップします。混
乱を避けるために、このオペレーションは営業時間外に実行してください。

7.

ETL やレポートツールなどのすべての SQL クライアントを使用して、ターゲットクラスターに接続
できることを確認します。

8.

暗号化されたソースクラスターをシャットダウンします。

コンソールを使用したデータベース暗号化の設定
Amazon Redshift コンソールを使用すると、HSM および暗号化キーのローテーションを行うように
Amazon Redshift を設定できます。AWS KMS 暗号化キーを使用してクラスターを作成する方法について
は、 クラスターの作成 (p. 106) および AWS CLI および Amazon Redshift API を使用したクラスターの管
理 (p. 111)を参照してください。

クラスターでデータベース暗号化を変更するには
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で、[Cluster] (クラスター) を選択して、スナップショットを移動するクラス
ターを選択します。

3.

[アクション] で [変更] を選択して設定ページを表示します。
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4.

データベースの設定 セクションで、 暗号化 の設定を選択し、次に クラスターの変更を選択します。

Amazon Redshift コンソールを使用した暗号化キーのローテーション
Amazon Redshift コンソールを使用して暗号化キーをローテーションするには、次の手順を使用します。

クラスターの暗号化キーをローテーションするには
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.

ナビゲーションペインで、[Clusters] (クラスター) を選択して、暗号化キーを更新するクラスターを選
択します。

3.

アクション に、暗号化キーのローテーション を選択して 暗号化キーのローテーション ページを表示
します。

4.

暗号化キーのローテーション ページで、 暗号化キーのローテーションを選択します。

Amazon Redshift API と AWS CLI を使用したデータベース暗号化の設定
Amazon Redshift API と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Redshift デー
タベース用の暗号化キーオプションを設定します。データベース暗号化の詳細については、 Amazon
Redshift データベース暗号化 (p. 394)を参照してください。

Amazon Redshift API と AWS KMS を使用して AWS CLI暗号化キーを使用するように Amazon
Redshift を設定する
次の Amazon Redshift API アクションを使用して、 AWS KMS 暗号化キーを使用するように Amazon
Redshift を設定できます。
• CreateCluster
• CreateSnapshotCopyGrant
• DescribeSnapshotCopyGrants
• DeleteSnapshotCopyGrant
• DisableSnapshotCopy
• EnableSnapshotCopy
次の Amazon Redshift CLI オペレーションを使用して、 AWS KMS 暗号化キーを使用するように Amazon
Redshift を設定できます。
• create-cluster
• create-snapshot-copy-grant
• describe-snapshot-copy-grants
• delete-snapshot-copy-grant
• disable-snapshot-copy
• enable-snapshot-copy

Amazon Redshift API と AWS CLI を使用して HSM を使用するように Amazon Redshift を設定す
る
次の Amazon Redshift API アクションを使用して、ハードウェアセキュリティモジュールを管理できま
す。
• CreateHsmClientCertificate
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• CreateHsmConfiguration
• DeleteHsmClientCertificate
• DeleteHsmConfiguration
• DescribeHsmClientCertificates
• DescribeHsmConfigurations
次の AWS CLI 操作を使用して、ハードウェアセキュリティモジュールを管理できます。
• create-hsm-client-certificate
• create-hsm-configuration
• delete-hsm-client-certificate
• delete-hsm-configuration
• describe-hsm-client-certificates
• describe-hsm-configurations

Amazon Redshift API および AWS CLI を使用した暗号化キーのローテーション
次の Amazon Redshift API アクションを使用して、暗号化キーをローテーションできます。
• RotateEncryptionKey
次の AWS CLI オペレーションを使用して、暗号化キーをローテーションできます。
• rotate-encryption-key

送信中の暗号化
送信中の機密データと整合性データを保護するように環境を設定できます。
Amazon Redshift クラスターと SQL クライアントの間の送信時のデータを JDBC/ODBC 経由で暗号化し
ます。
• Java Database Connectivity (JDBC) と Open Database Connectivity (ODBC) 接続を介して SQL クライ
アントツールから Amazon Redshift クラスターに接続できます。
• Amazon Redshift では Secure Sockets Layer (SSL) 接続がサポートされているため、データとサー
バー証明書を暗号化でき、クライアントが接続するサーバー証明書を検証できます。このクライアント
は、Amazon Redshift クラスターのリーダーノードに接続されます。詳細については、 接続のセキュリ
ティオプションを設定する (p. 251)を参照してください。
• SSL 接続をサポートするため、Amazon Redshift では AWS Certificate Manager (ACM) によって発行さ
れた証明書が作成され、各クラスターにインストールされます。詳細については、 SSL 接続用 ACM 証
明書への移行 (p. 254)を参照してください。
• AWS クラウド内の送信中のデータを保護するため、Amazon Redshift では COPY、UNLOAD、バック
アップ、および復元オペレーションを実行する際、ハードウェアによる SSL を使用して Amazon S3 ま
たは Amazon DynamoDB と通信が行われます。
Amazon Redshift クラスターと Amazon S3 または DynamoDB の間の送信中のデータを暗号化します。
• Amazon Redshift では、COPY、UNLOAD、バックアップ、および復元オペレーションを実行する際、
ハードウェアによる SSL を使用して、Amazon S3 または DynamoDB と通信します。
• Redshift Spectrum では、 AWS Key Management Service (KMS) によって管理されるアカウントのデ
フォルトのキーを使用した Amazon S3 サーバー側の暗号化 (SSE) がサポートされています。
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• Amazon S3 と AWS KMS を使用して、Amazon Redshift のロードを暗号化できます。詳細については、
「Encrypt Your Amazon Redshift Loads with Amazon S3 and AWS KMS」を参照してください。
AWS CLI、SDK、または API クライアントと Amazon Redshift エンドポイントの間で送信中のデータの暗
号化と署名:
• Amazon Redshift には、送信中のデータを暗号化するための HTTP エンドポイントが用意されていま
す。
• Amazon Redshift への API 要求の整合性を保護するには、API 呼び出しは呼び出し元によって署名され
ている必要があります。呼び出しは、署名バージョン 4 の署名プロセス (Sigv4) に従って、X.509 証明
書またはお客様の AWS シークレットアクセスキーを使用して署名される必要があります。詳細につい
ては、AWS 一般参照の 署名バージョン 4 署名プロセス を参照してください。
• AWS CLI または AWS SDK の 1 つを使用して、 AWSに要求を送信します。これらのツールで、設定時
に指定されたアクセスキーを使用すると、自動的に要求に署名されます。
Amazon Redshift クラスターと AQUA の間の送信中のデータを暗号化する
• データは、TLS で暗号化されたチャンネルを介して AQUA クラスターと Amazon Redshift クラスター
間で送信されます。このチャンネルは、署名バージョン 4 署名プロセス (Sigv4) に従って署名されま
す。詳細については、『AWS General Reference』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。
Amazon Redshift クラスターと Amazon Redshift クエリエディタ v2 の間の送信時のデータを暗号化する
• データは、TLS で暗号化されたチャンネルを介してクエリエディタ v2 と Amazon Redshift クラスター
との間で送信されます。

キーの管理
キーでデータを保護するように環境を設定することができます。
• Amazon Redshift はキー管理のために AWS Key Management Service (AWS KMS) と自動的に統合され
ます。 AWS KMS では、エンベロープ暗号化が使用されます。詳細については、 エンベロープ暗号化を
参照してください。
• 暗号化キーが AWS KMSで管理されている場合、Amazon Redshift では 4 層のキーベースの暗号化アー
キテクチャが使用されます。このアーキテクチャは、ランダムに生成された AES-256 データ暗号化
キー、データベースキー、クラスターキー、およびルートキーにより構成されます。詳細については、
Amazon Redshift の使用方法 AWS KMSを参照してください。
• 独自のカスタマーマスターキー (CMK) を AWS KMSで作成できます。詳細については、 キーの作成を
参照してください。
• また、新しい AWS KMS keys の独自のキーマテリアルをインポートすることもできます。詳細について
は、 AWS Key Management Service (AWS KMS) のキーマテリアルのインポートを参照してください。
• Amazon Redshift では、外部のハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用した暗号化キーの
管理がサポートされています。HSM は、オンプレミスまたは AWS CloudHSMです。HSM を使用する
ときは、クライアントとサーバーの証明書を使用して、Amazon Redshift と HSM との間で信頼された
接続を設定する必要があります。Amazon Redshift では、キー管理のために AWS CloudHSM Classic
のみがサポートされています。詳細については、「Amazon Redshift でのハードウェアセキュリティモ
ジュールを使用した暗号化 (p. 396)」を参照してください。AWS CloudHSMの詳細については、 AWS
CloudHSMとは？を参照
• 暗号化したクラスターの暗号化キーをローテーションすることができます。詳細については、 Amazon
Redshift における暗号化キーのローテーション (p. 397)を参照してください。
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データのトークナイゼーション
トークナイゼーション は、データセキュリティの目的で実際の値を不透明な値に置き換えるプロセスで
す。セキュリティに敏感なアプリケーションは、トークナイゼーションを使用して、個人を特定できる情
報 (PII) や保護すべき医療情報 (PHI) などの機密データをトークンに置き換え、セキュリティリスクを軽減
します。デトークナイゼーション は、適切なセキュリティポリシーを持つ許可されたユーザーの実際の値
でトークンをリバースすることです。
サードパーティーのトークナイゼーションサービスと統合するために、 AWS Lambdaを使用して作成し
た Amazon Redshift ユーザー定義関数 (UDF) を使用できます。詳細については、Amazon Redshift データ
ベースデベロッパーガイドから Lambda ユーザー定義関数を参照してください。たとえば、 Protegrityを
参照してください。
Amazon Redshift は、REST API または定義済みのエンドポイントを介してアクセスされるトークナイ
ゼーションサーバーにトークナイゼーション要求を送信します。2 つ以上の余の Lambda 関数が、トーク
ナイゼーションとデトークナイゼーション要求を処理します。この処理では、サードパーティのトークナ
イゼーションプロバイダーが提供する Lambda 関数を使用できます。また、Amazon Redshift で Lambda
UDF として登録する Lambda 関数を使用することもできます。
たとえば、列に対してトークナイゼーションまたはデトークナイゼーション UDF を呼び出すクエリが送
信されたとします。Amazon Redshift クラスターは、該当する引数の行をスプールし、それらの行をバッ
チで Lambda 関数に並行して送信します。Amazon Redshift コンピューティングノードと Lambda 間の
データ転送は、クライアントからアクセスできない独立したネットワーク接続で行われます。Lambda 関
数は、データをトークナイゼーションサーバーのエンドポイントに渡します。トークナイゼーションサー
バーは、必要に応じてデータをトークナイゼーションまたはデトークナイゼーションし、それを返しま
す。次に、Lambda 関数は、必要に応じて、結果を Amazon Redshift クラスターに送信してさらに処理
し、クエリ結果を返します。

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon Redshift と、企業ネットワークのクライアントおよびアプリケーションの間でトラフィックを
ルーティングするには:
• Virtual Private Cloud (VPC) と企業ネットワークの間にプライベート接続を設定します。AWS Direct
Connect 接続を使用して、インターネット経由またはプライベートの物理接続で IPsec VPN 接続を設
定します。AWS Direct Connect を使用すると、オンプレミスネットワークから Amazon VPC に直接接
続するためのプライベート仮想インターフェイスを確立できます。これにより、お客様のネットワーク
と VPC をプライベートの高帯域幅ネットワークで接続することが可能になります。複数の仮想インター
フェイスを使用するため、ネットワーク分離が維持しながら、複数の VPC へのプライベート接続も確立
できます。詳細については、「AWS Site-to-Site VPN とは」および「What is AWS Direct Connect?」を
参照してください。
VPC の Amazon Redshift クラスターと、同じ AWS リージョン内の Amazon S3 バケットの間でトラ
フィックをルーティングするには、次の手順を実行します。
• ETL ロードまたはアンロードから Amazon S3 データにプライベートにアクセスするように Amazon S3
プライベート VPC エンドポイントをセットアップします。詳細については、 Amazon S3 のエンドポイ
ントを参照してください。
• ターゲットの Amazon S3 VPC エンドポイントを指定して、Amazon Redshift クラスターの [Enhanced
VPC routing (拡張された VPC のルーティング)] を有効にします。Amazon Redshift COPY、UNLOAD、
または CREATE LIBRARY コマンドによって生成されたトラフィックは、プライベートエンドポイント
を介してルーティングされます。詳細については、拡張された VPC ルーティングの有効化 (p. 334) を参
照してください。
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Amazon Redshift での Identity and Access
Management
Amazon Redshift へのアクセスには、AWS が要求の認証に使用する認証情報が必要です。これらの認証情
報には、Amazon Redshift クラスターなどの AWS リソースへのアクセス許可が必要です。次のセクショ
ンでは、AWS Identity and Access Management(IAM) と Amazon Redshift を使用してリソースにアクセス
できるユーザーを制御することで、リソースを保護する方法について詳しく説明します。
• アイデンティティを使用した認証 (p. 405)
• アクセスコントロール (p. 407)

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
ユーザーは AWS のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって、認証を受ける (AWS アカウント にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。他の会
社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエスト
に自分で署名する必要があります。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル
である署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレン
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。
使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS
は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用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「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

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。
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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。
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 ロール
IAM ロールは、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。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
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「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon RedShift のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
• サービスロール - 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 にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
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受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• 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 要求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。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

アクセスコントロール
リクエストを認証するために有効な認証情報を持つことができますが、アクセス許可を持っていなければ
Amazon Redshift リソースを作成またはアクセスすることはできません。たとえば、Amazon Redshift ク
ラスターの作成、スナップショットの作成、イベントサブスクリプションの追加などにはアクセス権限が
必要です。
以下のセクションでは、Amazon Redshift のアクセス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 Redshift リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 407)
• 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 (p. 413)

Amazon Redshift リソースに対するアクセス許可の管
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は、アク
セス許可の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 ID (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アタッチ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、管理者権限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 ベストプラクティス」を参照してください。
アクセス権限を付与する場合、アクセス権限を取得するユーザー、取得するアクセス権限の対象となるリ
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。

Amazon Redshift のリソースとオペレーション
Amazon Redshift では、プライマリリソースは クラスターです。Amazon Redshift は、スナップショッ
ト、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とともに使用できるそ
の他のリソースをサポートします。これらは 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。
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リソースタイプ

ARN 形式

クラスター

arn:aws:redshift:region:account-id:cluster:cluster-name

クラスターデータベー
ス

arn:aws:redshift:region:account-id:dbname:cluster-name/
database-name

クラスターデータベー
スユーザー

arn:aws:redshift:region:account-id:dbuser:cluster-name/
database-user-name

クラスターデータベー
スユーザーグループ

arn:aws:redshift:region:account-id:dbgroup:cluster-name/
database-group-name

クラスターパラメータ
グループ

arn:aws:redshift:region:accountid:parametergroup:parameter-group-name

クラスターセキュリ
ティグループ

arn:aws:redshift:region:accountid:securitygroup:security-group-name

CIDR/IP アドレス

arn:aws:redshift:region:accountid:securitygroupingress:security-group-name/cidrip/IPrange

EC2 セキュリティグ
ループ

arn:aws:redshift:region:accountid:securitygroupingress:security-group-name/
ec2securitygroup/owner/EC2-security-group-id

イベントサブスクリプ
ション

arn:aws:redshift:region:accountid:eventsubscription:event-subscription-name

ハードウェアセキュリ
ティモジュール (HSM)
のクライアント証明書

arn:aws:redshift:region:accountid:hsmclientcertificate:HSM-client-certificate-id

HSM の設定

arn:aws:redshift:region:account-id:hsmconfiguration:HSMconfiguration-id

パラメータグループ

arn:aws:redshift:region:accountid:parametergroup:parameter-group-name

RedShift が管理する
VPC エンドポイント

arn:aws:redshift:region:accountid:managedvpcendpoint:endpoint-name

スナップショット

arn:aws:redshift:region:account-id:snapshot:clustername/snapshot-name

スナップショットコ
ピー権限

arn:aws:redshift:region:accountid:snapshotcopygrant:snapshot-copy-grant-name

サブネットグループ

arn:aws:redshift:region:account-id:subnetgroup:subnetgroup-name

Amazon Redshift には、Amazon Redshift 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。使用可能なオペレーションのリストについては、「Amazon Redshift API アクセス許可のリ
ファレンス (p. 442)」を参照してください。
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Amazon Redshift クエリエディタv2 リソース
これらのリソースには、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

接続

arn:aws:sqlworkbench:region:account-id:connection/

クエリ

arn:aws:sqlworkbench:region:account-id:query/

チャート

arn:aws:sqlworkbench:region:account-id:chart/

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。以下の例は、このしくみを示しています。
• AWS アカウントのルートアカウント認証情報を使用して DB クラスターを作成する場合、AWSアカウ
ントは Amazon Redshift リソースの所有者です。
• AWS アカウントに IAM ユーザーを作成し、Amazon Redshift リソースを作成するアクセス許可をその
ユーザーに付与すると、そのユーザーは Amazon Redshift リソースを作成できます。ただし Amazon
Redshift リソースは、ユーザーが属するお客様の AWS アカウントで所有されます。
• Amazon Redshift リソースを作成するためのアクセス許可を持つ AWS アカウントで IAM ロールを作成
すると、ロールを引き受けることのできるユーザーなら誰でも Amazon Redshift リソースを作成できま
す。Amazon Redshift リソースは、ロールが属するお客様の AWS アカウントで所有されます。

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、アクセス権
限の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。

Note
このセクションでは、Amazon Redshift 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。IAM に関する詳細なドキュメントにつ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「What is IAM?」(IAM とは？) を参照してください。IAM ポ
リシー構文の詳細と説明については、「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。
IAM ID にアタッチされたポリシーは ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれ、リソースにアタッ
チされたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。Amazon Redshift 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。

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。たとえば、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権限ポリシーをアタッチする – アカウント管理者は特
定のユーザーに関連付けられるアクセス権限ポリシーを使用できます。そうしたポリシーによって、そ
のユーザーがクラスターなどの Amazon Redshift リソースを作成するためのアクセス権限が付与されま
す。
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• 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) - ID ベースのアクセス許可ポリ
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 サービス
にクロスアカウントアクセス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 のリソースにアクセス許可を付与
するロールにアクセス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 のどのユーザーにでもロールを引き受けるアクセス許可を
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させたい
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 を使用したアクセス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。
次は、ユーザーが AWS アカウントで Amazon Redshift クラスターを作成、削除、変更、再起動すること
を許可するポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowManageClusters",
"Effect":"Allow",
"Action": [
"redshift:CreateCluster",
"redshift:DeleteCluster",
"redshift:ModifyCluster",
"redshift:RebootCluster"
],
"Resource":"*"
}
]

Amazon Redshift で ID ベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「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 (p. 413)」を参照してください。ユーザー、
グループ、ロール、アクセス許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ID (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
Simple Storage Service (Amazon S3) などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポー
トされています。たとえば、ポリシーを 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 Redshift 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
サービスは、Amazon Redshift リソースごとに (「Amazon Redshift のリソースとオペレーショ
ン (p. 407)」を参照)、一連の API オペレーションを定義します ([アクション]を参照）。これらの API オ
ペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するために、Amazon Redshift ではポリシーに一連の
アクションを定義できます。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。
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• 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。詳細については、「Amazon Redshift のリソースとオペレーション (p. 407)」を参照してくだ
さい。
• 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。たとえば、redshift:DescribeClusters 許可は、Amazon Redshift DescribeClusters
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 Redshift 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 ポリシーの構文と説明の詳細はこちら IAM ユーザーガイドの AWS IAM ポリシーリファレンス。
すべての Amazon Redshift API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「Amazon
Redshift API アクセス許可のリファレンス (p. 442)」を参照してください。

ポリシーでの条件を指定する
アクセス許可を付与するとき、アクセスポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる条件を指定でき
ます。たとえば、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「IAM JSON ポリシー要素: 条件」を参照し
てください。
アクセス権限ポリシーが適用される条件を指定するには、IAM アクセス権限ポリシーに Condition 要
素を含めます。たとえば、redshift:CreateCluster アクションを使用してクラスターを作成するこ
とをユーザーに許可するポリシーを作成します。その後、特定のリージョンでのクラスターの作成のみに
そのアクションを制限する Condition 要素を追加できます。詳細については、「詳細に設定されたアク
セスコントロールのための IAM ポリシー条件の使用 (p. 411)」を参照してください。すべての条件キー
値とそれらが適用される Amazon Redshift アクションとリソースを示すリストについては、「Amazon
Redshift API アクセス許可のリファレンス (p. 442)」を参照してください。

詳細に設定されたアクセスコントロールのための IAM ポリシー条件の使用
Amazon Redshift では、条件キーを使用し、リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限でき
ます。Amazon Redshift の一般的な条件キーは以下のとおりです。
条件キー

説明

aws:RequestTag

リソースの作成時にはタグのキー (名前）と値を含める必要があります。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「aws:RequestTag」を参照してくだ
さい。

aws:ResourceTag

特定のタグのキーと値に基づいてリソースへのユーザーアクセスを制限しま
す。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「aws:ResourceTag」を参
照してください。

aws:TagKeys

このキーを使用して、リクエスト内のタグキーとポリシーで指定したキーを
比較します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「aws:TagKeys」
を参照してください。
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タグの詳細については、「タグ付けの概要 (p. 596)」を参照してください。
redshift:RequestTag と redshift:ResourceTag 条件キーをサポートする API アクションのリスト
については、「Amazon Redshift API アクセス許可のリファレンス (p. 442)」を参照してください。
次の条件キーは Amazon Redshift の GetClusterCredentials アクションで使用できます。
条件キー

説明

期間に対して指定できる秒数を制限します。
redshift:DurationSeconds
redshift:DbName

指定できるデータベース名を制限します。

redshift:DbUser

指定できるデータベースユーザー名を制限します。

例 1: aws:ResourceTag 条件キーを使用してアクセスを制限する
次の IAM ポリシーを使用すると、us-west-2 リージョンで特定の AWS アカウントの Amazon Redshift
クラスターにタグ (名前が environment、値が test）が含まれている場合に限り、クラスターを変更す
ることをユーザーに許可できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowModifyTestCluster",
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:ModifyCluster",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/environment": "test"
}
}
}

例 2: aws:RequestTag 条件キーを使用してアクセスを制限する
次の IAM ポリシーを使用すると、クラスターを作成するコマンドにタグ (名前が usage 、値が
production）が含まれている場合に限り、Amazon Redshift クラスターを作成することが許可されま
す。aws:TagKeys と ForAllValues 修飾子との条件は、costcenter キーと usage キーのみを要求で
指定できることを指定します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowCreateProductionCluster",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:CreateCluster",
"redshift:CreateTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/usage": "production"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
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}

}

}

}

]

"costcenter",
"usage"

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
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。

Important
初めに、Amazon Redshift のリソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用できるオプ
ションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、
「Amazon Redshift リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 407)」を参照してくださ
い。
以下に示しているのは、アクセス権限ポリシーの例です。このポリシーでは、ユーザーはすべてのクラス
ターを作成、削除、変更、再起動できます。さらに、クラスター識別子が productionで始まるクラス
ターを削除または変更するアクセス権限が拒否されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowClusterManagement",
"Action": [
"redshift:CreateCluster",
"redshift:DeleteCluster",
"redshift:ModifyCluster",
"redshift:RebootCluster"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Sid":"DenyDeleteModifyProtected",
"Action": [
"redshift:DeleteCluster",
"redshift:ModifyCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:production*"
],
"Effect": "Deny"
}
]

このポリシーには以下の 2 つのステートメントがあります。
• 最初のステートメントでは、ユーザーがクラスターを作成、削除、変更、再起動するユーザーのアク
セス権限を付与します。ステートメントでは、ワイルドカード文字 (*) が Resource 値として指定され
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ます。そうすることで、ルート AWS アカウントが所有するすべての Amazon Redshift リソースにポリ
シーを適用できます。
• 2 番目のステートメントでは、クラスターの削除または変更するアクセス権限を拒否します。ステート
メントではワイルドカード文字 (*) が含まれる Resource 値のためにクラスター Amazon リソースネー
ム (ARN) を指定します。その結果、クラスター識別子が productionで始まり、ルート AWS アカウン
トが所有するすべての Amazon Redshift クラスターにこのステートメントが適用されます。

Amazon Redshift の AWS管理 (事前定義）ポリシー
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 管理ポリシー」を参照してください。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon Redshift API オペレーションとリソースのためのアク
セス権限を許可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。
次のセクションで、アカウント内のユーザーにアタッチでき、Amazon Redshift に固有の AWS 管理ポリ
シーについて説明します。

AmazonRedshiftReadOnlyAccess
AWS アカウントにあるすべての Amazon Redshift リソースに対する、読み取り専用のアクセス権を付与
します。
AmazonRedshiftReadOnlyAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftFullAccess
AWS アカウントの内のすべての Amazon Redshift リソースに対する、完全なアクセス権を付与します。
さらに、このポリシーは全ての Amazon Redshift サーバーレスリソースへの完全なアクセスを許可しま
す。
AmazonRedshiftFullAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftQueryEditor
Amazon Redshift コンソールのクエリエディタへの、完全なアクセス権を付与します。
AmazonRedshiftQueryEditor ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftDataFullAccess
AWS アカウントの Amazon Redshift Data API オペレーション、およびリソースに対する完全なアクセス
権を付与します。
AmazonRedshiftDataFullAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
Amazon Redshift クエリエディタ v2 のオペレーションとリソースに対する、完全なアクセス権を付与しま
す。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。
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AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
リソースを共有せずに Amazon Redshift クエリエディタ v2 を操作するための権限を付与します。このポ
リシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。このポリシーを使用しているプリン
シパルは、リソース (クエリなど）にタグ付けして、同じ AWS アカウントにあるその他のプリンシパルと
共有することができません。
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
限定されたリソースを共有しながら、Amazon Redshift クエリエディタ v2 を操作できる権限を付与しま
す。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。このポリシーを使用して
いるプリンシパルは、リソース (クエリなど）にタグ付けして、同じ AWS アカウントにあるその他のプリ
ンシパルと共有することができます。付与されたプリンシパルは、チームと共有されているリソースの読
み取りはできますが、更新はできません。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
リソースを共有して、Amazon Redshift クエリエディタ v2 を操作できる権限を付与します。このポリシー
は、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。このポリシーを使用しているプリンシパル
は、リソース (クエリなど）にタグ付けして、同じ AWS アカウントにあるその他のプリンシパルと共有す
ることができます。付与されたプリンシパルは、そのチームと共有されているリソースを読み取り、更新
することができます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
IAM エンティティに AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy をアタッチすることはできません。このポ
リシーは、Amazon Redshift がアカウントリソースにアクセスすることを許可する、サービスにリンクさ
れたロールにアタッチされます。詳細については、「Amazon Redshift でのサービスにリンクされたロー
ルの使用」を参照してください。

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
Amazon Redshift コンソールから作成された IAM ロールを使用するための機能を付与します。この
ロールは、Amazon S3 からの COPY に加え、UNLOAD、CREATE EXTERNAL SCHEMA、CREATE
EXTERNAL FUNCTION、および CREATE MODEL の各コマンドをクラスターが実行するためのデフォル
トとして設定されす。同時にこのポリシーは、Amazon S3、CloudWatch Logs、Amazon SageMaker、ま
たは AWS Glue などの関連サービスで、SELECT ステートメントを実行することも許可します。
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess ポリシーは、IAM コンソールで見つかります。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon Redshift API オペレーションとリソースのためのアク
セス権限を許可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。

Amazon Redshift での AWS管理ポリシーに関する更新
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Amazon Redshift で管理ポリシーの変更の追跡が開始されてからの分について、AWS 管理ポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動アラートを入手するには、Amazon Redshift
ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更

説明

日付

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
Amazon
(p. Redshift
415)
– 既存ポリシーへの更新。
は、CloudWatch にメトリクスを
公開できるように名前空間 AWS/
Redshift を追加しました。

2022 年 9 月 7 日

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
Amazon
(p.Redshift
415) がアクション
2022 年 8 月 30 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory
と
sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory
にアクセス許可を追加しまし
た。これにより、クエリ履歴を
表示するアクセス許可が付与さ
れます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
Amazon Redshift
(p. 415) がアクション
2022 年 8 月 30 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory
と
sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory
にアクセス許可を追加しまし
た。これにより、クエリ履歴を
表示するアクセス許可が付与さ
れます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
Amazon Redshift
(p. がアクション
415)
2022 年 8 月 30 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory
と
sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory
にアクセス許可を追加しまし
た。これにより、クエリ履歴を
表示するアクセス許可が付与さ
れます。
AmazonRedshiftFullAccess (p. 414)Amazon Redshift サーバーレ
– 既存ポリシーへの更新。
スのアクセス権限は、既存の
AmazonRedshiftFullAccess マ
ネージドポリシーに追加されま
す。

2022 年 7 月 22 日

AmazonRedshiftDataFullAccess (p. Amazon
414)
Redshift は、タグキー
2022 年 7 月 11 日
– 既存ポリシーへの更新。
RedshiftDataFullAccess や
任意のタグ値でタグ付けされた
リソースへのアクセスを許可す
るために、aws:ResourceTag/
RedshiftDataFullAccess タ
グのアクセス権限で redshiftserverless:GetCredentials
のデフォルトの適用条件
を StringEquals から
StringLike に更新しました。
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変更

説明

日付

AmazonRedshiftDataFullAccess (p. Amazon
414)
Redshift が新しいア
2022 年 7 月 8 日
– 既存ポリシーへの更新。
クセス許可を追加し、Amazon
Redshift サーバーレスへの一
時的な認証情報に redshiftserverless:GetCredentials
が許可されました。
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
Amazon
(p.Redshift
415) がアクション
2022 年 6 月 15 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:GetAccountSettings
にアクセス許可を追加しまし
た。これによりアカウント設定
を取得するアクセス許可が付与
されます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
Amazon Redshift
(p. 415) がアクション
2022 年 6 月 15 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:GetAccountSettings
にアクセス許可を追加しまし
た。これによりアカウント設定
を取得するアクセス許可が付与
されます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
Amazon Redshift
(p. がアクション
415)
2022 年 6 月 15 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:GetAccountSettings
にアクセス許可を追加しまし
た。これによりアカウント設定
を取得するアクセス許可が付与
されます。
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
新しい(p.
Amazon
415) Redshift サー
2022 年 5 月 26 日
– 既存ポリシーへの更新。
バーレスエンドポイントへのパ
ブリックアクセスを有効にする
ため、Amazon Redshift ではカス
タマーアカウントの VPC エンド
ポイントの Elastic ネットワーク
インターフェイスに Elastic IP ア
ドレスを割り当てて、関連付け
ます。これは、サービスにリン
クされたロールを介して提供さ
れる権限によって行われます。
このユースケースを有効にする
ため、Elastic IP アドレスを割
り当てて解放するアクションが
Amazon Redshift サーバーレスの
サービスにリンクされたロール
に追加されます。
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変更

説明

日付

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
アクション
(p. 414)
2022 年 2 月 22 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListTaggedResources
に対するアクセス許可。これ
は、Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 のリソース専用に設定
されています。このポリシーの
更新により、クエリエディタ v2
からのみ tag:GetResources
の呼び出しを行う権利が与えら
れます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
アクション
(p. 415)
2022 年 2 月 22 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListTaggedResources
に対するアクセス許可。これ
は、Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 のリソース専用に設定
されています。このポリシーの
更新により、クエリエディタ v2
からのみ tag:GetResources
の呼び出しを行う権利が与えら
れます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
アクション
(p. 415)
2022 年 2 月 22 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListTaggedResources
に対するアクセス許可。これ
は、Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 のリソース専用に設定
されています。このポリシーの
更新により、クエリエディタ v2
からのみ tag:GetResources
の呼び出しを行う権利が与えら
れます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
アクション (p. 415)
2022 年 2 月 22 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:ListTaggedResources
に対するアクセス許可。これ
は、Amazon Redshift クエリエ
ディタ v2 のリソース専用に設定
されています。このポリシーの
更新により、クエリエディタ v2
からのみ tag:GetResources
の呼び出しを行う権利が与えら
れます。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
管理ポリシーにアクション
(p. 415)
2022 年 2 月 22 日
– 既存ポリシーへの更新。
sqlworkbench:AssociateQueryWithTab
に対するアクセス許可が追加
されました。これにより、お客
様は共有するクエリにリンクさ
れたエディタタブを作成できま
す。
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変更

説明

日付

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
Amazon
(p. Redshift
415)
に、Amazon
– 既存ポリシーへの更新。
Redshift ネットワークおよび
VPC リソースの管理を有効化す
るための、新しいアクションに
対するアクセス許可を追加しま
した。

2021 年 11 月 22 日

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
Amazon
(p.Redshift
415)
に、Amazon
2021 年 11 月 18 日
- 新しいポリシー
Redshift コンソールから作成
された IAM ロールの使用を許
可する新しいポリシーが追加
されました。同時にこのポリ
シーを、Amazon S3 からの
COPY、UNLOAD、CREATE
EXTERNAL SCHEMA、CREATE
EXTERNAL
FUNCTION、CREATE
MODEL、および CREATE
LIBRARY の各コマンドを、クラ
スターが実行するためのデフォ
ルトとして設定しました。
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
Amazon
(p. Redshift
415)
に、監査ログ
– 既存ポリシーへの更新。
のエクスポートを含む Amazon
Redshift CloudWatch ロググルー
プとログストリームの管理を有
効化するための、新しいアク
ションに対するアクセス許可を
追加しました。

2021 年 11 月 15 日

AmazonRedshiftFullAccess (p. 414)Amazon Redshift に、モデルの説 2021 年 10 月 7 日
– 既存ポリシーへの更新。
明可能性、DynamoDB、Redshift
Spectrum、および Amazon RDS
フェデレーションを有効化する
ための、新しいアクセス許可を
追加しました。
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
Amazon
(p.Redshift
414) では、Amazon
- 新しいポリシー
Redshift クエリエディタ v2 への
フルアクセスを許可する新しい
ポリシーが追加されました。

2021 年 9 月 24 日

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
Amazon
(p.Redshift
415) は、リソースを 2021 年 9 月 24 日
- 新しいポリシー
共有せずに Amazon Redshift ク
エリエディタ v2 を使用できるよ
うにする新しいポリシーを追加
しました。
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
Amazon Redshift
(p. 415) は、Amazon
- 新しいポリシー
Redshift クエリエディタ v2 での
読み取り共有を許可する新しい
ポリシーを追加しました。
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変更

説明

日付

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
Amazon Redshift
(p. は、Amazon
415)
- 新しいポリシー
Redshift クエリエディタ v2 での
読み取りと更新の共有を許可す
る新しいポリシーを追加しまし
た。

2021 年 9 月 24 日

AmazonRedshiftFullAccess (p. 414)Amazon Redshift が新し
– 既存ポリシーへの更新。
いアクセス許可を追加
し、sagemaker:*Job*を許可
しました。

2021 年 8 月 18 日

AmazonRedshiftDataFullAccess (p. Amazon
414)
Redshift が新し
– 既存ポリシーへの更新。
いアクセス許可を追加
し、AuthorizeDataShareを許
可しました。

2021 年 8 月 12 日

AmazonRedshiftDataFullAccess (p. Amazon
414)
Redshift が新し
2021 年 7 月 27 日
– 既存ポリシーへの更新。
いアクセス許可を追加
し、BatchExecuteStatementを
許可しました。
Amazon Redshift が変更の追跡を Amazon Redshift が AWS管理ポ
開始
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

2021 年 7 月 27 日

Redshift Spectrum を使用するために必要なアクセス許可
Amazon Redshift Spectrum には、リソースにアクセスするためのその他の AWS サービスへのアクセス
許可が必要です。Redshift Spectrum での IAM ポリシーのアクセス許可の詳細については、「Amazon
Redshift データベースデベロッパーガイド」から「Amazon Redshift Spectrum 用 IAM ポリシー」を参照
してください。

Amazon Redshift コンソールの使用に必要なアクセス許可
Amazon Redshift コンソールを使用するユーザーは、AWS アカウントの Amazon Redshift リソース
を記述できる最小限のアクセス許可のセットを持つ必要があります。また、それらのアクセス許可で
は、Amazon EC2 セキュリティ、Amazon CloudWatch、Amazon SNS、ネットワーク情報など、その他の
関連情報の記述も許可される必要があります。
これらの最小限必要なアクセス権限よりも制限された 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。AmazonRedshiftReadOnlyAccess で説明されているとおり、ユーザーが Amazon Redshift コン
ソールを使用できること、および、管理対象ポリシーがユーザーにアタッチされていることを確認してく
ださい。これを行う方法については、Amazon Redshift の AWS管理 (事前定義）ポリシー (p. 414)に記載
されています。
Amazon Redshift コンソールのクエリエディタへのアクセス権をユーザーに付与するには、「Amazon
Redshift コンソールのクエリエディタを使用するために必要なアクセス許可 (p. 421)」を参照してくださ
い。
AWS CLI または Amazon Redshift API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールのアクセス許可
を付与する必要はありません。
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Amazon Redshift コンソールのクエリエディタを使用するために
必要なアクセス許可
ユーザーが Amazon Redshift クエリエディタを操作するには、そのユーザーが Amazon Redshift および
Amazon Redshift データ API オペレーションに対する最低限のアクセス権限を持っている必要がありま
す。秘密を使用してデータベースに接続するには、Secrets Manager の権限も必要です。
ユーザーに Amazon Redshift コンソールのクエリエディタへのアクセス許可を付与するに
は、AmazonRedshiftQueryEditor と AmazonRedshiftReadOnlyAccess AWS管理ポリシーをア
タッチします。AmazonRedshiftQueryEditor ポリシーでは、ユーザーが SQL ステートメントの結果
のみを取得することを許可しています。つまり、AmazonRedshiftQueryEditor AWS管理ポリシーのこ
のセクションに示されているのと同じ aws:userid によって送信されます。
{

}

"Sid": "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
"Action": [
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:ListStatements"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"redshift-data:statement-owner-iam-userid": "${aws:userid}"
}
}

ユーザーが同じ IAM ロール内の他のユーザーの SQL ステートメントの結果を取得できるようにするに
は、現在のユーザーへのアクセスを制限する条件を指定せずに、独自のポリシーを作成します。また、ポ
リシーを変更するためのアクセスを制限します。

クエリエディタv2 を使用するために必要なアクセス許可
ユーザーが Amazon Redshift クエリエディタ v2 を操作するには、そのユーザーが Amazon Redshift、ク
エリエディタ v2 オペレーションに対する最低限のアクセス権限を持っている必要があります。 AWS など
のサービス AWS Key Management Service、AWS Secrets Manager、タグ付けサービスなどがあります。
ユーザーにクエリエディタ v2 へのフルアクセス権限を付与するに
は、AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess AWS管理ポリシーをアタッチしま
す。AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess ポリシーでは、クエリエディター v2 リソース (ク
エリなど）を同じチーム内のその他のユーザーと共有する権限をユーザーに許可します。クエリエディタ
v2 リソースへのアクセスを制御する方法の詳細については、IAM コンソールでクエリエディタ v2 の特定
の管理ポリシーの定義を参照してください。
Amazon Redshift クエリエディタの v2 AWS管理ポリシーでは、AWS タグを使用して、リソー
スへのアクセスをスコープします。クエリエディタ v2 では、クエリの共有は、タグのキーと値
"aws:ResourceTag/sqlworkbench-team": "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}" に
基づきプリンシパル (IAM ユーザーまたは IAM ロール）にアタッチします。同じ内のプリンシパル AWS
アカウント は同じタグ値 (例 : accounting-team）は、クエリエディタ v2 の同じチームにあります。
一度に 1 つのチームにのみ関連付けることができます。管理者権限を持つユーザーは、IAM コンソール
で、すべてのチームメンバーに同じ値の sqlworkbench-team タグを付与してチームを設定することが
できます。sqlworkbench-team のタグ値が IAM ユーザーまたは IAM ロールに対して変更された場合、
変更が共有リソースに反映されるまで遅延が発生する可能性があります。リソース (クエリなど) のタグ値
が変更された場合は、変更が反映されるまで遅延が発生する可能性があります。また、チームメンバーは
tag:GetResources のアクセス許可を共有します。
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例 : IAM ロールの accounting-team タグを追加する
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.

コンソールのナビゲーションペインで、ロール を選択し、編集するロールの名前を選択します。

3.

タグ タブを選択し、タグ管理を選択します。

4.

タグキー sqlworkbench-team と値 accounting-teamを追加。

5.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
これで、IAM プリンシパル (この IAM ロールがアタッチされた）がチームとクエリを共有すると、そ
の他の accounting-team タグ値は、クエリを表示することができます。

IAM ロールや IAM ユーザーなど、プリンシパルにタグをアタッチする方法については、「IAM ユーザーガ
イド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。
ID プロバイダ (IdP) を使用して、セッションレベルでチームを設定することもできます。これにより、
同じ IAM ロールを使用する複数のユーザーが異なるチームを持つことができます。IAM ロール信頼ポリ
シーが sts:TagSession オペレーションを許可している必要があります。詳しくは、「IAM ユーザーガ
イド」の「セッションタグの追加に必要な権限」を参照してください。IdP によって提供される SAML ア
サーションにプリンシパルタグ属性を追加します。
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:sqlworkbench-team">
<AttributeValue>accounting-team</AttributeValue>
</Attribute>

ID プロバイダ (IdP) の指示に従って、ディレクトリから取得したコンテンツを SAML 属性に設定しま
す。ID プロバイダー (IdP) と Amazon Redshift の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM 認証
を使用したデータベースユーザー認証情報の生成 (p. 446)」と「ID プロバイダーとフェデレーション」
を参照してください。

Amazon Redshift スケジューラを使用するために必要なアクセス
許可
Amazon Redshift スケジューラを使用する際、スケジューラがユーザーに代わってアクセス許可を引き受
けることができるよう、Amazon Redshift スケジューラ (scheduler.redshift.amazonaws.com) に対
して信頼関係を持つ IAM ロールをセットアップします。また、スケジュールする Amazon Redshift API オ
ペレーションのロールに対してポリシー (アクセス許可）をアタッチすることもできます。
次の例は、Amazon Redshift スケジューラと Amazon Redshift との信頼関係をセットアップする JSON
フォーマットでのポリシードキュメントを示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"scheduler.redshift.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。
また、スケジュールする Amazon Redshift オペレーションに対してもアクセス許可を追加する必要があり
ます。
スケジューラで ResizeCluster オペレーションを使用するには、次に類似したアクセス許可を IAM ポ
リシーに追加します。環境によって、ポリシーをより限定的にする必要がある場合もあります。
{

}

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

Amazon Redshift のスケジューラ用のロールを作成する手順については、「IAM ユーザーガイド」の
「AWS サービスのロールの作成 (コンソール)」を参照してください。IAM コンソールでロールを作成する
際は、次の選択を行います。
• このロールを使用するサービスを選択で、Redshiftを選択します。
• ユースケースの選択で Redshift - スケジューラを選択します。
• Amazon Redshift オペレーションがスケジュールされるのを許可するロールにポリシーを作成または
アタッチします。ポリシーの作成 を選択するか、ポリシーをアタッチするロールを変更します。スケ
ジュールするオペレーションに対して JSON ポリシーを入力します。
• ロールを作成したら、redshift.amazonaws.comサービスを含むIAM ロールの 信頼関係 を編集しま
す。
作成する IAM ロールには、scheduler.redshift.amazonaws.comと redshift.amazonaws.com と
いう信頼されているエンティティがあります。また、"redshift:ResizeCluster"などのサポートされ
た Amazon Redshift API アクションを許可するポリシーがアタッチされています。

Amazon EventBridge スケジューラを使用するために必要なアク
セス許可
Amazon EventBridge スケジューラを使用する際、スケジューラがユーザーに代わってアクセス許可を引
き受けることができるよう、EventBridge スケジューラ (events.amazonaws.com) に対して信頼関係
を持つ IAM ロールをセットアップします。また、スケジュールする Amazon Redshift Data API オペレー
ションのロールと Amazon EventBridge オペレーションのポリシーに、ポリシー (アクセス許可）をアタッ
チすることもできます。
EventBridge スケジューラは、コンソールの Amazon Redshift クエリエディタを使用してスケジュールさ
れたクエリを作成するときに使用します。
IAM ロールを作成して、IAM コンソールでスケジュールされたクエリを実行できます。この IAM ロール
で、AmazonEventBridgeFullAccess と AmazonRedshiftDataFullAccessをアタッチします。
次の例は、EventBridge スケジューラとの信頼関係をセットアップする JSON フォーマットでのポリシー
ドキュメントを示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"events.amazonaws.com",
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"

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 のサービスにアクセス許可を委任
するロールの作成」を参照してください。
EventBridge スケジューラのロールを作成する手順については、「IAM ユーザーガイド」から「AWS の
サービス用ロールの作成 (コンソール)」を参照してください。IAM コンソールでロールを作成する際は、
次の選択を行います。
• このロールを使用するサービスを選択で、CloudWatch Eventsを選択します。
• ユースケースの選択で CloudWatch Eventsを選択します。
• 次のアクセス許可ポリシー : AmazonEventBridgeFullAccess と
AmazonRedshiftDataFullAccessをアタッチします。
作成する IAM ロールには、events.amazonaws.comという信頼されたエンティティがあります。ま
た、"redshift-data:*"などのサポートされた Amazon Redshift API アクションを許可するポリシーが
アタッチされています。

Amazon SageMaker で Amazon Redshift 機械学習 (ML) を使用す
るために必要なアクセス許可
Amazon SageMaker で Amazon Redshift 機械学習 (ML) を使用するために必要なアクセス権限の記述を以
下に示します。
Amazon SageMaker で Amazon Redshift ML を使用するには、デフォルトよりも制限の厳しいポリシーを
持つ IAM ロールを作成します。以下のフォーマットを使用できます。必要に応じてこのポリシーを変更す
ることもできます。
次のポリシーに、Amazon Redshift によるモデルの説明可能性を備えた SageMaker Autopilot を実行する
ために、必要となるアクセス許可を示します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
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"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateProcessingJob"

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"cloudwatch:namespace": [
"SageMaker",
"/aws/sagemaker/Endpoints",
"/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
"/aws/sagemaker/TrainingJobs",
"/aws/sagemaker/TransformJobs"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
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"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutObject",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketCors",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::redshift-downloads",
"arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
"arn:aws:s3:::*redshift*",
"arn:aws:s3:::*redshift*/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutObject",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketCors",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/Redshift": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"redshift.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com",
]
}
}

次のポリシーに、Amazon DynamoDB、Redshift Spectrum、および Amazon RDS フェデレーションへの
アクセスを可能にするため必要な、完全かつ最小限のアクセス許可を示します。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateProcessingJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"cloudwatch:namespace": [
"SageMaker",
"/aws/sagemaker/Endpoints",
"/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
"/aws/sagemaker/TrainingJobs",
"/aws/sagemaker/TransformJobs"
]
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutObject",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketCors",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::redshift-downloads",
"arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
"arn:aws:s3:::*redshift*",
"arn:aws:s3:::*redshift*/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutObject",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketCors",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/Redshift": "true"
}
}
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},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Getitem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
"arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ListInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ListInstances"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecretVersionIds"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/Redshift": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"redshift.amazonaws.com",
"glue.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com",
"athena.amazonaws.com"
]
}
}

オプションとして、暗号化用に AWS KMS キーを使用するために、以下のアクセス許可をポリシーに追加
します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:<your-region>:<your-account-id>:key/<your-kms-key>"
]
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Amazon Redshift と SageMaker が、他のサービスとやり取りするロールを引き受けることを許可するに
は、IAM ロールに以下の信頼ポリシーを追加します。
{

}

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

Amazon S3 バケット redshift-downloads/redshift-ml/ は、他のステップや例で使用されるサンプ
ルデータが保存される場所です。Amazon S3 からデータをロードする必要がない場合は、削除できます。
または、Amazon Redshift にデータをロードするために使用する他の Amazon S3 バケットに置き換えま
す。
your-account-id、your-role、および your-s3-bucket の値は、CREATE MODEL コマンドで指定
したアカウント ID、ロール、およびバケットです。
(任意）Amazon Redshift ML で使用する AWS KMS キーを指定する場合は、サンプルポリシーの AWS
KMS キーセクションを使用できます。your-kms-key 値は、CREATE MODEL コマンドの一部として使
用するキーです。
ハイパーパラメータ調整ジョブにプライベート仮想プライベートクラウド (VPC) を指定する場合は、次の
アクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

モデルの説明を使用するには、SageMaker API オペレーションを呼び出すアクセス許可があることを確認
します。AmazonSageMakerFullAccess 管理ポリシーを使用することをお勧めします。より制限の厳し
いポリシーを持つ IAM ロールを作成する場合、以下のポリシーを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker::CreateEndpoint",
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}

"sagemaker::CreateEndpointConfig",
"sagemaker::DeleteEndpoint",
"sagemaker::DeleteEndpointConfig",
"sagemaker::DescribeEndpoint",
"sagemaker::DescribeEndpointConfig",
"sagemaker::DescribeModel",
"sagemaker::InvokeEndpoint",
"sagemaker::ListTags"
],
"Resource": "*"
}
]

AmazonSageMakerFullAccess 管理ポリシーの詳細については、「AmazonSageMakerFullAccess」の
「Amazon SageMaker 開発者ガイド」を参照してください。
Amazon Redshift ML の詳細については、「Amazon Redshift での機械学習の使用」または「CREATE
MODEL」を参照してください。

データ共有 API オペレーションを使用するために必要な許可
データ共有 API オペレーションへのアクセスを制御するには、IAM アクションベースのポリシーを使用し
ます。IAM ポリシーの管理方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの管理」を参照し
てください。
特に、プロデューサークラスターの管理者が、AWS アカウントアカウント外のデータ共有のエグレス
を承認するために AuthorizeDataShare 呼び出しを使用する必要があるとします。この場合、IAM
アクションベースのポリシーを設定して、必要なアクセス許可を付与します。エグレスの取り消しに
は、DeauthorizeDataShare 呼び出しを使用します。
IAM アクションベースのポリシーを使用するときは、ポリシーで DataShareARNなどの IAM リソースを
指定することもできます。以下は、DataShareARNの形式と例を示しています。
arn:aws:redshift:region:account-id:datashare:namespace-guid/datashare-name
arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8/
SalesShare

IAM ポリシーでデータ共有名を指定することで、特定のデータ共有への AuthorizeDataShare アクセス
を制限することができます。
{

"Statement": [
{
"Action": [
"redshift:AuthorizeDataShare",
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbbe2e24359e9a8/SalesShare"
],
"Effect": "Deny"
}
]
}

また、IAM ポリシーを、特定のプロデューサクラスターが所有するすべてのデータ共有に制限して使用す
ることも可能です。これを行うには、そのポリシー内の datashare-name 値を、ワイルドカードまたは
アスタリスクに置き換えます。クラスターの namespace-guid 値はそのままにしておきます。
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arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8/*

以下は、エンティティが、特定のプロデューサークラスターが所有するデータ共有上の
AuthorizeDataShare を呼び出せないようにする IAM ポリシーの例です。
{

"Statement": [
{
"Action": [
"redshift:AuthorizeDataShare",
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbbe2e24359e9a8/*"
],
"Effect": "Deny"
}
]
}

DataShareARN は、データ共有名と、所有クラスターの名前空間のグローバル一意 ID (GUID) の両方に基
づいてアクセスを制限します。この制限は、名前をアスタリスクにより指定することによって実施されて
います。

GetClusterCredentials のリソースポリシー
JDBC または ODBC 接続と IAM データベース認証情報を使用してクラスターデータベースに接続する
か、必要な GetClusterCredentials アクションをプログラムで呼び出すには、最小限のアクセス権限
が必要です。少なくとも、redshift:GetClusterCredentials アクションを呼び出すアクセス許可
と、dbuser リソースへのアクセス権が必要です。
JDBC または ODBC 接続を使用する場合、serverと port の代わりに cluster_id と regionを指定で
きますが、そのためには、ポリシーで redshift:DescribeClusters アクションと cluster リソース
へのアクセス権を許可する必要があります。
オプションパラメータ Autocreate、DbGroups、および DbNameを使用して
GetClusterCredentials を呼び出す場合は、アクションも許可し、以下の表に一覧表示されているリ
ソースへのアクセスを許可してください。
GetClusterCredentials アクショ
パラメータ
ン

リソース

Autocreate

redshift:CreateClusterUser
dbuser

DbGroups

redshift:JoinGroup
dbgroup

DbName

NA

dbname

リソースの詳細については、「Amazon Redshift のリソースとオペレーション (p. 407)」を参照してくだ
さい。
また、次の条件をポリシーに含めることもできます。
• redshift:DurationSeconds
• redshift:DbName
• redshift:DbUser
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条件の詳細については、「ポリシーでの条件を指定する (p. 411)」を参照してください。

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 Redshift アクションのアクセス権限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 Redshift API、AWS SDK、または AWS CLIを使用
しているときに機能します。

Note
すべての例で、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用し、架空のアカウント ID を
使用しています。

例 1: ユーザーにすべての Amazon Redshift アクションとリソースへの完全アク
セスを許可する
次のポリシーでは、すべてのリソースですべての Amazon Redshift アクションにアクセスできます。
{

}

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

Action 要素の値 redshift:* は、Amazon Redshift のすべてのアクションを示します。

例 2: 一連の Amazon Redshift アクションへのユーザーアクセスを拒否する
デフォルトでは、すべてのアクセス権が拒否されます。ただし、特定のアクションまたは一連のアク
ションへのアクセスを明示的に拒否しなければならない場合もあります。次のポリシーでは、すべての
Amazon Redshift アクションへのアクセスが許可され、名前が Deleteで始まる Amazon Redshift アク
ションへのアクセスが明示的に拒否されます。このポリシーは、us-west-2のすべての Amazon Redshift
リソースに適用されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowUSWest2Region",
"Action": [
"redshift:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:*"
},
{
"Sid":"DenyDeleteUSWest2Region",
"Action": [
"redshift:Delete*"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:*"
}
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}

]

例 3: ユーザーがクラスターを管理することを許可する
次のポリシーでは、ユーザーはすべてのクラスターを作成、削除、変更、再起動できます。さらに、名前
が protectedで始まるクラスターを削除するアクセス権限が拒否されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowClusterManagement",
"Action": [
"redshift:CreateCluster",
"redshift:DeleteCluster",
"redshift:ModifyCluster",
"redshift:RebootCluster"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Sid":"DenyDeleteProtected",
"Action": [
"redshift:DeleteCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:protected*"
],
"Effect": "Deny"
}
]

例 4: ユーザーにスナップショットアクセスの許可と取り消し
次のポリシーでは、ユーザー (例: ユーザー A）に次の操作を許可します。
• sharedというクラスターから作成されたスナップショットへのアクセスを許可します。
• shared クラスターから作成されたスナップショット (スナップショット名の先頭が revokable）のス
ナップショットアクセスを取り消します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowSharedSnapshots",
"Action": [
"redshift:AuthorizeSnapshotAccess"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:shared/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Sid":"AllowRevokableSnapshot",
"Action": [
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}

]

}

"redshift:RevokeSnapshotAccess"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:*/revokable*"
],
"Effect": "Allow"

ユーザー A がスナップショットへのアクセスをユーザー B に許可した場合、スナップショットからクラス
ターを復元できるように、ユーザー B には次のようなポリシーを与える必要があります。次のポリシーで
は、ユーザー B はスナップショットを表現したり、スナップショットから復元したり、クラスターを作成
したりできます。これらのクラスター名の先頭は from-other-accountにする必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowDescribeSnapshots",
"Action": [
"redshift:DescribeClusterSnapshots"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Sid":"AllowUserRestoreFromSnapshot",
"Action": [
"redshift:RestoreFromClusterSnapshot"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:*/*",
"arn:aws:redshift:us-west-2:444455556666:cluster:from-other-account*"
],
"Effect": "Allow"
}
]

例 5: クラスタースナップショットのコピーとスナップショットからのクラスター
の復元をユーザーに許可する
次のポリシーでは、ユーザーは big-cluster-1という名前のクラスターから作成したスナップショット
をコピーし、名前が snapshot-for-restoreで始まるスナップショットを復元できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowCopyClusterSnapshot",
"Action": [
"redshift:CopyClusterSnapshot"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:big-cluster-1/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
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}

]

}

"Sid":"AllowRestoreFromClusterSnapshot",
"Action": [
"redshift:RestoreFromClusterSnapshot"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:*/snapshot-for-restore*",
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:*"
],
"Effect": "Allow"

例 6: ユーザーの Amazon Redshift と関連する AWS のサービスの一般的なアク
ションとリソースへのアクセスを許可する
次のポリシー例では、Amazon Redshift、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)、および
Amazon CloudWatch のすべてのアクションとリソースへのアクセスを許可します。アカウントにおける
関連する Amazon EC2 リソースでの指定されたアクションも許可します。

Note
リソースレベルのアクセス権限は、このサンプルポリシーで指定された Amazon EC2 アクション
ではサポートされません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":"AllowRedshift",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Sid":"AllowSNS",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Sid":"AllowCloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Sid":"AllowEC2Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AllocateAddress",
"ec2:AssociateAddress",
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"ec2:AttachNetworkInterface",
"ec2:DescribeAccountAttributes",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs"

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

例 7: ユーザーが Amazon Redshift コンソールを使用してリソースにタグを付け
ることを許可する
次のポリシー例では、ユーザーが AWS Resource Groupsを使用して Amazon Redshift コンソールでリ
ソースにタグを付けることを許可しています。このポリシーは、新しい Amazon Redshift コンソールを呼
び出すユーザーロールにアタッチできます。タグ付けの詳細については、「Amazon Redshift のリソース
へのタグ付け (p. 596)」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Tagging permissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:DeleteTags",
"redshift:CreateTags",
"redshift:DescribeTags",
"tag:UntagResources",
"tag:TagResources"
],
"Resource": "*"
}
]

GetClusterCredentials を使用するポリシーの例
以下のポリシーでは、これらのサンプルパラメータの値を使用します。
• リージョン : us-west-2
• AWS アカウント 123456789012
• クラスター名 : examplecluster
次のポリシーでは GetCredentials、CreateClusterUser、および JoinGroup アクショ
ンが有効になります。このポリシーでは、AWS ユーザー ID が "AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:
${redshift:DbUser}@yourdomain.com"に一致する場合のみ条件キーが使用さ
れ、GetClusterCredentials と CreateClusterUser アクションが許可されます。IAM アク
セスは、"testdb" データベース対してのみ要求されます。また、このポリシーは、ユーザーが
"common_group"という名前のグループに参加することを許可します。
{

438

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift 用のネイティブ ID
プロバイダー (IdP) フェデレーション
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetClusterCredsStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecluster/${redshift:DbUser}",
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbname:examplecluster/testdb",
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecluster/common_group"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:userid":"AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@yourdomain.com"
}
}
},
{
"Sid": "CreateClusterUserStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:CreateClusterUser"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecluster/${redshift:DbUser}"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:userid":"AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@yourdomain.com"
}
}
},
{
"Sid": "RedshiftJoinGroupStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:JoinGroup"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecluster/common_group"
]
}
]
}

}

}

Amazon Redshift 用のネイティブ ID プロバイダー
(IdP) フェデレーション
Amazon Redshift の ID とアクセス許可の管理は、既存の ID プロバイダーを活用して認証とアクセス許
可の管理を簡素化するため、ネイティブ ID プロバイダーフェデレーションを使用することで簡単になり
ます。これは、ID プロバイダーから Redshift に ID メタデータを共有できるようにすることで実現しま
す。この機能の最初のイテレーションでは、サポートされる ID プロバイダーは Microsoft Azure Active
Directory (Azure AD) です。
サードパーティーの ID プロバイダーからの ID を認証できるように Amazon Redshift を設定するには、ID
プロバイダーを Amazon Redshift に登録します。これにより、Redshift は ID プロバイダーによって定義

439

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift 用のネイティブ ID
プロバイダー (IdP) フェデレーション

されたユーザーとロールを認証できます。したがって、アイデンティティ情報が共有されるため、サード
パーティ ID プロバイダーと Amazon Redshift の両方できめ細かなアイデンティティ管理を実行する必要
がなくなります。

Amazon Redshift で ID プロバイダーを設定する
このセクションでは、ネイティブ ID プロバイダーフェデレーションの通信を確立するように ID プロバ
イダーと Amazon Redshift を設定する手順を示します。ID プロバイダーの有効なアカウントが必要で
す。Amazon Redshift を設定する前に、Redshift をアプリケーションとして ID プロバイダーに登録し、管
理者の同意を付与します。
Amazon Redshift で次の手順を完了します。
1.

SQL ステートメントを実行して、Azure アプリケーションメタデータの説明を含む ID プロバイダー
を登録します。ID プロバイダーを Amazon Redshift で作成するには、パラメータ値を置き換えた後に
次のコマンドを実行します。issuer、client_id、client_secret、および audience。これらのパラメータ
は Microsoft Azure AD 固有です。ID プロバイダー名を任意の名前に置き換え、名前空間を ID プロバ
イダーディレクトリからユーザーとロールを含む一意の名前に置き換えます。
CREATE IDENTITY PROVIDER oauth_standard TYPE azure
NAMESPACE 'aad'
PARAMETERS '{
"issuer":"https://sts.windows.net/2sdfdsf-d475-420d-b5ac-667adad7c702/",
"client_id":"<client_id>",
"client_secret":"BUAH~ewrqewrqwerUUY^%tHe1oNZShoiU7",
"audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift"]
}'

タイプ azure は、プロバイダーが特に Microsoft Azure AD との通信を容易にすることを示しま
す。Azure は現在、唯一サポートされている ID プロバイダーです。
• issuer – トークンが受信されたときに信頼する発行者 ID。tenant_id の一意の識別子が発行者に付加
されます。
• client_id – ID プロバイダーに登録されたアプリケーションの一意の公開識別子。これは、アプリ
ケーション ID と呼びます。
• client_secret – ID プロバイダーと登録済みアプリケーションのみが認識するシークレット識別子、
またはパスワード。
• audience – Azure でアプリケーションに割り当てられているアプリケーション ID。

共有クライアントシークレットを使用する代わりに、ID プロバイダーを作成する場合、証明書、プラ
イベートキー、およびプライベートキーのパスワードを指定するパラメータを設定できます。
CREATE IDENTITY PROVIDER example_idp TYPE azure
NAMESPACE 'example_aad'
PARAMETERS '{"issuer":"https://sts.windows.net/2sdfdsf-d475-420d-b5ac-667adad7c702/",
"client_id":"<client_id>",
"audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift"],
"client_x5t":"<certificate thumbprint>",
"client_pk_base64":"<private key in base64 encoding>",
"client_pk_password":"test_password"}';

2.

プライベートキーのパスワードの client_pk_password は省略可能です。
オプション: Amazon Redshift で SQL コマンドを実行して、ユーザーとロールを事前に作成します。
これにより、事前に権限を付与することが容易になります。Amazon Redshift でのロール名は次のよ
うなものです。<Namespace>: <GroupName on Azure AD>。例えば、Microsoft Azure AD で名前空
間が aad で、ロール名は aad:rsgroup の rsgroup といういうグループを作成するとします。ユー
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ザー名とグループのメンバーシップは、ID プロバイダー名前空間内の Amazon Redshift のユーザーと
ロールにマッピングされます。
ロールとユーザーのマッピングには、external_id 値が最新であることを確認する検証が含まれ
ます。外部 ID は、ID プロバイダー内のグループまたはユーザーの識別子にマップされます。たとえ
ば、ロールの外部 ID は、対応する Azure AD グループ ID にマップされます。同様に、各ユーザーの
外部 ID は ID プロバイダーの ID にマップされます。
create role "aad:rsgroup";

3.

要件に応じて、関連する権限をロールに付与します。例:
GRANT SELECT on all tables in schema public to role "aad:rsgroup";

4.

さらに、特定のユーザーにアクセス権限を付与することもできます。
GRANT SELECT on table foo to aad:alice@example.com

名前空間の説明
名前空間は、ユーザーまたはロールを特定の ID プロバイダーにマッピングします。例えば、IAM ユーザー
のプレフィックスは iam: です。これは、ユーザー名の衝突を回避し、複数の ID ストアをサポートする
ために行われます。aad 名前空間に登録された ID ソースからユーザー alice@example.com がログインし
たが、そのユーザーが存在していない場合は Redshift でユーザー aad:alice@example.com が作成され
ます。ユーザーおよびロールの名前空間には、クラスターに関連付けられた一意の識別子であるAmazon
Redshift クラスター名前空間とは異なる機能があることに注意してください。

ネイティブ ID プロバイダー (IdP) フェデレーションによるログ
インの仕組み
ID プロバイダーと Amazon Redshift の間の事前設定を完了するには、いくつかの手順を実行します。ま
ず、Amazon Redshift をサードパーティーアプリケーションとして ID プロバイダーに登録し、必要な
API アクセス許可を要求します。次に、ID プロバイダーでユーザーとグループを作成します。最後に、ID
プロバイダーに固有の認証パラメータを設定する SQL ステートメントを使用して、ID プロバイダーを
Amazon Redshift に登録します。Redshift に ID プロバイダーを登録する一環として、ユーザーおよびロー
ルが正しくグループ化されていることを確認するために名前空間を割り当てます。
Amazon Redshift に登録された ID プロバイダーでは、Redshift と ID プロバイダー間の通信が設定されま
す。その後、クライアントはトークンを渡し、ID プロバイダーエンティティとして Redshift に認証できま
す。Amazon Redshift は、IdP グループのメンバーシップ情報を使用して Redshift ロールにマッピングし
ます。ユーザーが Redshift にまだ存在しない場合、ユーザーが作成されます。ID プロバイダーグループが
存在しない場合は、それらにマップするロールが作成されます。Amazon Redshift 管理者はロールに対す
るアクセス許可を付与し、ユーザーはクエリを実行したり、他のデータベースタスクを実行したりできま
す。
次の手順では、ユーザーがログインしたときにネイティブ ID プロバイダーフェデレーションがどのように
機能するかを概説します。
1. ユーザーがネイティブ IdP オプションを使用してログインすると、ID プロバイダーのトークンがクライ
アントからドライバーに送信されます。
2. ユーザーは認証されます。ユーザーが Amazon Redshift に存在していない場合は、新しいユーザーが作
成されます。Redshift は、ユーザーの ID プロバイダーグループを Redshift ロールにマップします。
3. 権限は、ユーザーの Redshift ロールに基づいて割り当てられます。これらは、管理者によってユーザー
とロールに付与されます。
4. ユーザーは Redshift をクエリできます。
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デスクトップクライアントツールを使用して Amazon Redshift に
接続する
ネイティブ ID プロバイダーフェデレーションを使用して Power BI で Amazon Redshift に接続する方法
については、ブログ記事「Integrate Amazon Redshift native IdP federation with Microsoft Azure Active
Directory (AD) and Power BI」(Amazon Redshift ネイティブ IdP フェデレーションと Microsoft Azure
Active Directory (AD) および Power BI を統合する) を参照してください。Azure AD を使用した Amazon
Redshift ネイティブ IdP セットアップの段階的な実装について説明します。Power BI デスクトップまたは
Power BI サービスのクライアント接続を設定する手順についても説明します。この手順には、アプリケー
ションの登録、アクセス許可の設定、認証情報の設定が含まれます。
Power BI Desktop と JDBC クライアント-SQL Workbench/J を使用して Amazon Redshift ネイティブ IdP
フェデレーションを Azure AD と統合する方法については、次の動画をご覧ください。
ネイティブ ID プロバイダーフェデレーションを使用して SQL クライアント (特に DBeaver または SQL
Workbench/J) で Amazon Redshift に接続する方法については、ブログ記事「Integrate Amazon Redshift
native IdP federation with Microsoft Azure AD using a SQL client」(SQL クライアントを使用して Amazon
Redshift ネイティブ IdP フェデレーションを Microsoft Azure AD と統合する) を参照してください。

Amazon Redshift API アクセス許可のリファレンス
アクセスコントロール (p. 407) をセットアップするときに、IAM ID にアタッチできるアクセス権限ポリ
シー (ID ベースのポリシー) を記述します。詳細については「サービス認証リファレンスガイド」で以下の
トピックを参照してください。
• redshift: プレフィックスで使用する Amazon Redshift のアクション、リソース、条件キー。
• redshift-serverless: プレフィックスで使用する Amazon Redshift サーバーレスのアクション、リ
ソース、条件キー。
• redshift-data: プレフィックスで使用する Amazon Redshift データ API のアクション、リソース、
条件キー。
• sqlworkbench: プレフィックスで使用する AWS SQL Workbench (Amazon Redshift クエリエディタ
v2) のアクション、リソース、条件キー。
クエリエディタ v2 には、API オペレーションに直接対応しない権限のみのアクションが含まれていま
す。これらのアクションについては、「 [permission only] によるサービス認証リファレンス」に
記載されています。
このサービス認証リファレンスには、IAM ポリシーで使用できる API オペレーションに関する情報が含ま
れています。また、アクセス許可を付与できる AWS リソースや、きめ細かなアクセスコントロールに含
めることができる条件キーも含まれています。条件の詳細については、「詳細に設定されたアクセスコン
トロールのための IAM ポリシー条件の使用 (p. 411)」を参照してください。
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。Amazon Redshift のアクションを指定するには、API
オペレーション名 (例: redshift:CreateCluster など) の前に redshift: プレフィックスを使用しま
す。

Amazon Redshift でのサービスにリンクされたロール
の使用
Amazon Redshift は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使
用しています。サービスにリンクされたロールは、Amazon Redshift 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 Redshift によって事前定義されており、
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サービスがお客様の Amazon Redshift クラスターの代わりに AWS のサービスを呼び出すのに必要なアク
セス許可がすべて含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、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 Redshift の設定が簡単になります。このロールは、Amazon Redshift ユースケースにリン
クされており、事前定義されたアクセス許可があります。Amazon Redshift のみがロールを引き受けるこ
とができ、サービスにリンクされたロールのみが事前定義されたアクセス権限のポリシーを使用できま
す。Amazon Redshift は、サービスにリンクされたロールをアカウントに作成します。このサービスにリ
ンクされたロールを削除するには、アカウントの Amazon Redshift クラスターをすべて削除する必要があ
ります。これにより、不注意で Amazon Redshift リソースへのアクセスに必要なアクセス許可の削除が防
止され、このリソースは保護されます。
Amazon Redshift では、これが利用可能なすべてのリージョンにおいて、サービスにリンクされたロール
の使用がサポートされています。詳細については、 AWS リージョンとエンドポイントを参照してくださ
い。
サービスリンクロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサービ
ス」を参照して、サービスリンクロール列がはいになっているサービスを探してください。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、 はい リンクを選択します。

Amazon Redshift へのサービスにリンクされたロールのアクセス
許可
Amazon Redshift が AWSServiceRoleForRedshift という名前のサービスにリンクされたロールを使用 –
Amazon Redshift がユーザーに代わって AWS のサービスを呼び出すことを許可します。このサービスリ
ンクロールは、マネージドポリシー AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy にアタッチされま
す。このポリシーの更新情報については、「Amazon Redshift の AWS 管理 (事前定義) ポリシー」を参照
してください。
AWSServiceRoleForRedshift サービスにリンクされたロールは、 redshift.amazonaws.com のみを信
頼し、ロールを引き受けます。
AWSServiceRoleForRedshift サービスにリンクされたロールのアクセス権限ポリシーでは、Amazon
Redshift はすべての関連リソースで以下のことを実行することができます。
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeAddress
• ec2:AssociateAddress
• ec2:DisassociateAddress
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:DeleteVpcEndpoints
• ec2:DescribeVpcEndpoints
• ec2:ModifyVpcEndpoint
• ec2:DescribeVpcAttribute
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeInternetGateways
• ec2:DescribeSecurityGroupRules
• ec2:DescribeAvailabilityZones
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• ec2:DescribeNetworkAcls
• ec2:DescribeRouteTables
ネットワークおよび VPC リソースに対するアクセス許可
次のアクセス許可では、ネットワークおよび仮想プライベートクラウドのリソースを作成
し管理するためのアクションを、Amazon EC2 が実行できるようにします。これらは特
に、Purpose:RedshiftMigrateToVpc リソースタグと関連付けられています。これにより、Amazon EC2 ク
ラシックから Amazon EC2 VPC に移行するための、特定のタスクに対するアクセス許可の範囲が制限さ
れます。リソースタグの詳細については、「タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御」を参照
してください。
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
• ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
• ec2:ReplaceRouteTableAssociation
• ec2:CreateRouteTable
• ec2:AttachInternetGateway
• ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress
• ec2:AssociateRouteTable
• ec2:RevokeSecurityGroupIngress
• ec2:CreateRoute
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:RevokeSecurityGroupEgress
• ec2:ModifyVpcAttribute
• ec2:CreateSubnet
• ec2:CreateInternetGateway
• ec2:CreateVpc
Amazon EC2 のアクションとリソースの詳細については、「Amazon EC2 のアクション、リソース、およ
び条件キー」を参照してください。
監査ログ記録のためのアクション
logs プレフィックスとともにリストされたアクションは、監査ログ記録と関連機能と関係があります。
具体的には、ロググループとログストリームの作成と管理に関連します。
• logs:CreateLogGroup
• logs:PutRetentionPolicy
• logs:CreateLogStream
• logs:PutLogEvents
• logs:DescribeLogStreams
• logs:GetLogEvents
次の JSON は、監査ログ記録用の Amazon Redshift に対する、アクションとリソースの範囲を示していま
す。
[

{

"Sid": "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
"Effect": "Allow",
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},
{

]

}

"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
]
"Sid": "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
]

サービスリンクロールと、AWS での用途については、「サービスにリンクされたロールの使用」を参照し
てください。Amazon Redshift での特定のアクション、およびその他の IAM リソースの詳細については、
「Amazon Redshift のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
IAM エンティティが AWSServiceRoleForRedshift サービスにリンクされたロールを作成するには
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS-account-ID>:role/aws-service-role/
redshift.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRedshift",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "redshift.amazonaws.com"}}
}

IAM エンティティが AWSServiceRoleForRedshift サービスにリンクされたロールを作成するには
以下のポリシーステートメントを IAM エンティティのアクセス許可に追加します。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS-account-ID>:role/aws-service-role/
redshift.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRedshift",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "redshift.amazonaws.com"}}
}

または AWS 管理ポリシーを使用して、Amazon Redshift への フルアクセスを許可 することもできます。

Amazon Redshift のサービスにリンクされたロールの作成
AWSServiceRoleForRedshift サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要は
ありません。Amazon Redshift は、お客様のサービスにリンクされたロールを作成しま
す。AWSServiceRoleForRedshift サービスにリンクされたロールがアカウントより削除されている場合
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は、新しい Amazon Redshift クラスターを起動すると、Amazon Redshift によってロールが作成されま
す。

Important
2017 年 9 月 18 日より前に Amazon Redshift サービスを使用していた場合、サービ
スにリンクされたロールのサポートが開始された時点で、Amazon Redshift により
AWSServiceRoleForRedshift ロールがアカウントに作成済されています。詳細については、 IAM
アカウントに新しいロールが表示されるを参照してください。

Amazon Redshift のサービスにリンクされたロールの編集
Amazon Redshift では、サービスにリンクされたロールである AWSServiceRoleForRedshift を編集できま
せん。サービスにリンクされた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、ロールの説明は IAM コンソール、AWS
Command Line Interface (AWS CLI)、または IAM API を使用して編集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 ロールの変更 を参照してください。

Amazon Redshift のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な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、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングさ
れたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。
アカウントのサービスにリンクされたロールを削除するには、アカウントのクラスターをシャットダウン
した上で削除する必要があります。詳細については、「クラスターのシャットダウンと削除 (p. 94)」を参
照してください。
サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、AWS CLI、 IAM API を使用して削除することができ
ます。詳細については、 IAM ユーザーガイドの サービスにリンクされたロールの削除 を参照してくださ
い。

IAM 認証を使用したデータベースユーザー認証情報の
生成
AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可ポリシーによって付与されるアクセス許可に
基づいて一時的なデータベース認証情報を生成し、Amazon Redshift データベースに対するユーザーのア
クセスを管理できます。
一般的に、Amazon Redshift データベースユーザーは、データベースのユーザー名とパスワードを提供し
てデータベースにログオンします。ただし、Amazon Redshift データベースでユーザー名とパスワードを
維持する必要はありません。ユーザーがユーザー認証情報を作成し、IAM 認証情報に基づいてデータベー
スにログオンできるようにシステムを設定できます。
詳細については、IAM ユーザーガイドの アイデンティティプロバイダーとフェデレーション を参照してく
ださい。
トピック
• 概要 (p. 446)
• IAM ユーザー認証情報の作成 (p. 447)
• IAM 認証情報の提供オプション (p. 456)

概要
Amazon Redshift は、一時的データベースユーザー認証情報を生成する GetClusterCredentials API オ
ペレーションを提供します。GetClusterCredentials オペレーションを呼び出すプロセスを管理す
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る Amazon Redshift JDBC、または ODBC ドライバーで SQL クライアントを設定できます。これは、
データベースのユーザー認証情報を取得し、SQL クライアントと Amazon Redshift データベース間の
接続を確立することにより行われます。また、データベースアプリケーションを使用してプログラムで
GetClusterCredentials オペレーションを呼び出し、データベースのユーザー認証情報を取得して、
データベースに接続することもできます。
既に AWSの外部でユーザー ID を管理している場合、Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0
に準拠した ID プロバイダー (IdP) を使用して、Amazon Redshift リソースへのアクセスを管理できま
す。IAM ロールへのフェデレーティッドユーザーアクセスを許可するよう IdP を設定します。この IAM
ロールにより、一時的データベース認証情報を生成し、Amazon Redshift データベースにログオンできま
す。
SQL クライアントには、自動的に GetClusterCredentials オペレーションを呼び出すためのアクセス
許可が必要です。IAM ロールを作成し、GetClusterCredentials オペレーションと関連アクションへ
のアクセスを付与または制限する IAM アクセス権限ポリシーを添付して、それらのアクセス許可を管理し
ます。
このポリシーでは、Amazon Redshift クラスター、データベース、データベースユーザー名、ユーザーグ
ループ名など特定のリソースへのアクセスが付与または制限されます。

Note
Amazon Redshift JDBC、または ODBC ドライバーを使用して GetClusterCredentials オペ
レーションを呼び出し、データベースにログオンするプロセスを管理することをお勧めします。
分かりやすいように、このトピック全体で JDBC または ODBC ドライバーとともに SQL クライ
アントを使用するものと仮定します。
GetClusterCredentials オペレーションまたは並列 get-cluster-credentials CLI コマ
ンドの使用の具体的な詳細と例については、GetClusterCredentials および get-cluster-credentials
を参照してください。
認証と承認を一元的に管理するため、Amazon Redshift では IAM を使用したデータベース認証がサポート
され、エンタープライズフェデレーションによるユーザー認証が可能になります。IAM ユーザーを作成せ
ずに AWS Directory Service、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダーの既存の
ID を使用することもできます。このようなユーザーはフェデレーティッドユーザーと呼ばれます。 AWS
では、IdP を通じてアクセスが要求されたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。
組織内のユーザーまたはクライアントアプリケーションに Amazon Redshift API オペレーションを呼び出
すフェデレーティッドアクセスを提供するには、SAML 2.0 をサポートした JDBC または ODBC ドライ
バーを使用して、組織の IdP から認証をリクエストすることもできます。この場合、組織のユーザーは
Amazon Redshift に直接アクセスすることはできません。

IAM ユーザー認証情報の作成
このセクションでは、IAM ベースの一時的データベースユーザー認証情報を生成し、新しい認証情報を使
用してデータベースにログオンするようシステムを設定する方法を示しています。
プロセスのおおまかな流れは次のとおりです。
1. ステップ 1: IAM シングルサインオンアクセス用の IAM ロールを作成する (p. 448)
(任意） IAM 認証と、サードパーティー認証プロバイダ (IdP) を統合して、Amazon Redshift データベー
スへのアクセスをユーザーに認証できます。
2. ステップ 2: IdP の SAML アサーションを設定する (p. 448)
(任意）IdP を使って IAM 認証を使用するには、組織のユーザーまたはグループを IAM ロールにマッピ
ングするクレームルールを IdP アプリケーションで定義する必要があります。オプションで、属性要素
を含めて GetClusterCredentials パラメータを設定できます。
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3. ステップ 3: GetClusterCredentials を呼び出すアクセス許可を持つ IAM ロールまたはユーザーを作成す
る (p. 449)
SQL クライアントアプリケーションは、GetClusterCredentials オペレーションを呼び出すときに
IAM ロールを引き受けます。ID プロバイダアクセス用の IAM ロールを作成したら、そのロールに必要
なアクセス権限を追加できます。
4. ステップ 4: データベースユーザーとデータベースグループを作成する (p. 451)
(任意）デフォルトでは、ユーザー名が存在しない場合、GetClusterCredentials は認証情報を新し
いユーザーを作成します。ログオン時にユーザーが参加するユーザーグループを指定することもできま
す。デフォルトでは、データベースユーザーは PUBLIC グループに参加します。
5. ステップ 5: IAM 認証情報を使用するように JDBC または ODBC 接続を設定する (p. 452)
Amazon Redshift データベースに接続するには、Amazon Redshift JDBC または ODBC ドライバーを使
用するよう SQL クライアントを設定します。

ステップ 1: IAM シングルサインオンアクセス用の IAM ロールを作成する
シングルサインオンアクセスに ID プロバイダを利用しない場合は、このステップを省略できます。
既に AWSの外部でユーザー ID を管理している場合、IAM 認証とサードパーティーの SAML-2.0 ID プロバ
イダー (IdP) を統合して、Amazon Redshift データベースへのユーザーのアクセスを認証できます。
詳細については、IAM ユーザーガイドの アイデンティティプロバイダーとフェデレーション を参照してく
ださい。
Amazon Redshift IdP 認証を使用する前に、AWS SAML ID プロバイダーを作成します。IAM コンソールで
IdP を作成し、IdP およびその設定について AWS に通知できます。これにより、AWS アカウントと IdP
間の信頼が確立されます。ロールを作成する手順については、IAM ユーザーガイドから SAML 2.0 フェデ
レーション用のロール作成 (コンソール) を参照してください。

ステップ 2: IdP の SAML アサーションを設定する
IAM ロールを作成したら、組織のユーザーまたはグループを IAM ロールにマッピングするクレームルール
を IdP アプリケーションで定義する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの 認証応答の
SAML アサーションを設定する を参照してください。
オプションの GetClusterCredentials パラメータ DbUser、AutoCreate、DbGroupsを使用する
場合は、2 つのオプションがあります。JDBC 接続または ODBC 接続でパラメータの値を設定すること
も、SAML 属性要素を IdP に追加して値を設定することもできます。DbUser、AutoCreate、DbGroups
パラメータの詳細については、ステップ 5: IAM 認証情報を使用するように JDBC または ODBC 接続を設
定する (p. 452)を参照してください。

Note
「${redshift:DbUser}」で説明されているように、IAM ポリシー変数 GetClusterCredentials
のリソースポリシー (p. 433) を使用する場合、DbUserの値は API オペレーションのリクエスト
コンテキストから取得した値で置き換えられます。Amazon Redshift ドライバーは、SAML 属性
として提供される値ではなく、接続 URL から提供される DbUser 変数の値を使用します。
この接続の安全性を維持するには、IAM ポリシーの条件を使用して、DbUser 値を
RoleSessionNameで検証することが推奨されます。IAM ポリシーを使用して条件を設定する方
法の例は、GetClusterCredentials を使用するポリシーの例 (p. 438)で参照できます。
DbUser、AutoCreate、DbGroups パラメータを設定するように IdP を設定するには、次の Attribute
要素を含めます。
• Attribute 属性を持つ Name 要素は「https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser」に設定し
ます。
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AttributeValue 要素は、Amazon Redshift データベースに接続するユーザー名に設定します。
AttributeValue 要素の値は小文字のみで、先頭は文字にし、英数字、アンダースコア (_)、プラス記
号 (+)、ドット (.)、アットマーク (@)、ハイフン (_) のみを含み、128 文字未満である必要があります。
通常、ユーザー名はユーザー ID (例: bobsmith) またはメールアドレス (例: bobsmith@example.com) に
なります。値にスペースを含めることはできません (ユーザーの表示名を Bob Smith にするなど)。
<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser">
<AttributeValue>user-name</AttributeValue>
</Attribute>

• Name 属性を持つ Attribute 要素は「https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate」に設定し
ます。
存在していない場合に、新しいデータベースユーザーを作成するには、AttributeValue 要素を true に設
定します。データベースユーザーが Amazon Redshift データベースに存在している必要があることを指
定するには、AttributeValue を false に設定します。
<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate">
<AttributeValue>true</AttributeValue>
</Attribute>

• Attribute 属性を持つ Name 要素は「https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbGroups」に設定
します。
この要素には、1 つ以上の AttributeValue 要素が含まれています。Amazon Redshift データ
ベースに接続するとき、セッションの期間中に DbUser が参加するデータベースグループ名に各
AttributeValue 要素を設定します。
<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbGroups">
<AttributeValue>group1</AttributeValue>
<AttributeValue>group2</AttributeValue>
<AttributeValue>group3</AttributeValue>
</Attribute>

ステップ 3: GetClusterCredentials を呼び出すアクセス許可を持つ IAM ロールま
たはユーザーを作成する
SQL クライアントには、自動的に GetClusterCredentials オペレーションを呼び出すための許可が必
要です。その許可を付与するには、IAM ユーザーまたはロールを作成し、必要なアクセス許可を付与する
ポリシーを添付します。

GetClusterCredentials を呼び出すアクセス許可を持つ IAM ロールを作成するには
1.

IAM サービスを使用して、IAM ユーザーまたはロールを作成します。既存のユーザーまたはロールを
使用することもできます。たとえば、アイデンティティプロバイダアクセス用の IAM ロールを作成し
たら、そのロールに必要な IAM ポリシーを添付できます。

2.

redshift:GetClusterCredentials オペレーションを呼び出すアクセス許可を持つアクセス許可
ポリシーをアタッチします。指定するオプションパラメータにより、追加のアクションやリソースを
ポリシーで許可または制限することもできます。
• SQL クライアントによるクラスター ID、AWS リージョン、およびポートの取得を許可するに
は、redshift:DescribeClusters オペレーションを呼び出すアクセス許可を Redshift クラス
ターリソースに含めます。
• AutoCreate オプションを使用する場合、redshift:CreateClusterUser を呼び出すアクセス
許可を dbuser リソースに含めます。次の Amazon リソースネーム (ARN) は、Amazon Redshift
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dbuserを指定します。region、account-id、および cluster-name を、お使いの AWS リー
ジョン、アカウント、およびクラスターの値に置き換えます。dbuser-nameに、クラスターデータ
ベースへのログインに使用するユーザー名を指定します。
arn:aws:redshift:region:account-id:dbuser:cluster-name/dbuser-name

• (任意）次の形式で Amazon Redshift dbname リソースを指定する ARN を追加しま
す。region、account-id、および cluster-name を、お使いの AWS リージョン、アカウン
ト、およびクラスターの値に置き換えます。database-name に、ユーザーがログインするデータ
ベースの名前を指定します。
arn:aws:redshift:region:account-id:dbname:cluster-name/database-name

• DbGroups オプションを使用する場合、次の形式で、redshift:JoinGroup オペレーションを呼
び出すアクセス許可を Amazon Redshift dbgroup リソースに含めます。region、account-id、
および cluster-name を、お使いの AWS リージョン、アカウント、およびクラスターの値に置き
換えます。dbgroup-name には、ユーザーがログイン時に参加するユーザーグループの名前を指定
します。
arn:aws:redshift:region:account-id:dbgroup:cluster-name/dbgroup-name

詳細な説明と例については、GetClusterCredentials のリソースポリシー (p. 433)を参照してください。
次の例では、IAM ロールで GetClusterCredentials オペレーションの呼び出しを許可するポリシー
を示します。Amazon Redshift dbuser リソースを指定すると、exampleclusterというクラスターで、
データベースユーザー名 temp_creds_user にロールのアクセスが付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:GetClusterCredentials",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecluster/
temp_creds_user"
}
}

ワイルドカード (*) を使用して、クラスター名、ユーザー名、およびデータベースグループ名のすべてまた
は一部を置き換えることができます。次の例では、指定したアカウントのすべてのクラスターで、temp_
で始まるすべてのユーザー名が許可されます。

Important
次の例のステートメントでは、指定された文字から始まるすべてのリソースがポリシーで許可さ
れるように、リソースの値の一部として、ワイルドカード文字 (*) を指定します。IAM ポリシー
でワイルドカード文字を使用すると、過度に許可される場合があります。ベストプラクティスと
して、ビジネスアプリケーションを最も制限する現実的なポリシーを使用することをお勧めしま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:GetClusterCredentials",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:*/temp_*"
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}

}

次の例では、IAM ロールが GetClusterCredentials オペレーションを呼び出すことを許可するポリ
シーを示します。オプションで新しいユーザーを自動的に作成し、ログイン時にユーザーが参加するグ
ループを指定することができます。"Resource": "*" 句により、クラスター、データベースユーザー、
またはユーザーグループを含めて、任意のリソースへのロールアクセスが許可されます。
{

}

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

詳細については、Amazon Redshift ARN 構文を参照してください。

ステップ 4: データベースユーザーとデータベースグループを作成する
(任意）クラスターデータベースにログインするために使用するデータベースユーザーを作成できます。既
存のユーザー用の一時的ユーザー認証情報を作成する場合、ユーザーのパスワードを無効にして、一時パ
スワードでログオンするようユーザーに強制できます。または、GetClusterCredentials Autocreate
自動作成オプションを使用して、自動的に新しいデータベースユーザーを作成できます。
アクセス許可により、IAM データベースユーザーがログイン時に参加するデータベースユーザーグループ
を作成できます。GetClusterCredentials オペレーションを呼び出す場合、新しいユーザーがログイ
ン時に参加するユーザーグループ名のリストを指定できます。これらのグループメンバーシップは、特定
のリクエストで生成された認証情報を使用して作成されたセッションに対してのみ有効です。

データベースユーザーとデータベースグループを作成するには
1.

Amazon Redshift データベースにログインし、CREATE USER を使用してデータベースユーザーを作
成するか、ALTER USERを使用して既存のユーザーを変更します。

2.

(任意）ユーザーがパスワードを使用することを防ぐために PASSWORD DISABLE オプションを指定
します。ユーザーのパスワードが無効になると、ユーザーは IAM ユーザーの一時的認証情報を使用し
てのみログオンできます。パスワードが無効になっていない場合、ユーザーはパスワードまたは IAM
ユーザーの一時的認証情報を使用してログオンできます。スーパーユーザーのパスワードを無効にす
ることはできません。
次の例では、パスワードを無効にしてユーザーを作成します。
create user temp_creds_user password disable;

次の例では、既存のユーザーのパスワードを無効にします。
alter user temp_creds_user password disable;

3.

CREATE GROUPを使用してデータベースユーザーグループを作成します。

4.

GRANT コマンドを使用して、グループのアクセス権限を定義します。
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ステップ 5: IAM 認証情報を使用するように JDBC または ODBC 接続を設定する
Amazon Redshift JDBC または ODBC ドライバーを使用して SQL クライアントを設定できます。このド
ライバーは、データベースユーザーの認証情報を作成し、SQL クライアントと Amazon Redshift データ
ベース間の接続を確立するプロセスを管理します。
認証に アイデンティティプロバイダーを使用する場合は、認証情報プロバイダープラグインの名前を指定
します。Amazon Redshift JDBC および ODBC ドライバーには、次の SAML ベースの認証情報プロバイ
ダーのプラグインが含まれます。
• Active Directory フェデレーションサービス (AD FS)
• PingOne
• Okta
• Azure Client ID
アイデンティティプロバイダーとして Microsoft Azure AD をセットアップする手順について
は、Microsoft Azure AD を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 462)を参
照してください。

IAM 認証情報を使用するように JDBC 接続を設定するには
1.

「Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 による接続の構成 (p. 164)」ページから
最新の Amazon Redshift JDBC ドライバーをダウンロードします。

2.

次のいずれかの形式で IAM 認証情報オプションを使用して JDBC URL を作成します。IAM 認証を
使用するには、次の例に示すように、jdbc:redshift: に続いて Amazon Redshift JDBC URL に
iam: を追加します。
jdbc:redshift:iam://

cluster-name、region、および account-id を追加します。JDBC ドライバーでは IAM
アカウント情報とクラスター名を使用することで、クラスター IDおよび AWS リージョン
を取得できます。そのためには、IAM ユーザーまたはロールには、指定したクラスターで
redshift:DescribeClusters オペレーションを呼び出すアクセス許可が必要です。IAM ユーザー
またはロールで、redshift:DescribeClusters オペレーションを呼び出すアクセス許可がない場
合は、次の例に示すように、クラスター ID、AWS リージョン、およびポートを含めます。ポート番
号はオプションです。デフォルトのポート番号は 5439 です。
jdbc:redshift:iam://examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com:5439/
dev

3.

JDBC オプションを追加して IAM 認証情報を提供します。さまざまな組み合わせの JDBC オプション
を使用して、IAM 認証情報を提供できます。詳細については、データベースユーザー認証情報を作成
するための JDBC および ODBC のオプション (p. 481)を参照してください。
次の URL は、IAM ユーザーの AccessKeyID および SecretAccessKey を指定します。
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?
AccessKeyID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&SecretAccessKey=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY

次の例では、IAM 認証情報を含む名前付きプロファイルを指定します。
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?Profile=user2
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4.

JDBC ドライバーを使用して GetClusterCredentials API オペレーションを呼び出す JDBC オ
プションを追加します。GetClusterCredentials API オペレーションをプログラムで呼び出す場
合、これらのオプションは含めないでください。
次の例では JDBC GetClusterCredentials オプションを含めています。

jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?
plugin_name=com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider&UID=user&PWD=password&idp_tenant=my

IAM 認証情報を使用するように ODBC 接続を設定するには
次の手順では、IAM 認証を設定するステップのみを示します。データベースユーザー名とパスワードを使
用して標準認証を使用するステップについては、ODBC 接続の設定 (p. 240)を参照してください。
1.

オペレーティングシステム用の最新の Amazon Redshift OBDC ドライバーをインストールおよび設定
します。詳細については、ODBC 接続の設定 (p. 240) ページを参照してください。

Important
Amazon Redshift ODBC ドライバーはバージョン 1.3.6.1000 以降である必要があります。
2.

接続設定に関するオペレーティングシステムのステップに従います。
詳細については、以下のいずれかを参照してください。
• Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールして設定する (p. 241)
• Linux および macOS X オペレーティングシステムで ODBC ドライバーマネージャーを使用しドラ
イバーを設定する (p. 246)

3.

Microsoft Windows オペレーティングシステムでは、Amazon Redshift ODBC ドライバーの DSN 設定
ウィンドウにアクセスします。
a.

接続設定で以下の情報を入力します。
• データソース名
• サーバー (オプション）
• ポート (オプション)
• データベース
IAM ユーザーまたはロールに redshift:DescribeClusters オペレーションを呼び出す権限が
ある場合、必要なのは データソース名 と データベース のみです。Amazon Redshift は ClusterId
と リージョン を使用して、DescribeCluster オペレーションを呼び出すことでサーバーと
ポートを取得します。
IAM ユーザーまたはロールには、redshift:DescribeClusters を呼び出し、サーバー および
ポートを指定するアクセス許可はありません。デフォルトのポート番号は 5439 です。

b.

Authentication (認証)で、Auth Type (認証タイプ)の値を選択します。
認証タイプごとに、次のように値を入力します。
AWS プロファイル
次の情報を入力します。
• [ClusterID]
• [Region] (リージョン)
• プロファイル名
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ODBC 接続オプションの値を含む AWS 設定ファイルのプロファイル名を入力します。詳
細については、「設定プロファイルを使用する (p. 457)」を参照してください。
(任意） GetClusterCredentials API オペレーションの呼び出すために ODBC ドライ
バーが使用するオプションの詳細を指定します。
• [DbUser]
• User AutoCreate
• [DbGroups]
詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC
のオプション (p. 481)」を参照してください。
IAM 認証情報
次の情報を入力します。
• [ClusterID]
• [Region] (リージョン)
• AccessKeyID と SecretAccessKey
IAM データベース認証用に設定された IAM ロールまたは IAM ユーザーのアクセスキー ID
およびシークレットアクセスキー。
• [SessionToken]
SessionToken は、一時的認証情報を持つ IAM ロールに必要です。詳細については
Temporary Security Credentialsを参照してください。
GetClusterCredentials API オペレーションを呼び出すために ODBC ドライバーが使用
するオプションの詳細を指定します。
• DbUser (必須)
• User AutoCreate (オプション)
• DbGroups (オプション)
詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC
のオプション (p. 481)」を参照してください。
アイデンティティプロバイダ : AD FS
AD FS を使用した Windows 統合認証の場合、ユーザー および パスワード は空白にしてお
きます。
IdP の詳細を指定します。
• IdP Host
企業アイデンティティプロバイダホストの名前。この名前には、スラッシュ (/) を含めない
でください。
• IdP Port (任意)
アイデンティティプロバイダが使用するポート。デフォルトは 443です。
• 優先ロール
SAML アサーションの AttributeValue 属性の複数の値を持つ Role 要素からの IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。IdP 管理者と連携して、目的のロールに適した
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値を見つけます。詳細については、「IdP の SAML アサーションを設定する (p. 448)」を
参照してください。
(任意） GetClusterCredentials API オペレーションの呼び出すために ODBC ドライ
バーが使用するオプションの詳細を指定します。
• [DbUser]
• User AutoCreate
• [DbGroups]
詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC の
オプション (p. 481)」を参照してください。
ID プロバイダー : PingFederate
ユーザー と パスワードに、IdP のユーザー名とパスワードを入力します。
IdP の詳細を指定します。
• IdP Host
企業アイデンティティプロバイダホストの名前。この名前には、スラッシュ (/) を含めない
でください。
• IdP Port (任意)
アイデンティティプロバイダが使用するポート。デフォルトは 443です。
• 優先ロール
SAML アサーションの AttributeValue 属性の複数の値を持つ Role 要素からの IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。IdP 管理者と連携して、目的のロールに適した
値を見つけます。詳細については、「IdP の SAML アサーションを設定する (p. 448)」を
参照してください。
(任意） GetClusterCredentials API オペレーションの呼び出すために ODBC ドライ
バーが使用するオプションの詳細を指定します。
• [DbUser]
• User AutoCreate
• [DbGroups]
詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC の
オプション (p. 481)」を参照してください。
アイデンティティプロバイダー : Okta
ユーザー と パスワードに、IdP のユーザー名とパスワードを入力します。
IdP の詳細を指定します。
• IdP Host
企業アイデンティティプロバイダホストの名前。この名前には、スラッシュ (/) を含めない
でください。
• IdP Port
この値は Okta では使用されません。
• 優先ロール
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SAML アサーションの AttributeValue 属性の Role 要素からの IAM ロールの Amazon
リソースネーム (ARN)。IdP 管理者と連携して、目的のロールに適した値を見つけます。
詳細については、「IdP の SAML アサーションを設定する (p. 448)」を参照してくださ
い。
• Okta App ID
Okta アプリケーションの ID。アプリ ID の値は、Okta アプリケーションの埋め込みリンク
の「amazon_aws」に続きます。IdP 管理者と連携して、この値を取得します。
(任意） GetClusterCredentials API オペレーションの呼び出すために ODBC ドライ
バーが使用するオプションの詳細を指定します。
• [DbUser]
• User AutoCreate
• [DbGroups]
詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC の
オプション (p. 481)」を参照してください。
アイデンティティプロバイダー : Azure AD
ユーザー と パスワードに、IdP のユーザー名とパスワードを入力します。
クラスター ID と リージョンにクラスター ID と Amazon Redshift クラスターの AWS リー
ジョンを入力します。
データベースに、Amazon Redshift クラスター用に作成したデータベースを入力します。
IdP の詳細を指定します。
• IdP Tenant
Azure AD に使用されるテナント。
• Azure Client Secret
Azure の Amazon Redshift エンタープライズアプリのクライアントシークレット。
• Azure Client ID
Azure の Amazon Redshift エンタープライズアプリケーションのクライアント ID (アプリ
ケーション ID)。
(任意） GetClusterCredentials API オペレーションの呼び出すために ODBC ドライ
バーが使用するオプションの詳細を指定します。
• [DbUser]
• User AutoCreate
• [DbGroups]
詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC の
オプション (p. 481)」を参照してください。

IAM 認証情報の提供オプション
JDBC または ODBC 接続の IAM 認証情報を提供するには、次のいずれかの認証タイプを選択します。
• AWS プロファイル
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JDBC または ODBC 設定形式で認証情報の値を指定する代わりとして、名前付きプロファイルで値を指
定できます。詳細については、「設定プロファイルを使用する (p. 457)」を参照してください。
• IAM 認証情報
JDBC または ODBC 設定の形式で、AccessKeyID、SecretAccessKey、および必要に応じて
SessionToken の値を指定します。SessionToken は、一時的認証情報を持つ IAM ロールにのみ必要で
す。詳細については、「IAM 認証情報を提供するための JDBC および ODBC のオプション (p. 458)」
を参照してください。
• アイデンティティプロバイダーフェデレーション
アイデンティティプロバイダーフェデレーションを使用して、アイデンティティプロバイダーのユー
ザーを Amazon Redshift で認証できるようにする場合は、認証情報プロバイダープラグインの名前を指
定します。詳細については、「認証情報プロバイダープラグインの使用 (p. 458)」を参照してくださ
い。
Amazon Redshift JDBC および ODBC ドライバーには、次の SAML ベースの ID フェデレーション認証
情報プロバイダーのプラグインが含まれます。
• Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS)
• PingOne
• Okta
• Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
JDBC または ODBC 設定の形式、またはプロファイルを使用して、プラグイン名前と関連する値を指
定できます。詳細については、「JDBC ドライバーバージョン 2.1 の設定オプション (p. 178)」および
「ODBC ドライバーオプションの設定 (p. 249)」を参照してください。
詳細については、「IAM 認証情報を使用するように JDBC または ODBC 接続を設定する (p. 452)」を参
照してください。

設定プロファイルを使用する
AWS 設定ファイルの名前付きプロファイルで、IAM 認証情報オプションと GetClusterCredentials
オプションを設定として指定できます。プロファイルの JDBC オプションを使用してプロファイル名
を指定します。この設定は、ホームディレクトリの .aws という名前のフォルダにある config または
credentials というファイルに保存されます。
Amazon Redshift JDBC ドライバーまたは ODBC ドライバーに含まれる SAML ベースの認証情報プロバイ
ダプラグインの場合は、前述の 認証情報プロバイダープラグインの使用 (p. 458)で説明した設定を使用
できます。plugin_name を使用しない場合、他のオプションは無視されます。
2 つのプロファイルのある ~/.aws/credentials ファイルの例を以下に示します。
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
[user2]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
session_token=AQoDYXdzEPT//////////
wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQWLWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/
qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==
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user2 の例の認証情報を使用するには、JDBC URL で Profile=user2 を指定します。
プロファイルの使用についての詳細は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの 名前付きプロ
ファイル を参照してください。
JDBC ドライバーのプロファイルの使用方法の詳細については、Amazon Redshift JDBC ドライバーのイ
ンストールおよび設定ガイドを参照してください。
ODBC ドライバーのプロファイルの使用方法の詳細については、Amazon Redshift ODBC ドライバーのイ
ンストールおよび設定ガイドを参照してください。

IAM 認証情報を提供するための JDBC および ODBC のオプション
以下の表に、IAM 認証情報を提供するための JDBC および ODBC のオプションを示します。
オプション

説明

Iam

ODBC 接続文字列内でのみ使用できます。IAM 認証を使用するには、1 に設定します。

AccessKeyIDIAM データベース認証用に設定された IAM ロールまたは IAM ユーザーのアクセスキー ID
とシークレットアクセスキー。 SessionToken は、一時的な認証情報を持つ IAM ロール
SecretAccessKey
にのみ必要です。SessionToken は IAM ユーザーに対しては使用されません。詳細につい
ては、 Temporary Security Credentialsを参照してください。
SessionToken
plugin_name認証情報プロバイダーを実装する完全修飾クラス名。Amazon Redshift JDBC ドライバー
には SAML ベースの認証情報プロバイダープラグインが含まれます。plugin_nameを提
供する場合は、他の関連オプションも提供できます。詳細については、「認証情報プロバ
イダープラグインの使用 (p. 458)」を参照してください。
Profile

JDBC 接続オプションの値を含む AWS 認証情報または設定ファイルのプロファイル名。
詳細については、「設定プロファイルを使用する (p. 457)」を参照してください。

認証情報プロバイダープラグインの使用
Amazon Redshift はシングルサインオン認証に認証情報プロバイダープラグインを使用します。
シングルサインオン認証をサポートするために、Amazon Redshift は Microsoft Azure Active Directory 用
の Azure AD プラグインを提供します。このプラグインの設定方法については、Microsoft Azure AD を使
用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 462)を参照してください。

多要素認証のセットアップ
多要素認証のセットアップ

多要素認証 (MFA) をサポートするために、Amazon Redshift にはブラウザベースのプラグインが用意され
ています。Okta、PingOne、Active Directory Federation Services にはブラウザ SAML プラグインを使用
し、Microsoft Azure Active Directory にはブラウザ Azure AD プラグインを使用します。
ブラウザの SAML プラグインでは、SAML 認証は次のようになります。
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1. ユーザーがログインを試行します。
2. プラグインは、ローカルホスト上の着信接続をリッスンするローカルサーバーを起動します。
3. プラグインはウェブブラウザを起動し、指定されたシングルサインオンログイン URL フェデレーテッ
ド ID プロバイダーのエンドポイントから HTTPS 経由で SAML 応答を要求します。
4. ウェブブラウザはリンクをたどり、ユーザーに認証情報の入力を要求します。
5. ユーザーが認証され、同意が付与されると、フェデレーテッド ID プロバイダーのエンドポイント
は、redirect_uriに示される URI に HTTPS 経由で SAML 応答を返します。
6. ウェブブラウザは、SAML 応答を含む応答メッセージを、指定された redirect_uriに移動します。
7. ローカルサーバーは着信接続を受け入れ、プラグインは SAML 応答を取得して Amazon Redshift に渡
します。
ブラウザ Azure AD プラグインでは、SAML 認証は次のようになります。
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1. ユーザーがログインを試行します。
2. プラグインは、ローカルホスト上の着信接続をリッスンするローカルサーバーを起動します。
3. プラグインはウェブブラウザを起動して、Azure AD oauth2/authorize エンドポイントから認証
コードを要求します。
4. ウェブブラウザは、HTTPS 経由で生成されたリンクをたどり、ユーザーに認証情報の入力を要求しま
す。リンクは、テナントや client_id などの設定プロパティを使用して生成されます。
5. ユーザーが認証され、同意が付与されると、Azure AD oauth2/authorize エンドポイントは HTTPS
経由で応答を返し、認証コードとともに示された redirect_uriに送信します。
6. ウェブブラウザは、SAML レスポンスを含む応答メッセージを、指定された redirect_uriに移動し
ます。
7. ローカルサーバーは、着信接続とプラグイン要求を受け入れ、認証コードを取得し、Azure AD
oauth2/token エンドポイントに POST リクエストを送信します。
8. Azure AD oauth2/token エンドポイントは、アクセストークンを含む応答を、示された
redirect_uriに返します。
9. プラグインは SAML 応答を取得し、Amazon Redshift に渡します。
以下のセクションを参照してください。
• Active Directory フェデレーションサービス (AD FS)
詳細については、「AD FS を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 470)」
を参照してください。
• PingOne (Ping)
Ping は、フォーム認証を使用する既定の PingOne IdP Adapter でのみサポートされます。
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詳細については、「Ping Identity を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設
定 (p. 473)」を参照してください。
• Okta
Okta は、AWS Management Consoleで使用される Okta 提供アプリケーションでのみサポートされま
す。
詳細については、「Okta を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 477)」を
参照してください。
• Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
詳細については、「Microsoft Azure AD を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設
定 (p. 462)」を参照してください。

プラグインオプションの設定
プラグインオプションの設定

SAML ベースの認証情報プロバイダープラグインを使用するには、名前付きプロファイルで JDBC または
ODBC オプションを使用して次のオプションを指定します。plugin_name が指定されていない場合、ほ
かのオプションは無視されます。
オプション

説明

plugin_nameJDBC の場合、認証情報プロバイダを実装するクラス名。次のいずれかを指定します。
• Active Directory Federation Services の場合
com.amazon.redshift.plugin.AdfsCredentialsProvider

• Okta の場合
com.amazon.redshift.plugin.OktaCredentialsProvider

• PingFederate の場合
com.amazon.redshift.plugin.PingCredentialsProvider

• Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) の場合
com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider

• SAML MFA の場合
com.amazon.redshift.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider

• MFA を使用した Microsoft Azure Active Directory シングルサインオンの場合
com.amazon.redshift.plugin.BrowserAzureCredentialsProvider

ODBC の場合、次のいずれかを指定します。
• Active Directory Federation Services の場合: adfs
• Okta の場合: okta
• PingFederate の場合: ping
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オプション

説明
• Microsoft Azure Active Directory の場合: azure
• SAML MFA の場合: browser saml
• MFA を使用した Microsoft Azure Active Directory シングルサインオンの場合:
browser azure ad

idp_host

企業アイデンティティプロバイダホストの名前。この名前には、スラッシュ (/) を含めな
いでください。Okta ID プロバイダーの場合、idp_host の値は .okta.comで終わる必
要があります。

idp_port

アイデンティティプロバイダーが使用するポート。デフォルトは 443 です。ポートは
Okta に対して無視されます。

preferred_role
SAML アサーションの AttributeValue 属性の Role 要素からのロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。IdP 管理者と連携して、目的のロールに適した値を見つけます。
詳細については、「IdP の SAML アサーションを設定する (p. 448)」を参照してくださ
い。
user

該当する場合はドメインを含む、社内ユーザー名。たとえば、Active Directory の場合、必
要なドメイン名の形式は domain\usernameです。

password

社内ユーザーのパスワード。このオプションを使用しないことをお勧めします。代わり
に、SQL クライアントを使用してパスワードを指定します。

app_id

Okta アプリケーションの ID。Okta でのみ使用します。app_id の値は、Okta
アプリケーションの埋め込みリンクの amazon_aws に続きます。IdP 管
理者と連携して、この値を取得します。以下に、アプリケーション埋め
込みリンクの例を示します。:-https://example.okta.com/home/
amazon_aws/0oa2hylwrpM8UGehd1t7/272

idp_tenant Azure AD で使用されるテナント。Azure でのみ使用します。
client_id Azure AD の Amazon Redshift エンタープライズアプリケーションのクライアント
ID。Azure でのみ使用します。

Microsoft Azure AD を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設
定
Amazon Redshift クラスターにアクセスするためのアイデンティティプロバイダー (IdP) として Microsoft
の Azure AD を使用できます。次に、この目的のために信頼関係を設定する方法を説明する手順を示しま
す。AWS を IdP のサービスプロバイダーとして設定する方法については、IAM ユーザーガイドの 証明書
利用者の信頼とクレームの追加によって SAML 2.0 IdP を設定する を参照してください。

Note
JDBC で Azure AD を使用するには、Amazon Redshift JDBC ドライバーがバージョン
1.2.37.1061 以降である必要があります。ODBC で Azure AD を使用するには、Amazon Redshift
ODBC ドライバーがバージョン 1.4.10.1000 以降である必要があります。
Microsoft Azure AD シングルサインオンで Amazon Redshift アクセスをフェデレーションする方法につい
ては、Amazon Redshift のアクセスを Microsoft Azure AD のシングルサインオンとフェデレーションする
という動画をご覧ください。

相互に信頼するように Azure AD と AWS アカウントを設定するには
1.

Azure AD ユーザーが接続するための既存の Amazon Redshift クラスターを作成または使用します。
接続を設定するには、クラスター識別子など、このクラスターの特定のプロパティが必要です。詳細
については、クラスターの作成を参照してください。
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2.

Microsoft Azure ポータルで AWS に使用される Azure Active Directory、グループ、ユーザーを設定し
ます。

3.

AWS コンソールへのシングルサインオンおよび Amazon Redshift へのフェデレーテッドログインに
使用する Microsoft Azure ポータルに、エンタープライズアプリケーションとして Amazon Redshift
を追加します。Enterprise application を選択します。

4.

+New application を選択します。[アプリケーションを追加] ページが表示されます。

5.

検索フィールドで AWS を検索します。

6.

Amazon Web Services (AWS) を選択し、追加 をクリックします。これにより、AWS アプリケーショ
ンが作成されます。

7.

管理 で、シングルサインオンを選択します。

8.

SAML を選択します。[Amazon Web Services (AWS) | SAML ベースのサインオン] ページが表示され
ます。

9.

はい を選択して、[SAML によるシングルサインオンのセットアップ] ページに進みます。このページ
には、事前設定されたシングルサインオン関連属性のリストが表示されます。

10. ベーシック SAML 設定 で、編集アイコンを選択し、保存 を選択します。
11. 複数のアプリケーションを設定する場合は、識別子の値を指定します。たとえば、https://
signin.aws.amazon.com/saml#2と入力します。2 番目のアプリケーション以降では、この形式
を # 記号とともに使用して、一意の SPN 値を指定します。
12. ユーザー属性とクレーム セクションで、編集アイコンを選択します。
既定では、一意のユーザー識別子 (UID)、ロール、RoleSessionName、SessionDuration クレームは事
前に設定されています。
13. + 新しいクレームの追加 を選択して、データベースユーザーのクレームを追加します。
名前 に DbUser と入力します。
Namespace に https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes. と入力します。
出典 で、属性を選択します。
出典属性で、user.userprincipalnameを選択します。次に、保存を選択します。
14. + 新しいクレームの追加 を選択して、AutoCreate のクレームを追加します。
名前 に AutoCreate と入力します。
Namespace に https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes. と入力します。
出典 で、属性を選択します。
出典属性で、trueを選択します。次に、保存を選択します。
ここでは、123456789012が AWS アカウント、AzureSSOが作成した IAM ロー
ル、AzureADProviderが IAM プロバイダーになります。
クレーム名

値

一意のユーザー識別子 (名前 ID）

user.userprincipalname

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
SessionDuration

"900"

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role

arn:aws:iam::123456789012:role/
AzureSSO,arn:aws:iam::123456789012:samlprovider/AzureADProvider
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クレーム名

値

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
RoleSessionName

user.userprincipalname

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
AutoCreate

"true"

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
DbGroups

user.assignedroles

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
DbUser

user.userprincipalname

15. アプリの登録 > your-application-name > 認証で、モバイルとデスクトップアプリケーションを
追加します。URL を http://localhost/redshift と指定します。
16. 証明書の SAML 署名 セクションで ダウンロード を選択し、IAM SAMLアイデンティティプロバイ
ダーを作成するときに使用するフェデレーションメタデータ XML ファイルをダウンロードして保存
します。このファイルは、シングルサインオンアイデンティティの作成に使用されます。
17. IAM コンソールで、IAM SAML アイデンティティプロバイダーを作成します。指定したメタデータド
キュメントは、Azure エンタープライズアプリケーションの設定時に保存したフェデレーションメタ
データ XML ファイルです。詳細なステップついては IAM ユーザーガイドの IAMアイデンティティプ
ロバイダー (コンソール) の作成と管理 を参照してください。
18. IAM コンソールで、SAML 2.0 フェデレーション用の IAM ロールを作成します。詳細なステップにつ
いては、IAM ユーザーガイドの SAML 用のロールの作成 を参照してください。
19. IAM コンソールで SAML 2.0 フェデレーション用に作成した IAM ロールに添付できる IAM ポリシー
を作成します。詳細なステップについては、IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーの作成 (コンソール)
を参照してください。
環境に合わせて次のポリシー (JSON 形式) を変更します。
• クラスターの AWS リージョンを us-west-1に置き換えます。
• AWS アカウントを 123456789012に置き換えます。
• クラスター識別子 (またはすべてのクラスターの *) を cluster-identifierに置き換えます。
• データベース (またはすべてのクラスターの *) を devに置き換えます。
• IAM ロールの一意の識別子を AROAJ2UCCR6DPCEXAMPLEに置き換えます。
• テナントまたは会社の E メールドメインを example.comに置き換えます。
• ユーザーに割り当てる予定のデータベースグループを my_dbgroupに置き換えます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:GetClusterCredentials",
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbname:clusteridentifier/dev",
"arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbuser:cluster-identifier/
${redshift:DbUser}",
"arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:cluster:cluster-identifier"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:userid": "AROAJ2UCCR6DPCEXAMPLE:
${redshift:DbUser}@example.com"
}
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},
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:CreateClusterUser",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbuser:clusteridentifier/${redshift:DbUser}"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:JoinGroup",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbgroup:clusteridentifier/my_dbgroup"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:DescribeClusters",
"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"
}
]
}

このポリシーは、以下のアクセス許可を付与します。
• 最初のセクションでは、GetClusterCredentials API オペレーションに、指定したクラスター
の一時的な認証情報を取得するアクセス許可を付与します。この例では、リソースは clusteridentifier で、データベースは dev、アカウントは 123456789012、AWS リージョンは uswest-1です。${redshift:DbUser} 句を使用すると、Azure AD で指定された DbUser 値に一致
するユーザーのみが接続できます。
• 条件句は、特定のユーザーだけが強制的に一時認証情報を取得します。これらのユーザーは、
会社の E メールドメインの E メールアドレスで識別される IAM アカウントのロール固有 ID
AROAJ2UCCR6DPCEXAMPLE で指定されたロールのユーザーです。固有 ID の詳細については、IAM
ユーザーガイドの 固有 ID を参照してください。
IdP (この場合は Azure AD) を使用したセットアップによって、条件句の記述方法が決まります。従
業員の E メールが johndoe@example.com の場合は、まず、${redshift:DbUser} を従業員の
ユーザー名 johndoeに一致するスーパーフィールドに設定します。次に、この条件を機能させるた
め、AWS SAML RoleSessionName フィールドを従業員の E メール johndoe@example.comに
一致するスーパーフィールドに設定します。このアプローチを使用する場合は、以下の点を考慮し
ます。
• ${redshift:DbUser} を従業員の E メールに設定した場合は、例の JSON の @example.com
を削除して、RoleSessionNameに一致させます。
• 従業員のユーザー名だけ RoleSessionId に設定した場合は、例の @example.com を削除し
てRoleSessionNameと一致させます。
• 例の JSON では、${redshift:DbUser} と RoleSessionName の両方が従業員の E メー
ルに設定されます。この例では、JSONで Amazon Redshift データベースのユーザー名
@example.com を使用して、クラスターにアクセスするためにユーザーをサインインします。
• 2 番目のセクションでは、指定したクラスターに dbuser 名を作成する権限を付与します。この例
の JSON では、作成を ${redshift:DbUser} に制限しています。
• 3 番目のセクションでは、どの dbgroup にユーザーが参加できるかを指定する権限を付与します。
この例の JSON では、ユーザーは指定したクラスターの my_dbgroup グループに参加できます。
• 4 番目のセクションでは、ユーザーがすべてのリソースに対して実行できるアクションへのアクセ
ス許可を付与します。この例の JSON では、ユーザーは redshift:DescribeClusters を呼び
出し、クラスターエンドポイント、AWS リージョン、ポートなどのクラスター情報を取得できま
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す。また、ユーザーは iam:ListRoles を呼び出して、ユーザーが引き受けることができるロール
を確認することもできます。

Microsoft Azure AD への認証用に JDBC を設定するには
•

Azure AD シングルサインオンを使用して JDBC 経由でクラスターに接続するようにデータベースク
ライアントを構成します。
JDBC ドライバーを使用する任意のクライアントを使用して Azure AD シングルサインオンを使用し
て接続、または Java などの言語を使用してスクリプトを使用して接続することもできます。インス
トールおよび設定の詳細については、Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 によ
る接続の構成 (p. 164)を参照してください。
たとえば、SQLWorkbench/J をクライアントとして使用できます。SQLWorkbench/J を設定する場
合、データベースの URL は次の形式を使用します。
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev

SQLWorkbench/J をクライアントとして使用する場合は、次の手順を実行します。
a.

SQL Workbench/J を起動します。 接続プロファイルの選択 ページで、AzureAuthという プロ
ファイルグループ を追加します。

b.

接続プロファイルには、Azureと入力します。

c.

ドライバーの管理を選択し、Amazon Redshiftを選択します。フォルダを開く アイコン、ライブ
ラリを選択し、適切な JDBC .jar ファイルを選択します。

d.

接続プロファイルの選択 ページで、次のように接続プロファイルに情報を追加します。
• ユーザーには、マイクロソフトの Azure ユーザー名を入力します。これは、使用認証しようと
しているクラスターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているマイク
ロソフトの Azure アカウントのユーザー名です。
• パスワードには、マイクロソフトの Azure のパスワードを入力します。
• ドライバには、Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver)を選択します。
• URLには、jdbc:redshift:iam//your-cluster-identifier:your-clusterregion/your-database-nameと入力します。

e.

拡張されたプロパティ を選択して、次のように接続プロパティに情報を追加します。
Azure AD シングルサインオン設定の場合は、次のように追加情報を追加します。
• plugin_nameには、com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProviderと入
力します。この値は、認証方法として Azure Single Sign-On を使用するドライバーに指定しま
す。
• idp_tenantには、your-idp-tenantと入力します。Microsoft Azure AD のみに使用されます。
これは、Azure AD で設定されている会社のテナント名です。この値は、テナント名またはハイ
フン付きのテナント固有 ID のいずれかになります。
• client_secretには、your-azure-redshift-application-client-secretを入力しま
す。Microsoft Azure AD のみに使用されます。これは、Azure Single Sign-On 設定をセット
アップするときに作成した Amazon Redshift アプリケーションのクライアントシークレットで
す。これは、ccom.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider プラグインにのみ適用さ
れます。
• client_idには、your-azure-redshift-application-client-idと入力します。Microsoft
Azure AD のみに使用されます。これは、Azure シングルサインオン設定をセットアップすると
きに作成した Amazon Redshift アプリケーションのクライアント ID (ハイフン付き) です。

466

Amazon Redshift 管理ガイド
IAM 認証を使用したデータベースユーザー認証情報の生成

MFA 設置を使用した Azure AD シングルサインオンの場合は、次のように接続プロパティに情報
を追加します。
• plugin_nameに
は、com.amazon.redshift.plugin.BrowserAzureCredentialsProviderと入力しま
す。この値は、認証方法として MFA と Azure シングルサインオンを使用するようドライバに
指定します。
• idp_tenantには、your-idp-tenantと入力します。Microsoft Azure AD のみに使用されます。
これは、Azure AD で設定されている会社のテナント名です。この値は、テナント名またはハイ
フン付きのテナント固有 ID のいずれかになります。
• client_idには、your-azure-redshift-application-client-idと入力します。Microsoft
Azure AD のみに使用されます。これは、MFA 設定で Azure AD シングルサインオン設定を
セットアップするときに作成した Amazon Redshift アプリケーションのクライアント ID (ハイ
フン付き) です。
• [listen_port] には、your-listen-portと入力します。これは、ローカルサーバーがリッスン
しているポートです。デフォルト値は 7890 です。
• [idp_response_timeout] には、the-number-of-secondsを入力します。IdP サーバーが応
答を返すときにタイムアウトするまで待機する秒数です。最小秒数は 10 である必要がありま
す。接続を確立するときにこのしきい値よりも時間がかかると、接続は中止されます。

Microsoft Azure AD への認証用に ODBC を設定するには
•

Azure AD シングルサインオンを使用して ODBC 経由でクラスターに接続するようにデータベースク
ライアントを構成します。
Amazon Redshift には Linux、Windows、macOS オペレーティングシステム用の ODBC ドライバが
用意されています。ODBC ドライバをインストールする前に、SQL クライアントツールが 32 ビット
であるか 64 ビットであるかを調べます。SQL クライアントツールの要件と一致する ODBC ドライバ
をインストールします。
また、オペレーティングシステム用の最新の Amazon Redshift OBDC ドライバをインストールおよび
設定します。
• Windows については、Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールし
て設定する (p. 241)を参照してください。
• macOS については、macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールす
る (p. 245)を参照してください。
• Linux のについては、Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする (p. 243)を参
照してください。
Windows の場合、Amazon Redshift ODBC ドライバ DSN セットアップ ページの 接続設定で、次の情
報を入力します。
• データソース名には、your-DSNを入力します。ODBC プロファイル名として使用するデータソー
ス名を指定します。
• Azure AD シングルサインオン設定の Auth type 設定には、Identity Provider: Azure AD を
選択します。これは、ODBC ドライバが Azure シングルサインオンを使用した認証に使用する認証
方法です。
• MFA設定の Azure AD シングルサインオンの Auth type には、Identity Provider: Browser
Azure AD を選択します。これは、ODBC ドライバが MFA と Azure シングルサインオンを使用し
た認証に使用する認証方法です。
• クラスター IDには、your-cluster-identifierと入力します。
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• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。
• データベースには、your-database-nameと入力します。
• ユーザーには、your-azure-usernameと入力します。これは、使用認証しようとしているクラス
ターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているマイクロソフトの Azure ア
カウントのユーザー名です。これは、Auth Type が アイデンティティプロバイダー: Azure ADのみ
に使用します。
• [パスワード] には、your-azure-passwordと入力します。これは、Auth Type が アイデンティ
ティプロバイダー: Azure ADのみに使用します。
• IdP Tenantには、your-idp-tenantと入力します。これは、IdP (Azure) で設定されている会社の
テナント名です。この値は、テナント名またはハイフン付きのテナント固有 ID のいずれかになりま
す。
• Azure Client Secretには、your-azure-redshift-application-client-secretと入力しま
す。これは、Azure シングルサインオン設定をセットアップするときに作成した Amazon Redshift
アプリケーションのクライアントの秘密です。
• Azure Client IDには、your-azure-redshift-application-client-idと入力します。これ
は、Azure シングルサインオン設定をセットアップするときに作成した Amazon Redshift アプリ
ケーションのクライアント ID (ハイフン付き) です。
• Listen Portには、your-listen-portと入力します。これは、ローカルサーバーがリッスンしてい
るデフォルトのリッスンポートです。デフォルト値は 7890 です。これは、ブラウザ Azure AD プラ
グインのみに適用されます。
• 応答タイムアウトには、the-number-of-secondsと入力します。IdP サーバーが応答を返すとき
にタイムアウトするまで待機する秒数です。最小秒数は 10 である必要があります。接続を確立す
るときにこのしきい値よりも時間がかかると、接続は中止されます。これは、ブラウザ Azure AD
プラグインのみに適用されます。
macOS および Linux では、次のように odbc.ini ファイルを編集します。

Note
すべてのエントリでは、大文字と小文字は区別されません。
• clusterid には、your-cluster-identifierと入力します。これは、作成された Amazon
Redshift クラスターの名前です。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。これは、作成された Amazon Redshift ク
ラスターの AWS リージョンです。
• データベースには、your-database-nameと入力します。これは、Amazon Redshift クラスター
上でアクセスしようとしているデータベースの名前です。
• locale には、en-usと入力します。これは、エラーメッセージが表示される言語です。
• iam には、1と入力します。この値は、IAM 認証情報を使用して認証するためにドライバに指定しま
す。
• Azure AD シングルサインオン設定の plugin_name には、AzureAD と入力します。これにより、認
証方法として Azure シングルサインオンを使用するようドライバに指定します。
• MFA 設定の Azure AD シングルサインオンの plugin_name には、BrowserAzureAD と入力しま
す。これにより、認証方法として MFA と Azure Single Sign-On を使用するようドライバに指定し
ます。
• [uid] には、your-azure-usernameと入力します。これは、認証しようとしているクラスターに
対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているMicrosoft Azure アカウントのユー
ザー名です。これは、plugin_name が AzureADである場合にのみ使用します。
• [pwd] には、your-azure-passwordと入力します。これは、plugin_name が AzureADである場合
にのみ使用します。
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• idp_tenantには、your-idp-tenantと入力します。これは、IdP (Azure) で設定されている会社の
テナント名です。この値は、テナント名またはハイフン付きのテナント固有 ID のいずれかになりま
す。
• client_secretには、your-azure-redshift-application-client-secretを入力します。こ
れは、Azure シングルサインオン設定をセットアップするときに作成した Amazon Redshift アプリ
ケーションのクライアントの秘密です。
• client_idには、your-azure-redshift-application-client-idと入力します。これ
は、Azure シングルサインオン設定をセットアップするときに作成した Amazon Redshift アプリ
ケーションのクライアント ID (ハイフン付き) です。
• [listen_port] には、your-listen-portと入力します。これは、ローカルサーバーがリッスンして
いるポートです。デフォルト値は 7890 です。これは、ブラウザ Azure AD プラグインに適用されま
す。
• [idp_response_timeout] には、the-number-of-secondsを入力します。これは、Azure からの応
答を待機する秒単位の指定された期間です。これは、ブラウザ Azure AD プラグインに適用されま
す。
macOS と Linux では、プロファイル設定を編集して、次のエクスポートも追加できます。
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini

export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini

ブラウザ Azure AD プラグインに関する問題のトラブルシューティングを行うには
1.

ブラウザ Azure AD プラグインを使用するには、リクエストで指定される返信 URL を、アプリケー
ションで構成された返信 URL と一致するように設定する必要があります。
Microsoft Azure ポータルの SAML を使用したシングルサインオンのセットアップ ページに移動しま
す。次に、返信 URL が http://localhost/redshift/ に設定されていることを確認します。

2.

IdP テナントエラーが発生した場合は、IdP テナント 名が、Microsoft Azure で Active Directory をセッ
トアップするために最初に使用したドメイン名と一致することを確認します。
Windows の場合、接続の設定 の セクション Amazon Redshift ODBC DSN セットアップページに
移動します。次に、IdP (Azure) で構成されている会社のテナント名が、Microsoft Azure で Active
Directory をセットアップするために最初に使用したドメイン名と一致することを確認します。
macOS と Linux では、odbc.ini ファイルを見つけます。次に、IdP (Azure) で構成されている会社のテ
ナント名が、Microsoft Azure で Active Directory をセットアップするために最初に使用したドメイン
名と一致することを確認します。

3.

リクエストで指定された返信 URL がアプリケーションに設定されている返信 URL と一致しないとい
うエラーが表示された場合は、リダイレクト URI が返信 URL と同じであることを確認します。
Microsoft Azure ポータルでアプリケーションの アプリ登録 ページに移動します。次に、リダイレク
ト URI が返信 URL と一致することを確認します。

4.

予期しない応答: 不正なエラーが表示された場合は、モバイルとデスクトップアプリケーション の構
成が完了したことを確認します。
Microsoft Azure ポータルでアプリケーションの アプリ登録 ページに移動します。次に、認証 に移動
し、リダイレクト URI として http://localhost/redshift/ を使用するように モバイルとデスクトップアプ
リケーション が構成されていることを確認します。
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AD FS を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定
AD FS を ID プロバイダー (IdP) として使用して、Amazon Redshift クラスターにアクセスできます。次
に、この目的のために信頼関係を設定する方法を説明する手順を示します。AWS を AD FS のサービスプ
ロバイダーとして設定する方法については、IAM ユーザーガイドの 証明書利用者の信頼およびクレームの
追加によって SAML 2.0 IdP を設定する を参照してください。

相互に信頼するように AD FS と AWS アカウントを設定するには
1.

AD FS ユーザーが接続するための既存の Amazon Redshift クラスターを作成または使用します。接続
を設定するには、クラスター識別子など、このクラスターの特定のプロパティが必要です。詳細につ
いては、クラスターの作成を参照してください。

2.

Microsoft マネジメントコンソールで Amazon Redshift アクセスを制御するために AD FS を設定しま
す。
1. ADFS 2.0を選択し、証明書利用者信頼の追加を選択します。証明書利用者信頼の追加ウィザード
ページで、開始を選択します。
2. データソースの選択 ページで、オンラインまたはローカルネットワーク上で公開されている証明書
利用者に関するデータのインポートを選択します。
3. フェデレーションメタデータアドレス (ホスト名またはURL）に https://
signin.aws.amazon.com/saml-metadata.xmlと入力します。メタデータ XML ファイル
は、AWS を証明書利用者として記述する標準の SAML メタデータドキュメントです。
4. 表示名の指定 ページで、表示名に値を入力します。
5. 発行認可ルールの選択 ページで、この証明書利用者へのアクセスをすべてのユーザーに許可または
拒否する発行認可ルールを選択します。
6. 信頼の追加の準備 ページで、設定を確認します。
7. 終了 ページで、ウィザードが終了すると、この証明書利用者信頼のための [クレームルールの編集]
ダイアログが開きますを選択します。
8. コンテキスト (右クリック) メニューで、証明書利用者信頼を選択します。
9. 証明書利用者については、コンテキスト (右クリック) メニューを開き、クレームルールの編集を選
択します。クレームルールの編集 ページで、ルールを追加を選択します。
10.クレームルールテンプレートで、受信クレームの変換を選択し、ルールの編集 – NameIdページ
で、次の操作を行います。
• クレームルール名に NameIdを入力します。
• 受信クレーム名で、Windows アカウント名を選択します。
• 発信クレーム名で、名前 IDを選択します。
• 発信者名 ID フォームで、永続的識別子を選択します。
• すべてのクレーム値を通過を選択します。
11.クレームルールの編集 ページで、ルールを追加を選択します。ルールテンプレートの選択 ページ
の クレームルールテンプレートで、LDAP 属性をクレームとして送信を選択します。
12.ルールの設定 ページで、次の手順を実行します。
• クレームルール名に、RoleSessionNameと入力します。
• 属性を保存するで アクティブディレクトリを選択します。
• LDAP 属性で E-Mail-Addressesを選択します。
• 送信クレームタイプで https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionNameを選択しま
す。
13.クレームルールの編集 ページで、ルールを追加を選択します。ルールテンプレートの選択 ページ
の クレームルールテンプレートで、カスタムルールによるクレーム送信を選択します。
14.ルールの編集 - AD グループの取得 ページで、クレームルール名に AD グループの取得と入力しま
す。
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c:[Type ==

"http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/windowsaccountname",
Issuer == "AD AUTHORITY"] => add(store = "Active
Directory",
types = ("http://temp/variable"), query =
";tokenGroups;{0}",
param = c.Value);

16.クレームルールの編集 ページで、ルールを追加を選択します。ルールテンプレートの選択 ページ
の クレームルールテンプレートで、カスタムルールによるクレーム送信を選択します。
17.ルールの編集 - ロール ページの クレームルール名に ロールと入力します。
18.カスタムルールで、次のように入力します。
c:[Type == "http://temp/variable", Value =~ "(?i)^AWS-"] => issue(Type = "https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role", Value = RegExReplace(c.Value, "AWS-",
"arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS,arn:aws:iam::123456789012:role/
ADFS-"));

引き受ける SAML プロバイダーとロールの ARN をメモします。この例で
は、arn:aws:iam:123456789012:saml-provider/ADFSは SAML プロバイダーの ARN
で、arn:aws:iam:123456789012:role/ADFS-はロールの ARN です。
3.

federationmetadata.xml ファイルをダウンロードしたことを確認します。ドキュメントの内容に
無効な文字が含まれていないことを確認してください。これは、AWSとの信頼関係を設定する際に使
用するメタデータファイルです。

4.

IAM コンソールで、IAM SAML アイデンティティプロバイダーを作成します。指定したメタデータド
キュメントは、Azure エンタープライズアプリケーションの設定時に保存したフェデレーションメタ
データ XML ファイルです。詳細な手順については、IAM ユーザーガイドの IAM ID プロバイダー (コ
ンソール) の作成と管理 を参照してください。

5.

IAM コンソールで、SAML 2.0 フェデレーション用の IAM ロールを作成します。詳細なステップにつ
いては、IAM ユーザーガイドの SAML 用のロールの作成 を参照してください。

6.

IAM コンソールで SAML 2.0 フェデレーション用に作成した IAM ロールに添付できる IAM ポリシー
を作成します。詳細なステップについては、IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーの作成 (コンソー
ル) を参照してください。Azure AD の例については、Microsoft Azure AD を使用した JDBC または
ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 462)を参照してください。

AD FS への認証用に JDBC を設定するには
•

AD FS シングルサインオンを使用して JDBC 経由でクラスターに接続するようにデータベースクライ
アントを構成します。
JDBC ドライバーを使用する任意のクライアントを使用して AD FS シングルサインオンを使用して接
続、または Java などの言語を使用してスクリプトを使用して接続することもできます。インストー
ルおよび設定の詳細については、Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 による接
続の構成 (p. 164)を参照してください。
たとえば、SQLWorkbench/J をクライアントとして使用できます。SQLWorkbench/J を設定する場
合、データベースの URL は次の形式を使用します。
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev

SQLWorkbench/J をクライアントとして使用する場合は、次の手順を実行します。
a.

接続プロファイルの選択 ページで、プロファイルグループを追加します (例: ADFS)。
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b.

接続プロファイルに、接続プロファイル名を入力します (例: ADFS)。

c.

ドライバーの管理を選択し、Amazon Redshiftを選択します。フォルダを開く アイコン、ライブ
ラリを選択し、適切な JDBC .jar ファイルを選択します。

d.

接続プロファイルの選択 ページで、次のように接続プロファイルに情報を追加します。
• ユーザーには、AD FS ユーザー名を入力します。これは、使用認証しようとしているクラス
ターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているアカウントのユーザー
名です。
• パスワードには、AD FS パスワードを入力します。
• ドライバには、Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver)を選択します。
• URLには、jdbc:redshift:iam//your-cluster-identifier:your-clusterregion/your-database-nameと入力します。

e.

拡張プロパティを選択します。plugin_nameに
は、com.amazon.redshift.plugin.AdfsCredentialsProviderと入力します。この値
は、認証方法として AD FS シングルサインオンを使用するドライバーに指定します。

AD FS への認証用に ODBC を設定するには
•

AD FS シングルサインオンを使用して ODBC 経由でクラスターに接続するようにデータベースクラ
イアントを構成します。
Amazon Redshift には Linux、Windows、macOS オペレーティングシステム用の ODBC ドライバが
用意されています。ODBC ドライバをインストールする前に、SQL クライアントツールが 32 ビット
であるか 64 ビットであるかを調べます。SQL クライアントツールの要件と一致する ODBC ドライバ
をインストールします。
また、オペレーティングシステム用の最新の Amazon Redshift OBDC ドライバをインストールおよび
設定します。
• Windows については、Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールし
て設定する (p. 241)を参照してください。
• macOS については、macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールす
る (p. 245)を参照してください。
• Linux のについては、Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする (p. 243)を参
照してください。
Windows の場合、Amazon Redshift ODBC ドライバ DSN セットアップ ページの 接続設定で、次の情
報を入力します。
• データソース名には、your-DSNを入力します。ODBC プロファイル名として使用するデータソー
ス名を指定します。
• Auth typeで アイデンティティプロバイダー: SAMLを選択します。これは、ODBC ドライバが AD
FS シングルサインオンを使用した認証に使用する認証方法です。
• クラスター IDには、your-cluster-identifierと入力します。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。
• データベースには、your-database-nameと入力します。
• ユーザーには、your-adfs-usernameと入力します。これは、使用認証しようとしているクラス
ターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用している AD FS アカウントのユー
ザー名です。Auth type が ID プロバイダー: SAMLである場合にのみ使用します。
• [パスワード] には、your-adfs-passwordと入力します。Auth type が ID プロバイダー: SAMLで
ある場合にのみ使用します。
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macOS および Linux では、次のように odbc.ini ファイルを編集します。

Note
すべてのエントリでは、大文字と小文字は区別されません。
• clusterid には、your-cluster-identifierと入力します。これは、作成された Amazon
Redshift クラスターの名前です。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。これは、作成された Amazon Redshift ク
ラスターの AWS リージョンです。
• データベースには、your-database-nameと入力します。これは、Amazon Redshift クラスター
上でアクセスしようとしているデータベースの名前です。
• locale には、en-usと入力します。これは、エラーメッセージが表示される言語です。
• iam には、1と入力します。この値は、IAM 認証情報を使用して認証するためにドライバに指定しま
す。
• plugin_nameには、次のいずれかの操作を行います。
• MFA 設定を使用した AD FS シングルサインオンの場合は、BrowserSAML と入力します。これ
は、ODBC ドライバが AD FS への認証に使用する認証方法です。
• AD FS シングルサインオン構成の場合は、ADFS と入力します。これは、ODBC ドライバが
Azure AD シングルサインオンを使用した認証に使用する認証方法です。
• [uid] には、your-adfs-usernameと入力します。これは、認証しようとしているクラスターに対
するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているMicrosoft Azure アカウントのユー
ザー名です。これは、plugin_name が ADFSである場合にのみ使用します。
• [pwd] には、your-adfs-passwordと入力します。これは、plugin_name が ADFSである場合にの
み使用します。
macOS と Linux では、プロファイル設定を編集して、次のエクスポートも追加できます。
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini

export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini

Ping Identity を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定
Amazon Redshift クラスターにアクセスするには、ID プロバイダー (IdP) として Ping Identity を使用でき
ます。次に、この目的のために信頼関係を設定する方法を説明する手順を示します。AWS を Ping ID の
サービスプロバイダーとして設定する方法については、IAM ユーザーガイドの 証明書利用者信頼とクレー
ムの追加によって SAML 2.0 IdP を設定する を参照してください。

相互に信頼するように Ping ID と AWS アカウントを設定するには
1.

Ping Identity ユーザーが接続するための既存の Amazon Redshift クラスターを作成または使用しま
す。接続を設定するには、クラスター識別子など、このクラスターの特定のプロパティが必要です。
詳細については、クラスターの作成を参照してください。

2.

Amazon Redshift を新しい SAML アプリケーションとして PingOne ポータルに追加します。詳細な手
順については、Ping Identity のドキュメントを参照してください。
1. マイアプリケーションに移動します。
2. アプリケーションの追加で、新しい SAML アプリケーションを選択します。
3. アプリケーション名には Amazon Redshiftと入力します。
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4. プロトコルバージョンには、SAML v2.0を選択します。
5. カテゴリには、your-application-categoryを選択します。
6. Assertion Consumer Service (ACS)には、your-redshift-local-host-urlと入力します。こ
れは、SAML アサーションがリダイレクトするローカルホストとポートです。
7. エンティティ IDには、urn:amazon:webservicesと入力します。
8. 署名には、アサーションに署名を選択します。
9. SSO 属性マッピング セクションで、次の表に示すように要求を作成します。

3.

アプリケーション属性

リテラル値の ID ブリッジ属性

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role

arn:aws:iam::123456789012:role/
Ping,arn:aws:iam::123456789012:samlprovider/PingProvider

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
RoleSessionName

email

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
AutoCreate

"true"

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
DbUser

email

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
DbGroups

「DbGroups」属性のグループに
は、@directory プレフィックスが含まれ
ています。これを削除するには、ID ブ
リッジで、memberOfと入力します。関
数で、ExtractByRegularExpressionを選択しま
す。式に (.*)[\@](?:.*)と入力します。

グループアクセスで、必要に応じて次のグループアクセスを設定します。
• https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role
• https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName
• https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate
• https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser

4.

セットアップを確認し、必要に応じて変更を加えます。

5.

ブラウザ SAML プラグインのログイン URL として Single Sign-On (SSO) 用 URL の初期化 を使用し
ます。

6.

IAM コンソールで、IAM SAML アイデンティティプロバイダーを作成します。指定したメタデータド
キュメントは、Ping Identity のセットアップ時に保存したフェデレーションメタデータ XML ファイル
です。詳細な手順については、IAM ユーザーガイドの IAM ID プロバイダー (コンソール) の作成と管
理 を参照してください。

7.

IAM コンソールで、SAML 2.0 フェデレーション用の IAM ロールを作成します。詳細なステップにつ
いては、IAM ユーザーガイドの SAML 用のロールの作成 を参照してください。

8.

IAM コンソールで SAML 2.0 フェデレーション用に作成した IAM ロールに添付できる IAM ポリシー
を作成します。詳細なステップについては、IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーの作成 (コンソー
ル) を参照してください。Azure AD の例については、Microsoft Azure AD を使用した JDBC または
ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 462)を参照してください。

Ping Identity への認証用に JDBC を設定するには
•

Ping Identity シングルサインオンを使用して JDBC 経由でクラスターに接続するようにデータベース
クライアントを設定します。
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JDBC ドライバーを使用する任意のクライアントを使用して Ping Identity シングルサインオンを使用
して接続、または Java などの言語を使用してスクリプトを使用して接続することもできます。イン
ストールおよび設定の詳細については、Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 に
よる接続の構成 (p. 164)を参照してください。
たとえば、SQLWorkbench/J をクライアントとして使用できます。SQLWorkbench/J を設定する場
合、データベースの URL は次の形式を使用します。
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev

SQLWorkbench/J をクライアントとして使用する場合は、次の手順を実行します。
a.

[Select Connection Profile] ページで、[Profile Group] を追加します (例: Ping)。

b.

接続プロファイルに、your-connection-profile-nameと入力します (例: Ping)。

c.

[Manage Drivers (ドライバーの管理)] を選択し、[Amazon Redshift] を選択します。フォルダを開
く アイコン、ライブラリを選択し、適切な JDBC .jar ファイルを選択します。

d.

接続プロファイルの選択 ページで、次のように接続プロファイルに情報を追加します。
• ユーザーに、PingOne ユーザー名を入力します。これは、使用認証しようとしているクラス
ターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用している PingOne アカウントの
ユーザー名です。
• パスワードに、PingOne のパスワードを入力します。
• ドライバには、Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver)を選択します。
• URLには、jdbc:redshift:iam//your-cluster-identifier:your-clusterregion/your-database-nameと入力します。

e.

拡張プロパティ を選択し、次のいずれかの操作を行います。
• [login_url] には、your-ping-sso-login-urlと入力します。この値は、ログインするための
認証としてシングルサインオンを使用する URL を指定します。
• Ping Identity の場合は、plugin_nameに
com.amazon.redshift.plugin.PingCredentialsProviderと入力します。この値は、
認証方法として Ping Identity シングルサインオンを使用するドライバーに指定します。
• シングルサインオンを使用した Ping Identity の場合は、plugin_nameに
com.amazon.redshift.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider と入力します。こ
の値は、シングルサインオンを使用した Ping Identity PingOneを認証方法として使用するよう
にドライバーに指定します。

Ping Identity への認証用に ODBC を設定するには
•

Ping Identity PingOne シングルサインオンを使用して ODBC 経由でクラスターに接続するように、
データベースクライアントを設定します。
Amazon Redshift には Linux、Windows、macOS オペレーティングシステム用の ODBC ドライバが
用意されています。ODBC ドライバをインストールする前に、SQL クライアントツールが 32 ビット
であるか 64 ビットであるかを調べます。SQL クライアントツールの要件と一致する ODBC ドライバ
をインストールします。
また、オペレーティングシステム用の最新の Amazon Redshift OBDC ドライバをインストールおよび
設定します。
• Windows については、Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールし
て設定する (p. 241)を参照してください。
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• macOS については、macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールす
る (p. 245)を参照してください。
• Linux のについては、Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする (p. 243)を参
照してください。
Windows の場合、Amazon Redshift ODBC ドライバ DSN セットアップ ページの 接続設定で、次の情
報を入力します。
• データソース名には、your-DSNを入力します。ODBC プロファイル名として使用するデータソー
ス名を指定します。
• Auth typeで、以下のいずれかを実行します。
• Ping Identity の設定で、アイデンティティプロバイダー: Ping Federateを選択します。これ
は、ODBC ドライバが Ping Identity シングルサインオンを使用して認証するために使用する認証
方法です。
• MFA を使用した Ping Identity PingOne シングルサインオンの設定で、[Identity Provider: Browser
SAML] (ID プロバイダー: ブラウザ SAML) を選択します。これは、ODBC ドライバーがシングル
サインオンを使用した Ping Identity で認証するために使用する認証方法です。
• クラスター IDには、your-cluster-identifierと入力します。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。
• データベースには、your-database-nameと入力します。
• ユーザーには、your-ping-usernameと入力します。これは、使用認証しようとしているク
ラスターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているマイクロソフトの
PingOne アカウントのユーザー名です。これは、Auth type が アイデンティティプロバイダー:
PingFederateである場合にのみ使用します。
• [パスワード] には、your-ping-passwordと入力します。これは、Auth type が アイデンティティ
プロバイダー: PingFederateである場合にのみ使用します。
• Listen Portには、your-listen-portと入力します。これは、ローカルサーバーがリッスンしてい
るポートです。デフォルト値は 7890 です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ適用され
ます。
• 応答タイムアウトには、the-number-of-secondsと入力します。IdP サーバーが応答を返すとき
にタイムアウトするまで待機する秒数です。最小秒数は 10 である必要があります。接続を確立す
るときにこのしきい値よりも時間がかかると、接続は中止されます。これは、ブラウザの SAML プ
ラグインにのみ適用されます。
• ログイン URLには、your-login-urlと入力します。これは、ブラウザの SAML プラグインにの
み適用されます。
macOS および Linux では、次のように odbc.ini ファイルを編集します。

Note
すべてのエントリでは、大文字と小文字は区別されません。
• clusterid には、your-cluster-identifierと入力します。これは、作成された Amazon
Redshift クラスターの名前です。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。これは、作成された Amazon Redshift ク
ラスターの AWS リージョンです。
• データベースには、your-database-nameと入力します。これは、Amazon Redshift クラスター
上でアクセスしようとしているデータベースの名前です。
• locale には、en-usと入力します。これは、エラーメッセージが表示される言語です。
• iam には、1と入力します。この値は、IAM 認証情報を使用して認証するためにドライバに指定しま
す。
• [plugin_name] には、次のいずれかの操作を行います。
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• Ping Identity 設定の場合は、BrowserSAMLを入力します。これは、ODBC ドライバが Ping
Identity に対して認証するために使用する認証方法です。
• シングルサインオン設定を使用した Ping Identity の場合は、Ping と入力します。これ
は、ODBC ドライバーがシングルサインオンを使用した Ping Identity で認証するために使用する
認証方法です。
• [uid] には、your-ping-usernameと入力します。これは、認証しようとしているクラスターに対
するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているMicrosoft Azure アカウントのユー
ザー名です。これは、plugin_name が Pingである場合にのみ使用します。
• [pwd] には、your-ping-passwordと入力します。これは、plugin_name が Pingである場合にの
み使用します。
• [login_url] には、your-login-urlと入力します。これは、SAML 応答を返すシングルサインオン
の開始 URL です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ適用されます。
• [idp_response_timeout] には、the-number-of-secondsを入力します。これは、PingOne Identity
からの応答を待機する秒単位の指定された期間です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ
適用されます。
• [listen_port] には、your-listen-portと入力します。これは、ローカルサーバーがリッスンして
いるポートです。デフォルト値は 7890 です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ適用さ
れます。
macOS および Linux では、プロファイル設定を編集して、次のエクスポートも追加できます。
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini
export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini

Okta を使用した JDBC または ODBC シングルサインオン認証の設定
Okta を ID プロバイダー (IdP) として使用して、Amazon Redshift クラスターにアクセスできます。次に、
この目的のために信頼関係を設定する方法を説明する手順を示します。AWS を Okta のサービスプロバイ
ダーとして設定する方法については、IAM ユーザーガイドの 証明書利用者の信頼とクレームの追加によっ
て SAML 2.0 IdP を設定する を参照してください。

相互に信頼するように Okta と AWS アカウントを設定するには
1.
2.

Okta ユーザーが接続するための既存の Amazon Redshift クラスターを作成または使用します。接続を
設定するには、クラスター識別子など、このクラスターの特定のプロパティが必要です。詳細につい
ては、クラスターの作成を参照してください。
Okta ポータルに新しいアプリケーションとして Amazon Redshift を追加します。詳細な手順について
は、Okta のドキュメントを参照してください。
• アプリケーションの追加を選択します。
•
•
•
•

アプリケーションの追加で、新しいアプリの作成を選択します。
新規追加のアプリケーション統合の作成 ページの プラットフォームで、ウェブを選択します。
サインオンメソッドで、SAML v2.0を選択します。
一般設定 ページで、アプリ名に your-redshift-saml-sso-nameと入力します。これは、アプ
リケーションの名前です。

3.

• SAML 設定 ページの シングルサインオンの URLに your-redshift-local-host-urlと入力
します。これは、SAML アサーションがリダイレクトするローカルホストとポート (例: http://
localhost:7890/redshift/) です。
シングルサインオン URL 値を 受取人URL と 送信先 URLとして使用します。

4.

署名には、アサーションに署名を選択します。
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5.

対象 URI (SP エンティティ ID)に、次の表に示すように、クレームに対して
urn:amazon:webservices を入力します。

6.

[Advanced Settings] (高度な設定) セクションの [SAML Issuer ID] (SAML 発行者 ID) に、[View Setup
Instructions] (セットアップ手順の表示) セクションに表示されている your-Identity-ProviderIssuer-ID を入力します。

7.

属性ステートメント セクションで、次の表に示すようにクレームを作成します。
クレーム名

値

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role

arn:aws:iam::123456789012:role/
Okta,arn:aws:iam::123456789012:samlprovider/Okta

https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
RoleSessionName

user.email

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
AutoCreate

"true"

https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/
DbUser

user.email

8.

App Embed Link セクションで、ブラウザ SAML プラグインのログイン URL として使用できる URL
を見つけます。

9.

IAM コンソールで、IAM SAML アイデンティティプロバイダーを作成します。指定したメタデータド
キュメントは、Okta の設定時に保存したフェデレーションメタデータ XML ファイルです。詳細な手
順については、IAM ユーザーガイドの IAM ID プロバイダー (コンソール) の作成と管理 を参照してく
ださい。

10. IAM コンソールで、SAML 2.0 フェデレーション用の IAM ロールを作成します。詳細なステップにつ
いては、IAM ユーザーガイドの SAML 用のロールの作成 を参照してください。
11. IAM コンソールで SAML 2.0 フェデレーション用に作成した IAM ロールに添付できる IAM ポリシー
を作成します。詳細なステップについては、IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーの作成 (コンソー
ル) を参照してください。Azure AD の例については、Microsoft Azure AD を使用した JDBC または
ODBC シングルサインオン認証の設定 (p. 462)を参照してください。

Okta への認証用に JDBC を設定するには
•

Okta シングルサインオンを使用して JDBC 経由でクラスターに接続するようにデータベースクライア
ントを構成します。
JDBC ドライバーを使用する任意のクライアントを使用して Okta シングルサインオンを使用して接
続、または Java などの言語を使用してスクリプトを使用して接続することもできます。インストー
ルおよび設定の詳細については、Amazon Redshift での JDBC ドライバーのバージョン 2.1 による接
続の構成 (p. 164)を参照してください。
たとえば、SQLWorkbench/J をクライアントとして使用できます。SQLWorkbench/J を設定する場
合、データベースの URL は次の形式を使用します。
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev

SQLWorkbench/J をクライアントとして使用する場合は、次の手順を実行します。
a.

[Select Connection Profile] ページで、[Profile Group] を追加します (例: Okta)。

b.

接続プロファイルに、your-connection-profile-nameと入力します (例: Okta)。
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c.

[Manage Drivers (ドライバーの管理)] を選択し、[Amazon Redshift] を選択します。フォルダを開
く アイコン、ライブラリを選択し、適切な JDBC .jar ファイルを選択します。

d.

接続プロファイルの選択 ページで、次のように接続プロファイルに情報を追加します。
• ユーザーには、Okta ユーザー名を入力します。これは、使用認証しようとしているクラスター
に対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用している Okta アカウントのユー
ザー名です。
• パスワードには、Okta パスワードを入力します。
• ドライバには、Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver)を選択します。
• URLには、jdbc:redshift:iam//your-cluster-identifier:your-clusterregion/your-database-nameと入力します。

e.

拡張プロパティ を選択し、次のいずれかの操作を行います。
• [login_url] には、your-okta-sso-login-urlと入力します。この値は、Okta にログインす
るための認証としてシングルサインオンを使用する URL を指定します。
• Okta シングルサインオンの場合は、plugin_name に
com.amazon.redshift.plugin.OktaCredentialsProvider と入力します。この値は、
認証方法として Okta シングルサインオンを使用するドライバーに指定します。
• MFA を使用した Okta シングルサインオンの場合は、plugin_nameに
com.amazon.redshift.plugin.BrowserSamlCredentialsProviderと入力します。こ
れにより、認証方法として MFA での Okta シングルサインオンを使用するようドライバーに指
定します。

Okta への認証用に ODBC を設定するには
•

Okta シングルサインオンを使用して ODBC 経由でクラスターに接続するようにデータベースクライ
アントを構成します。
Amazon Redshift には Linux、Windows、macOS オペレーティングシステム用の ODBC ドライバが
用意されています。ODBC ドライバをインストールする前に、SQL クライアントツールが 32 ビット
であるか 64 ビットであるかを調べます。SQL クライアントツールの要件と一致する ODBC ドライバ
をインストールします。
また、オペレーティングシステム用の最新の Amazon Redshift OBDC ドライバをインストールおよび
設定します。
• Windows については、Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールし
て設定する (p. 241)を参照してください。
• macOS については、macOS X に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールす
る (p. 245)を参照してください。
• Linux のについては、Linux に Amazon Redshift ODBC ドライバーをインストールする (p. 243)を参
照してください。
Windows の場合、Amazon Redshift ODBC ドライバ DSN セットアップ ページの 接続設定で、次の情
報を入力します。
• データソース名には、your-DSNを入力します。ODBC プロファイル名として使用するデータソー
ス名を指定します。
• Auth typeで、以下のいずれかを実行します。
• Okta シングルサインオン設定の場合は、Identity Provider: Okta を選択します。これ
は、ODBC ドライバーが ODBC シングルサインオンを使用した認証に使用する認証方法です。
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• MFA 設定を使用した Okta シングルサインオンの場合は、Identity Provider: Browser
SAML を選択します。これは、ODBC ドライバーが MFA での Okta シングルサインオンを使用し
た認証に使用する認証方法です。
• クラスター IDには、your-cluster-identifierと入力します。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。
• データベースには、your-database-nameと入力します。
• ユーザーには、your-okta-usernameと入力します。これは、使用認証しようとしているクラス
ターに対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用しているマイクロソフトの Okta ア
カウントのユーザー名です。[Auth type] が Identity Provider: Okta である場合にのみ使用します。
• [パスワード] には、your-okta-passwordと入力します。[Auth type] が Identity Provider: Okta で
ある場合にのみ使用します。
macOS と Linux では、次のように odbc.ini ファイルを編集します。

Note
すべてのエントリでは、大文字と小文字は区別されません。
• clusterid には、your-cluster-identifierと入力します。これは、作成された Amazon
Redshift クラスターの名前です。
• リージョンには、your-cluster-regionと入力します。これは、作成された Amazon Redshift ク
ラスターの AWS リージョンです。
• データベースには、your-database-nameと入力します。これは、Amazon Redshift クラスター
上でアクセスしようとしているデータベースの名前です。
• locale には、en-usと入力します。これは、エラーメッセージが表示される言語です。
• iam には、1と入力します。この値は、IAM 認証情報を使用して認証するためにドライバに指定しま
す。
• plugin_nameには、次のいずれかの操作を行います。
• MFA 設定を使用した Okta シングルサインオンの場合は、BrowserSAML と入力します。これ
は、ODBC ドライバーが MFA での Azure シングルサインオンを使用した認証に使用する認証方
法です。
• Okta シングルサインオン設定の場合は、Okta と入力します。これは、ODBC ドライバーが
ODBC シングルサインオンを使用した認証に使用する認証方法です。
• [uid] には、your-okta-usernameと入力します。これは、認証しようとしているクラスターに
対するアクセス許可を持つ、シングルサインオンに使用している Okta アカウントのユーザー名で
す。これは、[plugin_name] が Oktaである場合にのみ使用します。
• [pwd] には、your-okta-passwordと入力します。これは、[plugin_name] が Oktaである場合にの
み使用します。
• [login_url] には、your-login-urlと入力します。これは、SAML 応答を返すシングルサインオン
の開始 URL です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ適用されます。
• [idp_response_timeout] には、the-number-of-secondsを入力します。これは、PingOne からの
応答を待機する秒単位の指定された時間です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ適用さ
れます。
• [listen_port] には、your-listen-portと入力します。これは、ローカルサーバーがリッスンして
いるポートです。デフォルト値は 7890 です。これは、ブラウザの SAML プラグインにのみ適用さ
れます。
macOS および Linux では、プロファイル設定を編集して、次のエクスポートも追加できます。
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini
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export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini

データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC および ODBC のオプ
ション
Amazon Redshift JDBC または ODBC ドライバを使用してデータベースユーザー認証情報を作成するに
は、JDBC または ODBC オプションとしてデータベースユーザー名を指定します。オプションで、存在
しない場合は新しいデータベースユーザーをドライバで作成し、ユーザーがログイン時に参加するデータ
ベースユーザーグループのリストを指定できます。
ID プロバイダ (IdP) を使用する場合は、IdP 管理者と連携して、これらのオプションに合った正しい値を
確認します。IdP 管理者は、JDBC または ODBC のオプションとして提供する必要がない場合、それらの
オプションを提供するように IdP を設定できます。詳細については、「IdP の SAML アサーションを設定
する (p. 448)」を参照してください。

Note
${redshift:DbUser}で説明されているように、IAM ポリシー変数 GetClusterCredentials のリ
ソースポリシー (p. 433) を使用する場合、DbUserの値は API オペレーションのリクエストコン
テキストから取得した値で置き換えられます。Amazon Redshift ドライバは、SAML 属性として
提供される値ではなく、接続 URL から提供される DbUser 変数の値を使用します。
この接続の安全性を維持するには、IAM ポリシーの条件を使用して、DbUser 値を
RoleSessionNameで検証することが推奨されます。IAM ポリシーを使用して条件を設定する方
法の例は、GetClusterCredentials を使用するポリシーの例 (p. 438)で参照できます。
次の表は、データベースユーザー認証情報を作成するためのオプションを示しています。
オプション

説明

DbUser

データベースユーザーの名前。DbUser というユーザーがデータベースに存在する場合、
一時的ユーザー認証情報のアクセス許可は、既存のユーザーと同じになります。DbUser
がデータベースに存在せず、AutoCreate が true の場合、DbUser という名前の新しいユー
ザーが作成されます。必要に応じて、既存ユーザーのパスワードを無効にします。詳細に
ついては、ALTER_USERを参照してください。

AutoCreate

DbUser に指定した名前でデータベースユーザーを作成するには (存在しない場合)、true
を指定します。デフォルト: false。

DbGroups

データベースユーザーが現在のセッションで参加する 1 つまたは複数の既存データベース
グループの名前のカンマ区切りリスト。デフォルトでは、新しいユーザーは PUBLIC のみ
に追加されます。

Amazon Redshift CLI または API を使用した IAM データベース認証情報の生成
プログラムで一時的なデータベースユーザー認証情報を生成するため、Amazon Redshift では AWS
Command Line Interface (AWS CLI) および GetClusterCredentials API オペレーション用の get-clustercredentials コマンドを利用できます。または、GetClusterCredentials オペレーションを呼び出し、
データベースユーザー認証情報を取得して、SQL クライアントと Amazon Redshift データベース間の接続
を確立するプロセスを管理する、Amazon Redshift JDBC または ODBC ドライバーを使用して SQL クラ
イアントを設定できます。詳細については、「データベースユーザー認証情報を作成するための JDBC お
よび ODBC のオプション (p. 481)」を参照してください。

Note
Amazon Redshift JDBC または ODBC ドライバを使用して、データベースユーザー認証情報を生
成することをお勧めします。
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このセクションでは、プログラムで GetClusterCredentials オペレーションまたは get-clustercredentials コマンドを呼び出し、データベースのユーザー認証情報を取得して、データベースに接続する
手順を示します。

一時的データベース認証情報を生成して使用するには
1.

必要なアクセス許可を使用して、IAM ユーザーまたはロールを作成または変更します。IAM 許可の詳
細については、「GetClusterCredentials を呼び出すアクセス許可を持つ IAM ロールまたはユーザーを
作成する (p. 449)」を参照してください。

2.

前のステップで認可した IAM ユーザーまたはロールとして、get-cluster-credentials CLI コマンドを実
行するか、GetClusterCredentialsAPI 操作を呼び出して、以下の値を指定します。
• クラスター識別子 – データベースを含むクラスターの名前。
• データベースユーザー名 – 既存の、または新しいデータベースユーザーの名前。
• ユーザーがデータベースに存在せず、AutoCreate が true の場合、PASSWORD を無効にして新
しいユーザーが作成されます。
• ユーザーが存在せず、AutoCreate が false の場合、要求は失敗します。
• この例では、データベースユーザー名は temp_creds_userです。
• Autocreate – (オプション) データベースユーザー名が存在しない場合は新しいユーザーを作成しま
す。
• データベース名 – (オプション) ユーザーがログオンする権限が付与されているデータベースの名
前。データベース名を指定しない場合、ユーザーは任意のクラスターデータベースにログインでき
ます。
• データベースグループ – (オプション) 既存のデータベースユーザーグループのリスト。正常にログ
インすると、データベースユーザーが、指定されたユーザーグループに追加されます。グループを
指定しない場合、ユーザーは PUBLIC 許可のみを持ちます。ユーザーグループ名は、IAM ユーザー
またはロールに添付された IAM ポリシーで指定された dbgroup リソース ARN と一致する必要があ
ります。
• 有効期限 – (任意) 一時的認証情報が期限切れになるまでの時間 (秒単位)。900 秒 (15 分) と 3600 秒
(60 分間) の間の値を指定できます。デフォルト値は 900 秒です。

3.

Amazon Redshift は、IAM ユーザーに、指定されたリソースで GetClusterCredentials オペレー
ションを呼び出すアクセス許可があることを確認します。

4.

Amazon Redshift は一時パスワードとデータベースユーザー名を返します。
次の例は、Amazon Redshift CLI を使用して、temp_creds_userという既存のユーザー用に一時的
データベース認証情報を生成します。
aws redshift get-cluster-credentials --cluster-identifier examplecluster --db-user
temp_creds_user --db-name exampledb --duration-seconds 3600

結果は次のようになります。
{

"DbUser": "IAM:temp_creds_user",
"Expiration": "2016-12-08T21:12:53Z",
"DbPassword": "EXAMPLEjArE3hcnQj8zt4XQj9Xtma8oxYEM8OyxpDHwXVPyJYBDm/
gqX2Eeaq6P3DgTzgPg=="
}

次の例では、Amazon Redshift CLI と autocreate を使用して、新しいユーザー用の一時的データベー
ス認証情報を生成し、そのユーザーをグループ example_groupに追加します。
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aws redshift get-cluster-credentials --cluster-identifier examplecluster --db-user
temp_creds_user -–auto-create --db-name exampledb -–db-groups example_group -duration-seconds 3600

結果は次のようになります。
{

"DbUser": "IAMA:temp_creds_user:example_group",
"Expiration": "2016-12-08T21:12:53Z",
"DbPassword": "EXAMPLEjArE3hcnQj8zt4XQj9Xtma8oxYEM8OyxpDHwXVPyJYBDm/
gqX2Eeaq6P3DgTzgPg=="
}

5.

Amazon Redshift クラスターとの Secure Sockets Layer (SSL) 認証接続を確立
し、GetClusterCredentialsの応答からのユーザー名とパスワードとともにログイン要
求を送信します。ユーザー名には IAM: または IAMA: というプレフィックスを含めます (例:
IAM:temp_creds_user または IAMA:temp_creds_user)。

Important
SSL を必要とするように SQL クライアントを設定します。それ以外の場合、SQL クライア
ントが自動的に SSL との接続を試みた場合、なんらかの失敗があると、非 SSL にフォール
バックする可能性があります。その場合、最初の接続の試行は、認証情報が期限切れまたは
無効なために失敗する可能性があり、2 番目の接続の試行は、接続が SSL でないために失
敗します。その場合、最初のエラーメッセージは表示されない可能性があります。SSL を
使用したクラスターへの接続の詳細については、接続のセキュリティオプションを設定す
る (p. 251)を参照してください。
6.

接続で SSL を使用しない場合、接続の試行は失敗します。

7.

クラスターは authentication 要求を SQL クライアントに送信します。

8.

次に、SQL クライアントは一時パスワードをクラスターに送信します。

9.

パスワードが有効で期限切れでない場合、クラスターは接続を完了します。

ユーザーに代わって Amazon Redshift が他の AWS
サービスにアクセスすることを許可する
一部の Amazon Redshift 機能では、ユーザーに代わって Amazon Redshift が他の AWS のサービスにア
クセスする必要があります。たとえば、COPY と UNLOAD コマンドでは、Amazon S3 バケットを使用
してデータを Amazon Redshift クラスターにロードまたはアンロードできます。CREATE EXTERNAL
FUNCTION コマンドは、スカラーの Lambda ユーザー定義関数 (UDF) を使用して AWS Lambda 関数を
呼び出すことができます。Amazon Redshift Spectrum では、Amazon Athena または AWS Glue のデータ
カタログを使用できます。Amazon Redshift クラスターがユーザーに代わってタスクを実行するには、ク
ラスターにセキュリティ認証情報を指定します。セキュリティ認証情報を指定する望ましい方法は、AWS
Identity and Access Management (IAM) ロールを指定することです。COPY と UNLOAD には、AWS アク
セスキーを指定することもできます。
次に、他の AWS サービスにアクセスするための適切なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成する方法を
説明します。Amazon Redshift コマンドの実行時に、ロールをクラスターに関連付けてから、そのロール
の Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。詳細については、「IAM ロールを使用して
COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL FUNCTION、CREATE EXTERNAL SCHEMA オペレーションを
承認する (p. 489)」を参照してください。
さらに、スーパーユーザーは、COPY および UNLOAD 操作のロールへのアクセスを提供するために、特
定のユーザーおよびグループに AssumEROLE 権限を付与できます。詳細については、 Amazon Redshift
データベースデベロッパーガイドから GRANT を参照してください。
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Amazon Redshift クラスターが AWS サービスにアクセスするこ
とを許可する IAM ロールの作成
ユーザーに代わって Amazon Redshift クラスターが他の AWS サービスと通信することを許可する IAM
ロールを作成するには、次の手順を実行します。このセクションで使用する値は例であり、必要に応じて
値を選択できます。

Amazon Redshift が AWS サービスにアクセスすることを許可する IAM ロールを作成するには
1.

IAM コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。

3.

[Create role] を選択します。

4.

AWS サービス、Redshiftの順にクリックします。

5.

ユースケースの選択で、Redshift - カスタマイズ可能 、次へ : 許可の順に選択します。アクセス権限
ポリシーをアタッチする ページが表示されます。

6.

COPY を使用して Amazon S3 にアクセスするには、例として、 AmazonS3ReadOnlyAccess と入
力して追加します。COPY または UNLOAD を使用して Amazon S3 にアクセスする場合は、適切なバ
ケットとプレフィックスへのアクセスを制限する管理ポリシーを作成することをお勧めします。読み
取り操作と書き込み操作の両方で、最小限の権限を適用し、Amazon Redshift に必要な Amazon S3 バ
ケットとキープレフィックスのみに制限することをお勧めします。
CREATE EXTERNAL FUNCTION コマンドの Lambda 関数を呼び出すためのアクセスには、
AWSLambdaRoleを追加します。
Redshift Spectrum の場合は、Amazon S3 アクセスに加えて、 AWSGlueConsoleFullAccess また
は AmazonAthenaFullAccessを追加します。
次へ: タグを選択します。

7.

タグの追加 ページが表示されます。必要に応じてタグを追加できます。次へ: レビューを選択しま
す。

8.

ロール名で、 RedshiftCopyUnloadなどのロール名を入力します。[ロールの作成] を選択します。

9.

新しいロールは、そのロールを使用するクラスターのすべてのユーザーが利用できます。特定のク
ラスターの特定のユーザーのみ、または特定のリージョンのクラスターのみにアクセスを制限するに
は、ロールの信頼関係を編集します。詳細については、「IAM ロールへのアクセスの制限 (p. 484)」
を参照してください。

10. ロールとクラスターを関連付けます。クラスターの作成時に IAM ロールをクラスターに関連付ける
か、既存クラスターにロールを追加できます。詳細については、「IAM ロールをクラスターに関連付
ける (p. 489)」を参照してください。

Note
特定のデータへのアクセスを制限するには、必要な最小限の権限を付与する IAM ロールを使
用します。

IAM ロールへのアクセスの制限
デフォルトでは、Amazon Redshift クラスターに使用できる IAM ロールはそのクラスターですべてのユー
ザーが利用できます。特定のクラスターの特定の Amazon Redshift データベースユーザーまたは特定の
リージョンに IAM ロールを制限することもできます。
IAM ロールの使用を特定のデータベースユーザーのみに許可するには、次の手順に従います。
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IAM ロールへのアクセス権を持つ特定のデータベースユーザーを特定する
1.

Amazon Redshift クラスターでデータベースユーザーの Amazon リソースネーム (ARN) を特
定します。データベースユーザーの ARN は形式: arn:aws:redshift:region:accountid:dbuser:cluster-name/user-nameになります。

2.

IAM コンソール (url="https://console.aws.amazon.com/) を開きます。

3.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。

4.

特定の Amazon Redshift データベースユーザーに制限する IAM ロールを選択します。

5.

信頼関係 タブを選択し、 信頼関係の編集を選択します。ユーザーに代わって Amazon Redshift が他
の AWS サービスにアクセスすることを許可する新しい IAM ロールには、次のような信頼関係があり
ます。
{

}

6.

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

指定した値に sts:AssumeRole フィールドを制限する信頼関係のセクションの sts:ExternalId
アクションに条件を追加します。ロールへのアクセスを許可する各データベースユーザーの ARN を
含めます。外部 ID には、任意の一意の文字列を指定できます。
たとえば、次の信頼関係では、 user1 リージョンの user2 クラスターで my-cluster と uswest-2 データベースユーザーのみがこの IAM ロールを使用するアクセス許可を持つよう指定されま
す。
{

}

7.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "redshift.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": [
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:my-cluster/user1",
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:my-cluster/user2"
]
}
}
}]

信頼ポリシーの更新を選択します。

AWS リージョンへの IAM ロールの制限
特定の AWS リージョンにのみアクセスできるように IAM ロールを制限できます。デフォルトで
は、Amazon Redshift の IAM ロールは、1 つのリージョンに限定されません。
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IAM ロールの使用をリージョンごとに制限するには、次の手順に従います。

IAM ロールの許可されたリージョンを特定する
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。

3.

特定のリージョンで変更するロールを選択します。

4.

信頼関係 タブを選択し、 信頼関係の編集を選択します。ユーザーに代わって Amazon Redshift が他
の AWS サービスにアクセスすることを許可する新しい IAM ロールには、次のような信頼関係があり
ます。
{

}

5.

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

ロールの使用を許可する特定のリージョンのリストで、 Service の Principal リストを変更しま
す。Service リストの各リージョンは、次の形式 : redshift.region.amazonaws.comである必
要があります。
たとえば、次の編集された信頼関係では、 us-east-1 と us-west-2 リージョンでのみ IAM ロール
の使用が許可されます。
{

}

6.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"redshift.us-east-1.amazonaws.com",
"redshift.us-west-2.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

信頼ポリシーの更新を選択

Amazon Redshift で IAM ロールを連鎖する
クラスターにロールをアタッチすると、クラスターはそのロールを引き受け、ユーザーに代わって
Amazon S3、Amazon Athena、 AWS Glue、と AWS Lambda にアクセスできます。クラスターにアタッ
チされたロールに必要なリソースへのアクセスがない場合、他のアカウントに属している可能性がある
別のロールを連鎖することができます。クラスターは、このデータにアクセスするための連鎖ロールを
一時的に引き受けます。また、ロールを連鎖してクロスアカウントアクセスを付与することもできます。
連鎖における各ロールは、クラスターが連鎖の末尾のロールを引き受けるまで、連鎖の次のロールを引き
受けます。関連付けることができる IAM ロールの最大数は、クォータの対象となります。詳細について
は、「Amazon Redshift オブジェクトのクォータ (p. 588)」のクォータの「Cluster IAM roles for Amazon
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Redshift to access other AWS services」 (他の サービスにアクセスするための Amazon Redshift のクラス
ター IAM ロール) を参照してください。
たとえば、企業 A が企業 B に属する Amazon S3 バケットのデータにアクセスするとします。その場
合、企業 A は RoleA という名前の Amazon Redshift 用の AWS サービスロールを作成し、クラスター
にアタッチします。企業 B は RoleB という名前のロールを作成します。このロールは企業 B のバケッ
トのデータへのアクセスを承認されています。企業 B のバケットのデータにアクセスするには、A が
iam_role と RoleA を連鎖させる RoleB パラメータを使用して COPY コマンドを実行します。COPY
オペレーションの継続期間中は、 RoleA は一時的に RoleB を引き受け Amazon S3 バケットにアクセス
します。
ロールを連鎖するには、ロール間で信頼関係を確立します。別のロール (例: RoleA) を引き受けるロール
には、次の連鎖したロール (例: RoleB) を引き受けることを許可するアクセス権限ポリシーがある必要が
あります。また、アクセス権限を渡すロール (RoleB) は、前に連鎖したロール (RoleA) にアクセス権限を
渡すことができる信頼ポリシーを保持している必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの
IAM ロールの使用 を参照してください。
連鎖の最初のロールは、クラスターにアタッチアタッチされたロールである必要があります。最初のロー
ルと、次のロールを引き受ける後続の各ロールには、特定のステートメントを含むポリシーがあることが
必要です。このステートメントには、 Allow アクションに sts:AssumeRole 効果、そして Resource
要素に次のロールの Amazon リソースネーム (ARN) があります。この例では、 RoleA に AWS アカウン
ト 210987654321 が所有する RoleB を引き受けることを許可する、次のアクセス許可ポリシーがありま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1487639602000",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB"
}
]

別のロールに渡されるロールは、そのロールを引き受けるロール、またはそのロールを所有する AWS ア
カウントとの信頼関係を確立する必要があります。この例では、 RoleB に RoleA との信頼関係を確立す
る次の信頼ポリシーがあります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::role/RoleA"
}
}
]

次の信頼ポリシーにより、 RoleA の所有者である AWS アカウント 123456789012 との信頼関係が確立
されます。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
}
}
]

Note
ロールチェーン認証を特定のユーザーに制限するには、条件を定義します。詳細については、
「IAM ロールへのアクセスの制限 (p. 484)」を参照してください。
UNLOAD、COPY、または CREATE EXTERNAL SCHEMA コマンドを実行すると、 iam_role パラメー
タにロールの ARN のカンマ区切りのリストを含めることで、ロールを連鎖することができます。以下に
iam_role パラメータ内の連鎖されたロールの構文を示します。
unload ('select * from venue limit 10')
to 's3://acmedata/redshift/venue_pipe_'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id-1>:role/<role-name-1>[,arn:aws:iam::<aws-accountid-2>:role/<role-name-2>][,...]';

Note
ロールチェーン全体は一重引用符で囲まれ、スペースが含まれてはいけません。
次の例では、 RoleA は AWS アカウント 123456789012 に属するクラスターにアタッチされます。
RoleB はアカウント 210987654321 に属しており、 s3://companyb/redshift/というバケットに
アクセスするアクセス許可を持っています。次の例では、RoleA と RoleB を連鎖させてデータを s3://
companyb/redshift/ バケットに UNLOAD します。
unload ('select * from venue limit 10')
to 's3://companyb/redshift/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';

次の例では、COPY コマンドを使用して、前の例でアンロードしたデータをロードします。
copy venue
from 's3://companyb/redshift/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';

次の例では、CREATE EXTERNAL SCHEMA は連鎖されたロールを使用してロール RoleBを引き受けま
す。
create external schema spectrumexample from data catalog
database 'exampledb' region 'us-west-2'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';

次の例では、CREATE EXTERNAL SCHEMA は連鎖されたロールを使用してロール RoleBを引き受けま
す。
create external function lambda_example(varchar)
returns varchar
volatile
lambda 'exampleLambdaFunction'
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iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';

追加情報
詳細については、「IAM ロールを使用して COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL
FUNCTION、CREATE EXTERNAL SCHEMA オペレーションを承認する (p. 489)」も参照してくださ
い。

IAM ロールを使用して COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL
FUNCTION、CREATE EXTERNAL SCHEMA オペレーションを
承認する
COPY コマンドを使用してデータを Amazon Redshift にロード (またはインポート) および UNLOAD コ
マンドを使用してデータを Amazon Redshift からアンロード (またはエクスポート) できます。CREATE
EXTERAL FUNCTION コマンドを使用して、 AWS Lambdaから関数を呼び出すユーザー定義関数を作成
できます。
Amazon Redshift Spectrum を使用する場合、 CREATE EXTERNAL SCHEMA コマンドを使用してデー
タを含む Amazon S3 バケットの場所を指定します。COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL SCHEMA
コマンドを実行するときは、セキュリティ認証情報を指定する必要があります。これらの認証情報によ
り、Amazon S3 バケットなどのターゲット宛先との間でデータを読み書きする権限が Amazon Redshift ク
ラスターに付与されます。
CREATE EXTERNAL FUNCTION を実行するときは、IAM ロールパラメータを使用してセキュリティ認証
情報を指定します。これらの認証情報により、Amazon Redshift クラスターが AWS Lambdaから Lambda
関数を呼び出すことが許可されます。セキュリティ認証情報を指定する望ましい方法は、AWS Identity
and Access Management (IAM) ロールを指定することです。COPY と UNLOAD には、AWS アクセス
キーを指定することもできます。IAM ロールの作成の詳細については、 ユーザーに代わって Amazon
Redshift が他の AWS サービスにアクセスすることを許可する (p. 483)を参照してください。
IAM ロールを使用する手順は次のとおりです。
• Amazon Redshift クラスターで使用する IAM ロールを作成します。
• IAM ロールをクラスターに関連付けます。
• COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL SCHEMA または CREATE EXTERNAL FUNCTION コマンド
を呼び出す場合、IAM ロールの ARN を含めます。
このトピックでは、IAM ロールを Amazon Redshift クラスターに関連付ける方法について説明します。

IAM ロールをクラスターに関連付ける
Amazon Redshift が他の AWS のサービスにアクセスすることを許可する IAM ロールを作成した後、その
ロールを Amazon Redshift クラスターに関連付ける必要があります。ロールを使用してデータをロードま
たはアンロードする前に、これを行う必要があります。

IAM ロールをクラスターに関連付けるために必要なアクセス許可
IAM ロールをクラスターに関連付けるには、IAM ユーザーは、その IAM ロールの iam:PassRole アクセ
ス許可が必要です。このアクセス許可により、ユーザーが IAM ロールを Amazon Redshift クラスターに関
連付けることを管理者が制限できます。
次の例は、ユーザーがアクションを実行することを許可する IAM ユーザーにアタッチできる IAM ポリ
シーを示します。
• そのユーザーアカウントによって所有されるすべての Amazon Redshift クラスターの詳細を取得しま
す。
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• 3 つの IAM ロールのいずれかを 2 つの Amazon Redshift クラスターのいずれかに関連付けます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "redshift:DescribeClusters",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:ModifyClusterIamRoles",
"redshift:CreateCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:my-redshift-cluster",
"arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:my-second-redshiftcluster"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole",
"arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole",
"arn:aws:iam::123456789012:role/ThirdRedshiftRole"
]
}
]
}

IAM ユーザーが適切なアクセス許可を取得したら、そのユーザーは IAM ロールを Amazon Redshift クラス
ターに関連付けることができます。これで、IAM ロールは COPY や UNLOAD などの Amazon Redshift コ
マンドで使用できるようになります。
IAM ポリシーの詳細については、 IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーの概要 を参照してください。

クラスターに関連付けられる IAM ロールの管理
IAM ロールは、Amazon Redshift クラスターの作成時にクラスターに関連付けることができます。また
は、既存のクラスターを変更し、1 つまたは複数の IAM ロールの関連付けを追加または削除できます。
以下の点に注意してください。
• 関連付けることができる IAM ロールの最大数は、クォータの対象となります。
• IAM ロールは複数の Amazon Redshift クラスターと関連付けることができます。
• IAM ロールとクラスターの両方が同じ AWS アカウントによって所有されている場合にのみ、IAM ロー
ルを Amazon Redshift クラスターに関連付けることができます。

IAM ロールの関連付けを管理するコンソールの使用
次の手順を使用して、コンソールでクラスターに対する IAM ロールの関連付けを管理できます。

IAM ロールの関連付けを管理するには
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。
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2.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択し、更新するクラスターを選択します。

3.

アクションで IAM ロールの管理 を選択し、クラスターに現在関連付けられている IAM ロールのリス
トを表示します。

4.

IAM ロールの管理 ページで、追加する IAMロールを使用可能なオプションから選択した後、 IAM
ロールの追加を選択します。

5.

完了 を選択して変更を保存します。

AWS CLI を使用して IAM ロールの関連付けを管理する
次のアプローチを使用して、 AWS CLI でクラスターに対する IAM ロールの関連付けを管理できます。

AWS CLI を使用して IAM ロールをクラスターに関連付ける
クラスターの作成時に IAM ロールをクラスターに関連付けるには、 --iam-role-arns コマンドの
create-cluster パラメータで IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。createcluster コマンドを呼び出すときに追加できる IAM ロールの最大数は、クォータの対象となります。
IAM ロールの Amazon Redshift クラスターへの関連付けおよび関連付けの解除は非同期処理で
す。describe-clusters コマンドを呼び出して、すべての IAM ロールのクラスター関連付けのステー
タスを取得できます。
次の例では、2 つの IAM ロールを my-redshift-cluster という名前の新しく作成されたクラスターに
関連付けます。
aws redshift create-cluster \
--cluster-identifier "my-redshift-cluster" \
--node-type "dc1.large" \
--number-of-nodes 16 \
--iam-role-arns "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload" \
"arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole"

既存の Amazon Redshift クラスターに IAM ロールを関連付けるには、 modify-cluster-iam-roles
コマンドの --add-iam-roles パラメータで IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定し
ます。modify-cluster-iam-roles コマンドを呼び出すときに追加できる IAM ロールの最大数は、
クォータの対象となります。
次の例では、IAM ロールを my-redshift-clusterという名前の既存のクラスターに関連付けます。
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
--cluster-identifier "my-redshift-cluster" \
--add-iam-roles "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload"

AWS CLIを使用してクラスターから IAM ロールの関連付けを解除する
クラスターから IAM ロールの関連付けを解除するには、modify-cluster-iam-roles コマンドの
--remove-iam-roles パラメータで IAM ロールの ARN を指定します。modify-cluster-iamrolesmodify-cluster-iam-roles コマンドを呼び出すときに削除できる IAM ロールの最大数は、
クォータの対象となります。
次の例では、 my-redshift-clusterという名前のクラスターから 123456789012 AWS アカウントの
IAM ロールの関連付けを削除します。
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
--cluster-identifier "my-redshift-cluster" \
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--remove-iam-roles "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload"

AWS CLIを使用してクラスターの IAM ロールの関連付けをリスト化する
Amazon Redshift クラスターに関連付けられている IAM ロールおよび IAM ロールの関連付けのステータス
をリスト化するには、 describe-clusters コマンドを呼び出します。クラスターに関連付けられた各
IAM ロールの ARN は、次の出力例のように、 IamRoles リストで返されます。
クラスターに関連付けられているロールは、in-sync のステータスを示します。クラスターとの関連付け
の途中であるロールは、adding のステータスを示します。クラスターから関連付けを解除されるロール
は、removing のステータスを示します。
{

}

"Clusters": [
{
"ClusterIdentifier": "my-redshift-cluster",
"NodeType": "dc1.large",
"NumberOfNodes": 16,
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole",
"IamRoleApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole",
"IamRoleApplyStatus": "in-sync"
}
],
...
},
{
"ClusterIdentifier": "my-second-redshift-cluster",
"NodeType": "dc1.large",
"NumberOfNodes": 10,
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole",
"IamRoleApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole",
"IamRoleApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ThirdRedshiftRole",
"IamRoleApplyStatus": "in-sync"
}
],
...
}
]

AWS CLIの使用の詳細については、 AWS CLI ユーザーガイドを参照してください。

Amazon Redshift 用にデフォルトの IAM ロールを作成する
Redshift コンソールから IAM ロールを作成すると、Amazon Redshift が AWS アカウント 内でプログラム
的にロールを作成します。その後、作成したロールに対し、既存の AWS 管理ポリシーを自動的にアタッ
チします。このアプローチにより、ユーザーは Redshift コンソール内に留まることができ、IAM コンソー
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ルに切り替えることなくロールを作成できます Amazon Redshift コンソールで作成された既存の IAM ロー
ルにおいて、アクセス許可をより詳細に制御する場合には、カスタマイズされた管理ポリシーを IAM ロー
ルにアタッチします。

コンソールで作成された IAM ロールの概要
Amazon Redshift コンソールを使用して作成されたすべての IAM ロールは、Amazon Redshift により追
跡されます。Amazon Redshift は、新しいすべてのクラスターの作成と、スナップショットからのクラス
ター復元のために、最新のデフォルトの IAM ロールを事前に選択します。
IAM ロールは、SQL コマンドを実行することが許可されたポリシーを持つコンソールから作成できま
す。ここで実行されるコマンドには、COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL FUNCTION、CREATE
EXTERNAL TABLE、CREATE EXTERNAL SCHEMA、CREATE MODEL、および CREATE LIBRARY な
どがあります オプションで、カスタムポリシーを作成し IAM ロールにアタッチすることで、AWS リソー
スへのユーザーアクセスをより詳細に制御できます。
コンソールを使用して IAM ロールを作成し、クラスターのデフォルトとして設定した場合には、認証と許
可を実行するために IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要はありません。

コンソールで作成された IAM ロールの使用
クラスター用としてコンソールから作成する IAM ロールに
は、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess マネージドのポリシーが自動的にアタッチさ
れます。この IAM ロールにより Amazon Redshift は、IAM アカウントにある AWS リソースにお
いて、データのコピー、解放、クエリ、および分析を行えるようになります。この管理ポリシー
は、COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL FUNCTION、CREATE EXTERNAL SCHEMA、CREATE
MODEL、および CREATE LIBRARY 操作へのアクセスを提供します。また、このポリシーでは、関連す
る AWS サービス (Amazon S3、Amazon CloudWatch Logs、Amazon SageMaker、AWS Glue など) のた
めに SELECT ステートメントを実行するアクセス許可も付与します。
CREATE EXTERNAL FUNCTION、CREATE EXTERNAL SCHEMA、CREATE MODEL、および CREATE
LIBRARY コマンドには、default キーワードが付加されています。これらのコマンドにこのキーワード
がある場合、Amazon Redshift は、コマンドの実行時にデフォルトとして設定され、クラスターに関連付
けられた IAM ロールを使用します。DEFAULT_IAM_ROLE コマンドを実行すると、クラスターにアタッ
チされている現在のデフォルトの IAM ロールを確認できます。
Redshift クラスターのデフォルトとして作成ならびに設定された IAM ロールのアクセス権限を制御する場
合は、ASSUMEROLE 権限を使用します。このアクセス制御は、先に一覧で示したコマンドを実行する際
に、データベースユーザーおよびグループに対し適用されます。IAM ロールのユーザーまたはグループに
ASSUMEROLE 権限を付与すると、そのユーザーまたはグループは、コマンドの実行時にそのロールを引
き受けることができるようになります。ASSUMEROLE 権限を使用することにより、必要に応じて適切な
コマンドにアクセス許可を付与することができます。
Amazon Redshift コンソールを使用すると、以下の操作を実行できます。
• IAM ロールをデフォルトとして作成する (p. 495)
• クラスターかのら IAM ロールの削除 (p. 497)
• クラスターへの IAM ロールの関連付け (p. 497)
• IAM ロールをデフォルトとして設定する (p. 497)
• クラスターでの IAM ロールのデフォルト解除 (p. 498)

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 管理ポリシーによるアクセスの許可
次に、クラスターのデフォルトとして設定された IAM ロールに特定のアクションを許可す
る、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 管理ポリシーでのアクセス許可の例を示します。許
可ポリシーがアタッチされた IAM ロールにより、ユーザーまたはグループで実行可能なことと不可能な
ことが制御されます。これらのアクセス許可が付与されることで、Amazon S3 からの COPY コマンド
や、UNLOAD、CREATE MODEL コマンドの実行が可能になります。
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{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutObject",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketCors",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::redshift-downloads",
"arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
"arn:aws:s3:::*redshift*",
"arn:aws:s3:::*redshift*/*"
]

次の例では、クラスターのデフォルトとして設定された IAM ロールのために特定のアクションを許可す
る、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 管理ポリシーにより付与されるアクセス許可を表示
します。許可ポリシーがアタッチされた IAM ロールにより、ユーザーまたはグループで実行可能なこと
と不可能なことが制御されます。次のアクセス許可が付与されている場合には、CREATE EXTERNAL
FUNCTION コマンドを実行できます。
{

}

"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"

次の例では、クラスターのデフォルトとして設定された IAM ロールのために特定のアクションを許可す
る、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 管理ポリシーにより付与されるアクセス許可を表示し
ます。許可ポリシーがアタッチされた IAM ロールにより、ユーザーまたはグループで実行可能なことと
不可能なことが制御されます。次のアクセス許可では、Amazon Redshift Spectrum に必要な、CREATE
EXTERNAL SCHEMA コマンドおよび CREATE EXTERNAL コマンドを実行できます。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
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"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition"

],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
]

}

次に、クラスターのデフォルトとして設定された IAM ロールに対する特定のアクションを許可す
る、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 管理ポリシーでのアクセス許可の例を示します。許可
ポリシーがアタッチされた IAM ロールにより、ユーザーまたはグループで実行可能なことと不可能なこと
が制御されます。次の権限が付与されている場合は、横串検索を使用する CREATE EXTERNAL SCHEMA
コマンドを実行できます。
{

},
{

},

"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecretVersionIds"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*Redshift*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/Redshift": "true"
}
}

コンソールを使用してクラスター用に作成された IAM ロールの管理
Amazon Redshift コンソールから IAM ロールを作成し、変更、および削除するには、コンソールの
[Clusters] (クラスター) セクションを使用します。

IAM ロールをデフォルトとして作成する
コンソールでは、AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess ポリシーを自動的にアタッチしなが
ら、クラスター用の IAM ロールを作成できます。作成した新しい IAM ロールにより、IAM アカウントの
Amazon リソースからデータをコピー、ロード、クエリ、分析することが、Amazon Redshift に許可され
ます。
クラスターのデフォルトとしては、IAM ロールを 1 つだけ設定できます。既存の IAM ロールがデフォルト
として既に割り当てられている状態で、別の IAM ロールをクラスターのデフォルトとして作成すると、新
しい IAM ロールがデフォルトとしてもう一方の IAM ロールを置き換えます。
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新しいクラスターと IAM ロールセットを新しいクラスターのデフォルトとして作成するには
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.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択します。現在の AWS リージョン にあるア
カウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの
列に表示されます。

3.

[クラスターを作成] を選択して、クラスターを作成します。

4.

コンソールページの指示に従って [Cluster configuration (クラスター設定)] のプロパティを入力しま
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
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。
• 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、[Node type] (ノードタイプ) と [Nodes] (ノード) の数を選択して、クラス
ターのサイズを設定します。
5.

(オプション) [Load sample data] (サンプルデータをロード) をクリックし Amazon Redshift クラス
ターにサンプルのデータセットをロードして、データをクエリするためのクエリエディタの使用を開
始します。
ファイアウォールの内側にいる場合、データベースポートはインバウンド接続を受け入れる、開いて
いるポートである必要があります。

6.

コンソールページの指示に従って [Database configurations] (データベース設定) にプロパティを入力
します。

7.

[Cluster permissions] (クラスターのアクセス許可) で、[Manage IAM roles] (IAM ロールの管理) から
[Create IAM role] (IAM ロールの作成) を選択します。

8.

以下のいずれかの方法を選択して、IAM ロールがアクセスする Amazon S3 バケットを指定します。
• [No additional Amazon S3 bucket] (追加の Amazon S3 バケットはありません) を選択し、特定の
Amazon S3 バケットを指定せずに IAM ロールを作成します。
• Amazon Redshift クラスターへのアクセス権を持つユーザーが、AWS アカウント 内の任意の
Amazon S3 バケットとそのコンテンツにも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。
• IAM ロールを作成中の (1 つ以上の) Amazon S3 バケットに、ユーザーがアクセスできるようにする
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。

9.

[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。
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10. [クラスターを作成] を選択して、クラスターを作成します。クラスターの使用準備ができるまで、数
分かかることがあります。

クラスターかのら IAM ロールの削除
クラスターからは、1 つ以上の IAM ロールを削除できます。

クラスターから IAM ロールを削除するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在の AWS リージョン にあるア
カウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの
列に表示されます。

3.

IAM ロールを削除するクラスターを選択します。

4.

[Cluster permissions] (クラスターのアクセス許可) で、クラスターから削除する 1 つ以上の IAM ロー
ルを選択します。

5.

[Manage IAM roles] (IAM ロールの管理) で、[Remove IAM roles] (IAM ロールを削除) をクリックしま
す。

クラスターへの IAM ロールの関連付け
クラスターには、1 つ以上の IAM ロールを関連付けることができます。

IAM ロールをクラスターに関連付けるには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在の AWS リージョン にあるア
カウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの
列に表示されます。

3.

IAM ロールを関連付けるクラスターを選択します。

4.

[Cluster permissions] (クラスターのアクセス許可) で、クラスターに関連付ける IAM ロールを 1 つ以
上選択します。

5.

[Manage IAM roles] (IAM ロールの管理) で、[Associate IAM roles] (IAM ロールを関連付ける) を選択し
ます。

6.

クラスターに関連付ける IAM ロールを 1 つ以上選択します。

7.

その後、[Associate IAM roles] (IAM ロールの関連付け) をクリックします。

IAM ロールをデフォルトとして設定する
IAM ロールをクラスターのデフォルトに設定することができます。

IAM ロールをクラスターのデフォルトにするには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在の AWS リージョン にあるア
カウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの
列に表示されます。

3.

IAM ロールをデフォルトに設定するクラスターを選択します。
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4.

[Cluster permissions] (クラスターのアクセス許可) にある [Associated IAM roles] (関連付けられた IAM
ロール) から、クラスターのデフォルトとして設定する IAM ロールを選択します。

5.

[Set default] (デフォルトの設定) で、[Make default] (デフォルトにする) をクリックします。

6.

プロンプトが表示されたら、[Set default] (デフォルトに設定) をクリックして、指定した IAM ロール
をデフォルトにすることを確認します。

クラスターでの IAM ロールのデフォルト解除
クラスターのデフォルトとしての IAM ロールの使用を終了することができます。

クラスターでの IAM ロールのデフォルト使用をクリアするには
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で [Clusters] (クラスター) を選択します。現在の AWS リージョン にあるア
カウントのクラスターがリストされています。各クラスターのプロパティのサブセットが、リストの
列に表示されます。

3.

IAM ロールを関連付けるクラスターを選択します。

4.

[Cluster permissions] (クラスターのアクセス許可) にある [Associated IAM roles] (関連付けられた IAM
ロール) から、デフォルトの IAM ロールを選択します。

5.

[Set default] (デフォルトの設定) で、[Clear default] (デフォルトをクリアする) をクリックします。

6.

プロンプトが表示されたら、[Clear default] (デフォルトをクリア) をクリックして、指定された IAM
ロールのデフォルト使用を解除することを確認します。

クラスターで作成された IAM ロールの AWS CLI による管理
クラスターで作成された IAM ロールを、AWS CLI を使用して管理することができます。

IAM ロールをデフォルトとして設定しながら Amazon Redshift クラスターを作成するには
IAM ロールをデフォルトとして設定しながら、Amazon Redshift クラスターを作成するには、AWS CLI の
aws redshift create-cluster コマンドを使用します。
以下の AWS CLI コマンドは、Amazon Redshift クラスターと myrole1 という名前の IAM ロールを作成し
ます。この AWS CLI コマンドでは、同時に myrole1 をクラスターのデフォルトとして設定します。
aws redshift create-cluster \
--node-type dc2.large \
--number-of-nodes 2 \
--master-username adminuser \
--master-user-password TopSecret1 \
--cluster-identifier mycluster \
--iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1' 'arn:aws:iam::012345678910:role/
myrole2' \
--default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1'

以下のスニペットに、この応答例を示します。
{

"Cluster": {
"ClusterIdentifier": "mycluster",
"NodeType": "dc2.large",
"MasterUsername": "adminuser",
"DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"IamRoles": [
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{
},
{

}

}

]
...

}

"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"ApplyStatus": "adding"
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
"ApplyStatus": "adding"

Amazon Redshift クラスターに IAM ロールを 1 つ以上追加するには
クラスターに 1 つ以上の IAM ロールを追加し関連付けを行うには、AWS CLI の aws redshift
modify-cluster-iam-roles コマンドを使用します。
以下の AWS CLI コマンドでは、クラスターに myrole3 および myrole4 が追加されます。
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
--cluster-identifier mycluster \
--add-iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3'
'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4'

以下のスニペットに、この応答例を示します。
{

}

"Cluster": {
"ClusterIdentifier": "mycluster",
"NodeType": "dc2.large",
"MasterUsername": "adminuser",
"DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
"ApplyStatus": "adding"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4",
"ApplyStatus": "adding"
}
],
...
}

Amazon Redshift クラスターから 1 つ以上の IAM ロールを削除するには
クラスターに関連付けられた 1 つ以上の IAM ロールを削除するには、AWS CLI の aws redshift
modify-cluster-iam-roles コマンドを使用します。
以下の AWS CLI コマンドにより、クラスターから myrole3 および myrole4 が削除されます。
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aws redshift modify-cluster-iam-roles \
--cluster-identifier mycluster \
--remove-iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3'
'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4'

以下のスニペットに、この応答例を示します。
{

}

"Cluster": {
"ClusterIdentifier": "mycluster",
"NodeType": "dc2.large",
"MasterUsername": "adminuser",
"DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
"ApplyStatus": "removing"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4",
"ApplyStatus": "removing"
}
],
...
}

関連付けられた IAM ロールをクラスターのデフォルトとして設定するには
関連付けられた IAM ロールをクラスターのデフォルトとして設定するには、AWS CLI の aws redshift
modify-cluster-iam-roles コマンドを使用します。
以下の AWS CLI コマンドでは、myrole2 がクラスターのデフォルトとして指定されます。
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
--cluster-identifier mycluster \
--default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2'

以下のスニペットに、この応答例を示します。
{

"Cluster": {
"ClusterIdentifier": "mycluster",
"NodeType": "dc2.large",
"MasterUsername": "adminuser",
"DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
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}

}

],
...

}

"ApplyStatus": "in-sync"

関連付けられていない IAM ロールをクラスターのデフォルトに設定するには
関連付けられていない IAM ロールをクラスターのデフォルトとして設定する場合は、AWS CLI の aws
redshift modify-cluster-iam-roles コマンドを使用します。
以下の AWS CLI コマンドは、myrole2 を Amazon Redshift クラスターに追加した上で、そのクラスター
のデフォルトとして設定します。
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
--cluster-identifier mycluster \
--add-iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3' \
--default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3'

以下のスニペットに、この応答例を示します。
{

}

"Cluster": {
"ClusterIdentifier": "mycluster",
"NodeType": "dc2.large",
"MasterUsername": "adminuser",
"DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
"ApplyStatus": "in-sync"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
"ApplyStatus": "adding"
}
],
...
}

スナップショットからクラスターを復元し、そこに IAM ロールをデフォルトとして設定するには
スナップショットからクラスターを復元する際、既存の IAM ロールを関連付けるか、新しい IAM ロール
を作成しクラスターのデフォルトとして設定することができます。
スナップショットから復元した Amazon Redshift クラスターに、IAM ロールをデフォルトとして設定する
には、AWS CLI の aws redshift restore-from-cluster-snapshot コマンドを使用します。
以下の AWS CLI コマンドは、スナップショットからクラスターを復元した上で、そのクラスターのデ
フォルトとして myrole2 を設定します。
aws redshift restore-from-cluster-snapshot \
--cluster-identifier mycluster-clone \
--snapshot-identifier my-snapshot-id
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--iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1' 'arn:aws:iam::012345678910:role/
myrole2' \
--default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1'

以下のスニペットに、この応答例を示します。
{

}

"Cluster": {
"ClusterIdentifier": "mycluster-clone",
"NodeType": "dc2.large",
"MasterUsername": "adminuser",
"DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"IamRoles": [
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
"ApplyStatus": "adding"
},
{
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
"ApplyStatus": "adding"
}
],
...
}

フェデレーション ID を使用して、ローカルリソースと Amazon
Redshift Spectrum の外部テーブルへの Amazon Redshift アクセ
スを管理する
GetDatabaseCredentials から提供された認証情報により AWS で ID フェデレーションを使用する
と、ローカルデータや外部データへの認証とアクセスを簡素化できます。現在、Amazon S3 にある外部
データへのアクセスをユーザーに許可するには、アクセス権限ポリシーで定義されたアクセス権限を持つ
IAM ロールを作成します。これにより、ロールが割り当てられたユーザーは、外部データにアクセスで
きます。これは有効ですが、特定のユーザーに特定の列を使用できないようにするなど、きめ細かいルー
ルを提供したい場合は、外部スキーマで追加の設定が必要な場合があります。このトピックでは、特定の
IAM ロールを使用する代わりに、AWS ID フェデレーションを使用してリソースへのアクセスを提供する
方法を説明します。ID フェデレーションでは、GetDatabaseCredentials から提供された認証情報を
使用することで、指定や変更が簡単にできる詳細な IAM ルールを介して AWS Glue や Redshift Spectrum
リソースにアクセスできます。これにより、ビジネスルールに適合したアクセスを簡単に適用できます。
フェデレーション認証情報を使用すると、次のような利点があります。
• Redshift Spectrum では、クラスターにアタッチされた IAM ロールを管理する必要はありません。
• クラスター管理者は、異なる IAM コンテキストを持ち、コンシューマーがアクセス可能な外部スキーマ
を作成できます。これは、例えば、異なるコンシューマーが同じ外部スキーマをクエリして、返された
レコードに複数のフィールドを取得する場合、テーブルで列のフィルタリングを実行する場合に便利で
す。
• Amazon Redshift へのクエリは、ロールだけではなく IAM ユーザー ID を使用して行うことができま
す。

フェデレーション ID でログインする ID の準備
フェデレーション ID でログインする前に、準備のための手順をいくつか実行する必要があります。これら
の手順は、Amazon S3 バケットに保存されたデータファイルを参照する既存の Redshift Spectrum 外部ス
キーマがあり、そのバケットが Amazon Redshift クラスターまたは Amazon Redshift サーバーレスデータ
ウェアハウスと同じアカウントにあることを前提としています。

502

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift が AWS サービ
スにアクセスすることを許可する

1.

IAM ID を作成する。IAM ユーザー、IAM ロールのどちらでも構いません。IAM がサポートする任意の
名前を使用してください。

2.

ID に許可ポリシーをアタッチします。次のいずれかを指定します。
• redshift:GetClusterCredentialsWithIAM (Amazon Redshift でプロビジョニングされたク
ラスターの場合)
• redshift-serverless:GetCredentials (Amazon Redshift サーバーレスの場合)
IAM コンソールを使用して、ポリシーエディタで権限を追加できます。
IAM ID には、外部データにアクセスするための権限も必要です。以下の AWS マネージドポリシーを
直接追加して、Amazon S3 へのアクセスを許可します。
• AmazonS3ReadOnlyAccess
• AWSGlueConsoleFullAccess
AWS Glue を使用して外部データを準備する場合は、最後のマネージドポリシーが必要です。Amazon
Redshift Spectrum へのアクセスを許可する手順の詳細については、Amazon Redshift と Redshift
Spectrum の入門ガイドの一部である「Amazon Redshift 用の IAM ロールの作成」を参照してくださ
い。これは Redshift Spectrum にアクセスするための IAM ポリシーを追加する手順を示しています。

3.

Amazon Redshift に接続する SQL クライアントの設定。Amazon Redshift JDBC ドライバーを使用し
て、IAM ユーザーの認証情報をツールの認証情報プロパティに追加します。SQL Workbench/J のよう
なクライアントはこれに適しています。次のクライアント接続拡張プロパティを設定します。
• AccessKeyID — アクセスキーの ID。
• SecretAccessKey – シークレットアクセスキー (暗号化を使用しない場合は、シークレットキーを送
信することによるセキュリティ上のリスクに注意が必要です)。
• SessionToken – IAM ロールに必要な一連の認証情報。
• groupFederation — プロビジョニングされたクラスターにフェデレーション ID を設定する場合
は、true に設定します。Amazon Redshift サーバーレスを使用している場合は、このパラメータを
設定しないでください。
• LogLevel — 整数のログレベルの値。これはオプションです。

4.

Amazon Redshift または Amazon Redshift サーバーレスコンソールにある JDBC エンドポイントの
URL を設定します。URL スキーマを jdbc:redshift:iam: に置き換え、次の書式を使用してください。
• Amazon Redshift でプロビジョニングされたクラスターの書式: jdbc:redshift:iam://
<cluster_id>.<unique_suffix>.<region>.redshift.amazonaws.com:<port>/
<database_name>
例: jdbc:redshift:iam://test1.12345abcdefg.useast-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev
• Amazon Redshift サーバーレスの書式: jdbc:redshift:iam://
<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshiftserverless.amazonaws.com:5439:<port>/<database_name>
例: jdbc:redshift:iam://default.123456789012.us-east-1.redshiftserverless.amazonaws.com:5439/dev
IAM ID を使用して初めてデータベースに接続すると、Amazon Redshift によって自動的に同じ名前の
Amazon Redshift ID を作成し、プレフィックスとして IAM ユーザーの場合は IAM:、IAM ロールの場
合は IAMR: を付けます。このトピックの残りのステップでは、IAM ユーザー向けの例を示します。
Redshift ユーザーが自動的に作成されない場合は、管理者アカウントを使用して CREATE USER ス
テートメントを実行し、IAM:<user name> の形式でユーザー名を指定することで作成できます。
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5.

Amazon Redshift クラスター管理者として、Redshift ユーザーに外部スキーマへのアクセスに必要な
アクセス権限を付与します。
GRANT ALL ON SCHEMA my_schema to "IAM:my_user";

Redshift ユーザーに外部スキーマにテーブルを作成する権限を付与するには、そのユーザーがスキー
マの所有者である必要があります。例:
ALTER SCHEMA my_schema owner to "IAM:my_user";

6.

設定を確認するには、権限が付与された後で、SQL クライアントを使用して IAM ユーザーとしてクエ
リを実行します。このクエリサンプルは、外部テーブルからデータを取得します。
SELECT * FROM my_schema.my_table;

Redshift Spectrum への ID と権限の伝達を始める
フェデレーション ID を外部テーブルのクエリに渡すには、CREATE EXTERNAL SCHEMA の IAM_ROLE ク
エリパラメータの値として SESSION を設定します。次のステップでは、外部スキーマにクエリを許可す
る SESSION を設定し、活用する方法を説明します。
1.

ローカルテーブルと外部テーブルを作成します。AWS Glue でカタログ化された外部テーブルがこれ
に該当します。

2.

IAM ID を使用して Amazon Redshift に接続します。前のセクションで説明したように、Amazon
Redshift に ID が接続されると、Redshift データベースユーザーが作成されます。ユーザーが以前には
存在しなかった場合は作成されます。新規ユーザーの場合、管理者はユーザーにクエリやテーブルの
作成など、Amazon Redshift でタスクを実行する権限を付与する必要があります。

3.

管理者アカウントで Redshift に接続します。SESSION 値を使用して、外部スキーマを作成するコマ
ンドを実行します。
create external schema spectrum_schema from data catalog
database '<my_external_database>'
region '<my_region>'
iam_role 'SESSION'
catalog_id '<my_catalog_id>';

この場合、catalog_id が設定されていることに注意してください。これは、SESSION によって特
定のロールを置き換えるため、この機能で追加された新しい設定になります。
この例では、クエリ内の値は実際の値がどのように表示されているかを示しています。
create external schema spectrum_schema from data catalog
database 'spectrum_db'
region 'us-east-1'
iam_role 'SESSION'
catalog_id '123456789012'

4.

この場合の catalog_id の値は、AWS アカウント ID です。
ステップ 2 で接続した IAM ID を使用して、クエリを実行して外部データにアクセスします。例:
select * from spectrum_schema.table1;

この場合、例えば table1 は Amazon S3 バケット内のファイル内の JSON 形式のデータである可能
性があります。
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5.

クラスターにアタッチされた IAM ロールを使用する外部スキーマが既に存在し、外部データベース
またはスキーマを参照している場合は、既存のスキーマを置き換えて、このステップで説明している
フェデレーション ID を使用するか、新しいスキーマを作成できます。

SESSION はフェデレーション ID 認証情報が外部スキーマのクエリに使用されることを示しま
す。SESSION クエリパラメータを使用する場合は、必ず catalog_id を設定してください。これは、
スキーマに使用されるデータカタログを指しているため必須です。以前は、catalog_id は iam_role
に割り当てられた値から取得していました。このように、ID と認証情報の伝達を設定すると、例えば
Redshift Spectrum にフェデレーション認証情報を使用して外部スキーマをクエリする場合、IAM ロールに
よる認証は必要ありません。
IAM ロールを使用して Redshift Spectrum データにアクセスするには、「ユーザーに代わって Amazon
Redshift が他の AWS サービスにアクセスすることを許可する (p. 483)」を参照してください。

Amazon Redshift でのログ作成とモニタリング
モニタリングは、Amazon Redshift と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持
する上で重要なパートです。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグで
きるように、AWS ソリューションのすべてのパートからモニタリングデータを収集できます。AWS に
は、Amazon Redshift リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための複数のツール
が用意されています。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間中、1 つのメトリクスをモニタリングしま
す。メトリクスが特定の閾値を超えると、Amazon SNS トピックまたは AWS Auto Scaling ポリシー
に通知が送信されます。CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由ではアクションを呼
び出しません。状態が変わり、それが指定した期間だけ維持される必要があります。詳細について
は、アラームの管理 (p. 569) を参照してください。メトリクスの一覧は、CloudWatch メトリクスを
使用した Amazon Redshift のモニタリング (p. 540)をご覧ください。
AWS CloudTrail ログ
CloudTrail では、Amazon Redshift で IAM ユーザー、ロール、または AWS サービスにより実行
された API オペレーションのレコードを確認できます。CloudTrail で収集された情報を使用し
て、Amazon Redshift に対する要求、要求元の IP アドレス、要求者、要求日時などの詳細を確認でき
ます。詳細については、「CloudTrail によるログ記録 (p. 513)」を参照してください。

データベース監査ログ作成
Amazon Redshift は、データベースの接続とユーザーアクティビティに関する情報を記録します。これら
のログは、セキュリティとトラブルシューティング目的でのデータベースのモニタリングに役立ちます。
このプロセスは、データベース監査と呼ばれます。ログは次の場所に保存できます。
• Amazon S3 バケット – これによりデータベースでのモニタリング作業を担当するユーザーはデータセ
キュリティ機能にアクセスできます。
• Amazon CloudWatch – 可視化機能やアクションの設定など、CloudWatch に組み込まれている機能を使
用して、監査ログデータを表示できます。
トピック
• Amazon Redshift ログ (p. 506)
• ログ作成の有効化 (p. 508)
• Amazon CloudWatch への監査ログの送信 (p. 509)
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• Amazon S3 でのログファイルの管理 (p. 509)
•
•
•
•

Amazon S3 での Amazon Redshift 監査ログ作成のトラブルシューティング (p. 512)
AWS CloudTrailを使用した Amazon Redshift API コールのログ作成 (p. 512)
コンソールを使用して監査を設定する (p. 512)
AWS CLI と Amazon Redshift API を使用したログ作成の設定 (p. 513)

Amazon Redshift ログ
Amazon Redshift は、次のログファイルに情報を記録します。
• 接続ログ – 認証試行、接続、切断をログに記録します。
• ユーザーログ – データベースのユーザー定義の変更に関する情報をログに記録します。
• ユーザーアクティビティログ – 各クエリをデータベースで実行される前にログに記録します。
接続ログとユーザーログは、主にセキュリティに役立ちます。接続ログを使用して、データベースに接続
するユーザーや関連する接続情報についての情報をモニタリングできます。この情報には、ユーザーの
IP アドレス、要求日時、使用した認証の種類などが含まれます。ユーザーログを使用して、データベース
ユーザーの定義の変更を監視できます。
ユーザーアクティビティログは、主にトラブルシューティングに役立ちます。ユーザーとシステムによっ
てデータベースで実行されるクエリの種類についての情報を追跡します。
接続ログとユーザーログは、データベースのシステムテーブルに保存されている情報と一致します。シス
テムテーブルを使用して同じ情報を取得できますが、ログファイルのほうがより簡単に検索と参照ができ
ます。ログファイルは、テーブルに対してクエリを実行するために、データベースのアクセス許可ではな
く Amazon S3 のアクセス許可に依存しています。また、システムテーブルに対してクエリを実行するの
ではなくログファイルの情報を参照するので、データベースとのやりとりによる影響が軽減されます。

Note
ログファイルは、ベースシステムログテーブル、STL_USERLOG と STL_CONNECTION_LOG
ほど最新ではありません。最新のレコードを含まない、それより古いレコードはログファイルに
コピーされます。

接続ログ
認証の試行、接続と切断を記録します。次の表は、接続ログの情報を示しています。これらのフィールド
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「STL_CONNECTION_LOG」を
参照してください。
列名

説明

event

接続または認証イベント。

recordtime

イベントが発生した時刻。

remotehost

リモートホストの名前または IP アドレス。

remoteport

リモートホストのポート番号。

pid

ステートメントに関連付けられるプロセス ID。

dbname

データベース名。

username

ユーザー名。

authmethod

認証方法。
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列名

説明

duration

接続時間 (マイクロ秒)。

sslversion

Secure Sockets Layer (SSL) バージョン。

sslcipher

SSL 暗号。

mtu

最大送信単位 (MTU)。

sslcompression

SSL 圧縮タイプ。

sslexpansion

SSL 拡張タイプ。

iamauthguid

AWS CloudTrail リクエストの AWS Identity and Access Management (IAM) 認証
ID。

application_name

セッションのアプリケーションの初期名または更新名。

driver_version

サードパーティーの SQL クライアントツールから Amazon Redshift クラスターに
接続する ODBC または JDBC ドライバーのバージョン。

os_version

Amazon Redshift クラスターに接続するクライアントマシン上にあるオペレーティ
ングシステムのバージョン。

plugin_name

Amazon Redshift クラスターへの接続に使用されるプラグインの名前。

protocol_version

Amazon Redshift ドライバーが、サーバーとの接続を確立する際に使用する内部プ
ロトコルのバージョン。

sessionid

現在のセッションのグローバル一意識別子。

ユーザーログ
データベースユーザーに対する次の変更の詳細のレコード。
• ユーザーの作成
• ユーザーの削除
• ユーザーの変更 (名前の変更)
• ユーザーの変更 (プロパティの変更)

列名

説明

userid

変更の影響を受けるユーザーの ID。

username

変更の影響を受けるユーザーのユーザー名。

oldusername

名前の変更アクションの場合、以前のユーザー名。その他のアクションの場合、こ
のフィールドは空欄です。

action

実行されたアクション。有効な値:
• 変更
• 作成
• 削除
• 名前の変更
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列名

説明

usecreatedb

true (1) の場合、ユーザーにデータベースを作成する許可があることを示していま
す。

usesuper

true (1) の場合、ユーザーがスーパーユーザーであることを示しています。

usecatupd

true (1) の場合、ユーザーはシステムカタログを更新できることを示します。

valuntil

パスワードの有効期限。

pid

プロセス ID。

xid

トランザクション ID。

recordtime

UTC でのクエリの開始時間。

ユーザーアクティビティログ
データベースで実行される前に記録した各クエリのログ。
列名

説明

recordtime

イベントが発生した時刻。

db

データベース名。

user

ユーザー名。

pid

ステートメントに関連付けられるプロセス ID。

userid

ユーザー ID

xid

トランザクション ID。

query

プレフィックス LOG の後に、改行を含むクエリのテキストが続きます。

ログ作成の有効化
Amazon Redshift の監査ログ作成はデフォルトではオンになっていません。クラスターでログ作成をオン
にすると、Amazon Redshift は、監査ログが有効になった時点から現在までのデータをキャプチャするロ
グを作成して Amazon CloudWatch にエクスポートするか、Amazon S3 にアップロードします。各ログの
更新は、以前のログの続きとなります。
CloudWatch または Amazon S3 の監査ログ作成は、任意で、手動のプロセスです。システムテーブル
へのログ作成は任意ではなく、自動的に作成されます。システムテーブルのログ作成の詳細について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドのシステムテーブルのリファレンスを参照してく
ださい。
接続ログ、ユーザーログ、ユーザーアクティビティログを同時に有効にするには、 AWS Management
Console、Amazon Redshift API Reference、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のいずれかを使用
します。ユーザーアクティビティログについては、enable_user_activity_logging データベース
パラメータも有効にする必要があります。監査ログ作成機能のみを有効にし、関連するパラメータを有効
にしない場合、データベース監査ログは接続ログとユーザーログの情報のみを記録し、ユーザーアクティ
ビティログの情報は記録しません。この enable_user_activity_logging パラメータはデフォルト
では有効になっていません (false)。ユーザーアクティビティログを有効にするには、このパラメータを
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true に設定します。詳細については、Amazon Redshift パラメータグループを作成します。 (p. 339)を参
照してください。

Note
現在、Amazon S3 管理キー (SSE-S3) 暗号化 (AES-256) のみを監査ログ作成に使用できます。

Amazon CloudWatch への監査ログの送信
CloudWatch へのログ作成を有効にすると、Amazon Redshift はクラスター接続、ユーザー、およびユー
ザーアクティビティに関するログデータを、Amazon CloudWatch Logs のロググループにエクスポートし
ます。ログデータは、スキーマ的には変更されません。CloudWatch はアプリケーションをモニタリング
するために構築されており、リアルタイム分析を実行したり、アクションを実行するように設定したりで
きます。Amazon CloudWatch Logs を使用して、非常に耐久性が高いストレージにログレコードを保存で
きます。
CloudWatch を使用したログの表示は、Amazon S3 にログファイルを保存する代わりに推奨される代替手
段です。多くの設定を必要とせず、特に他のサービスやアプリケーションのモニタリングにすでに使用し
ている場合は、監視要件に適している可能性があります。

Amazon CloudWatch でのロググループとログイベント
エクスポートする Amazon Redshift ログを選択すると、Amazon CloudWatch Logs でログイベントをモ
ニタリングできるようになります。Amazon Redshift Serverless のための新しいロググループは、次の
(log_type がログタイプを表す) プレフィックスを使用して自動的に作成されます。
/aws/redshift/cluster/<cluster_name>/<log_type>

例えば、接続ログをエクスポートする場合、そのログデータは次のロググループに保存されます。
/aws/redshift/cluster/cluster1/connectionlog

ログイベントをロググループに対しエクスポートする際には、ログストリームが使用されます。サー
バーレスエンドポイントのログイベント内で情報を検索するには、Amazon CloudWatch Logs コンソー
ル、AWS CLI、または Amazon CloudWatch Logs API を使用します。ログデータの検索およびフィルタ処
理の詳細については、「フィルターを使用したログイベントからのメトリクスの作成」を参照してくださ
い。
CloudWatch では、粒度と柔軟性を提供するクエリ構文を使用してログデータを検索できます。詳細につ
いては、「CloudWatch Logs Insights クエリ構文」を参照してください。

Amazon CloudWatch 監査ログ作成に移行する
ログを Amazon S3 に送信している場合に、CloudWatch にログを送信するなど、設定を変更して
も、Amazon S3 に残っているログは影響を受けません。そのデータが格納されている Amazon S3 バケッ
ト内で引き続きログデータをクエリすることができます。

Amazon S3 でのログファイルの管理
Amazon S3 の Amazon Redshift のログファイルの数とサイズは、クラスターのアクティビティによって大
きく異なります。大量のログを生成しているアクティブなクラスターがある場合、Amazon Redshift はよ
り頻繁にログファイルを生成することがあります。同じ時間に複数の接続ログがあるなど、同じタイプの
アクティビティに対して一連のログファイルが存在する場合があります。
Amazon Redshift が Amazon S3 を使用してログを保存する場合、Amazon S3 で使用するストレージの料
金が発生します。Amazon S3 にログ作成の設定を行う前に、ログファイルをどのくらいの期間保存する必
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要があるかのプランを必ず作成してください。この作業の一環として、監査の必要性に応じてログファイ
ルをいつ削除またはアーカイブできるかを決定します。作成するプランは、コンプライアンス要件または
規制要件に従ったデータなど、保存するデータの種類によって大きく異なります。Amazon S3 料金の詳細
については、Amazon Simple Storage Service (S3) の料金を参照してください。

Amazon Redshift 監査ログ作成のためのバケットのアクセス許可
Amazon S3 へのログ作成をオンにすると、Amazon Redshift はログ作成情報を収集し、Amazon S3 に保
存されたログファイルにアップロードします。新しいバケットを作成することも、既存のバケットを使用
することもできます。Amazon Redshift には、バケットに対して以下の IAM アクセス許可が必要です。
• s3:GetBucketAcl このサービスは、Amazon S3 バケットに対して読み取りのアクセス許可が必要で
す。これにより、バケット所有者を識別できます。
• s3:PutObject このサービスは、ログをアップロードするため、put object のアクセス許可が必要で
す。また、ログ作成を有効にする IAM ユーザーまたは IAM ロールには、Amazon S3 バケットへの
s3:PutObject アクセス許可を持っている必要があります。ログがアップロードされるたびに、サービ
スは現在のバケット所有者のログ作成が有効になったときのバケット所有者と一致するかどうかを判定
します。これらの所有者が一致しない場合は、エラーが発生します。
監査ログ作成を有効にするときにに新規バケットを作成するオプションを選択すると、正確なアクセス許
可がバケットに適用されます。ただし、Amazon S3 で独自にバケットを作成する、または既存のバケット
を使用する場合、必ずバケット名を含むバケットポリシーを追加してください。ログは、サービスプリン
シパルの認証情報を使用して配信されます。ほとんどの場合のAWS リージョンでは、Redshift サービスプ
リンシパル名、 redshift.amazonaws.comです。
このバケットポリシーでは、次の形式を使用します。ServiceName と BucketNameは独自の値のプレー
スホルダーです。バケットポリシーで、関連付けられたアクションとリソースも指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Put bucket policy needed for audit logging",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ServiceName"
},
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetBucketAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BucketName",
"arn:aws:s3:::BucketName/*"
]
}
]

次の例は、米国東部（バージニア北部）リージョン、および AuditLogsという名前のバケットのバケッ
トポリシーです。
{

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Put bucket policy needed for audit logging",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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}

]

}

"Service": "redshift.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetBucketAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::AuditLogs",
"arn:aws:s3:::AuditLogs/*"
]

デフォルトで有効になっていないリージョン (「オプトイン」リージョンとも呼ばれます) には、リー
ジョン固有のサービスプリンシパル名が必要です。これらの場合、サービスプリンシパル名には、
redshift.region.amazonaws.comという形式でリージョンが含まれます。たとえば、redshift.apeast-1.amazonaws.com は、アジアパシフィック (香港) リージョンの 1 つです。デフォルトで有効に
なっていないリージョンの一覧については、AWS 一般のリファレンスの「AWS リージョン の管理」を参
照してください。

Note
リージョン固有のサービスプリンシパル名は、クラスターがあるリージョンに対応します。

ログファイルのベストプラクティス
Redshift が Amazon S3 にログファイルをアップロードする場合、大きなファイルを部分的にアップロー
ドできます。マルチパートアップロードが成功しなかった場合、ファイルの一部が Amazon S3 バケット
に残っている可能性があります。これにより、追加のストレージコストが発生する可能性があるため、
マルチパートアップロードが失敗した場合に何が起きるかを理解することが重要です。監査ログのマルチ
パートアップロードの詳細については、マルチパートアップロードを使用したオブジェクトのアップロー
ドとコピー と マルチパートアップロードの中止を参照してください。
Amazon S3 バケットの作成とバケットポリシー追加の詳細については、 Amazon Simple Storage Service
コンソールユーザーガイドの バケットの作成 と バケット許可の編集 を参照してください。

Amazon Redshift 監査ログ作成のバケットの構造
デフォルトでは、Amazon Redshift は Amazon S3 バケット内のログファイルの整理に以下のバケットおよ
びオブジェクト構造 を使用します。

AWSLogs/AccountID/ServiceName/Region/Year/Month/Day/AccountID_ServiceName_Region_ClusterNa
例: AWSLogs/123456789012/redshift/us-east-1/2013/10/29/123456789012_redshift_useast-1_mycluster_userlog_2013-10-29T18:01.gz
Amazon S3 のキープレフィックスを指定すると、キーの冒頭にプレフィックスが挿入されます。
たとえば、myprefix のプレフィックスを指定する場合: myprefix/AWSLogs/123456789012/
redshift/us-east-1/2013/10/29/123456789012_redshift_useast-1_mycluster_userlog_2013-10-29T18:01.gz
Amazon S3 のキープレフィックスは 512 文字を超えることはできません。スペース ( )、二重引用符 (“)、
一重引用符 (‘)、バックスラッシュ (\) を含めることはできません。また、許可されない特殊文字、および
制御文字もいくつかあります。これらの文字の 16 進コードは次のとおりです。
• x00 から x20
• x 22
• x 27
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• x5c
• x7f 以上

Amazon S3 での Amazon Redshift 監査ログ作成のトラブル
シューティング
Amazon Redshift 監査ログ作成は、以下の理由で中断されることがあります。
• Amazon Redshift には、Amazon S3 バケットにログをアップロードするアクセス許可がありません。バ
ケットに正しい IAM ポリシーが設定されていることを確認します。詳細については、 Amazon Redshift
監査ログ作成のためのバケットのアクセス許可 (p. 510)を参照してください。
• バケット所有者が変更されました。Amazon Redshift がログをアップロードするとき、バケット所有者
がログが有効になったときと同じであることを確認します。バケット所有者を変更した場合、Amazon
Redshift は、監査ログ作成に使用する別のバケットを設定するまでログをアップロードできません。
• バケットが見つかりません。Amazon S3 でバケットが削除された場合、Amazon Redshift はログを
アップロードできません。バケットを再作成するか、別のバケットにログをアップロードするように
Amazon Redshift を設定する必要があります。

AWS CloudTrailを使用した Amazon Redshift API コールのログ作
成
Amazon Redshiftは、Amazon Redshift 内のユーザー、ロール、または AWS サービスによって実行され
たアクションのレコードを提供するサービスである AWS CloudTrailと統合されています。CloudTrail の
すべての API コールをイベントとして Amazon Redshift にキャプチャします。Amazon Redshift と AWS
CloudTrail の統合の詳細については、「CloudTrail によるログ記録」を参照してください。
CloudTrail は、Amazon Redshift データベース監査ログ作成から独立して、または追加して使用できま
す。
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。

コンソールを使用して監査を設定する
Amazon Redshift を設定することで、監査ログデータをエクスポートできます。ログは CloudWatch にエ
クスポートすることも、ファイルとして Amazon S3 バケットにエクスポートすることもできます。

コンソールを使用して監査ログ作成を有効にする
コンソールの手順
クラスターに対して監査ログを有効にする
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、更新するクラスターを選択します。

3.

プロパティ タブを選択します。[Database configurations] (データベース設定) パネルで、[Edit] (編
集)、[Edit audit logging] (監査ログ作成を編集する) を選択します。

4.

[Edit audit logging] (監査ログ作成を編集する) ページで、[Turn on] (有効化)、{S3 bucket} (S3 バケッ
ト) または [CloudWatch] を選択します。管理が簡単で、データの視覚化に役立つ機能を備えているた
め、CloudWatch の使用をお勧めします。

5.

エクスポートするログを選択します。

6.

[Save changes] (変更の保存) を選択して、変更を保存します。
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AWS CLI と Amazon Redshift API を使用したログ作成の設定
以下の Amazon Redshift CLI オペレーションを使用して監査ログ作成を設定できます。
• describe-logging-status
• disable-logging
• enable-logging
以下の Amazon Redshift API オペレーションを使用して、監査ログ作成を設定できます。
• DescribeLoggingStatus
• DisableLogging
• EnableLogging

CloudTrail によるログ記録
AWS CloudTrail を使用したコールのログ記録
Amazon Redshift、データ共有、Amazon Redshift サーバーレス、Amazon Redshift Data API、クエリ
エディタ v2 のすべてが AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、Amazon Redshift のユー
ザー、ロール、または AWS サービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail
のすべての API コールをイベントとして Amazon Redshift にキャプチャします。キャプチャされたコール
には、Amazon Redshift コンソールからのコールと、Redshift オペレーションへのコードコールが含まれ
ます。
CloudTrail 証跡を作成する場合は、Amazon S3 バケットに対する CloudTrail イベント (Redshift のイベン
トなど) の継続的デリバリーを使用できます。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 によって収集されたデータを使用し
て、多くの情報を判断できます。これには、Redshift 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含みます。
CloudTrail は、Amazon Redshift データベース監査ログ作成から独立して、または追加して使用できま
す。
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 での情報の使用
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS で有効になります。アクティビティが発生すると、そのアク
ティビティは、[Event history] (イベント履歴) の他の AWS サービスイベントとともに、CloudTrail イベン
トに記録されます。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、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照し
てください。
AWS アカウントのイベント (Redshift のイベントなど) を継続的に記録するには、証跡を作成しま
す。CloudTrail は、証跡を使用してログファイルを Amazon S3 バケットに配信します。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、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 のサービスを設定できます。詳細については、AWS CloudTrail
ユーザーガイドで次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
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• 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 CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
Amazon Redshift、Amazon Redshift サーバーレス、Data API、データ共有、クエリ
エディタ v2 のすべてのアクションは、CloudTrail によってログに記録されます。例え
ば、AuthorizeDatashare、CreateNamespace、ExecuteStatement、CreateConnection の各ア
クションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、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。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的な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 のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail userIdentity Element」を参照してく
ださい。

ログファイルのエントリについて
証跡は、指定した Amazon S3 バケットに対して、イベントをログファイルとして配信できるようにする
設定です。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベント は、任意の
出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストパラ
メータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けら
れたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

Amazon Redshift データ共有の例
以下の例は、 AuthorizeDataShare オペレーションを説明する CloudTrail ログエントリを示していま
す。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "janedoe"
},
"attributes": {
"creationDate": "2021-08-02T23:40:45Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2021-08-02T23:40:58Z",
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"eventSource": "redshift.amazonaws.com",
"eventName": "AuthorizeDataShare",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "3.227.36.75",
"userAgent":"aws-cli/1.18.118 Python/3.6.10
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.17.41",
"requestParameters": {
"dataShareArn": "arn:aws:redshift:useast-1:111122223333:datashare:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53/testshare",
"consumerIdentifier": "555555555555"
},
"responseElements": {
"dataShareArn": "arn:aws:redshift:useast-1:111122223333:datashare:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53/testshare",
"producerNamespaceArn": "arn:aws:redshift:useast-1:123456789012:namespace:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53",
"producerArn": "arn:aws:redshift:useast-1:111122223333:namespace:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53",
"allowPubliclyAccessibleConsumers": true,
"dataShareAssociations": [
{
"consumerIdentifier": "555555555555",
"status": "AUTHORIZED",
"createdDate": "Aug 2, 2021 11:40:56 PM",
"statusChangeDate": "Aug 2, 2021 11:40:57 PM"
}
]
},
"requestID": "87ee1c99-9e41-42be-a5c4-00495f928422",
"eventID": "03a3d818-37c8-46a6-aad5-0151803bdb09",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

Amazon Redshift サーバーレスの例
Amazon Redshift サーバーレスは、AWS CloudTrail との統合により、Amazon Redshift サーバーレスで
実行されたアクションの記録を提供します。CloudTrail のすべての API コールをイベントとして Amazon
Redshift Serverless にキャプチャします。Amazon Redshift サーバーレスの機能の詳細については、
「Amazon Redshift サーバーレス機能の概要」を参照してください。
次の例は、CreateNamespace アクションを示す CloudTrail ログエントリです。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE:admin",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/admin/admin",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/admin",
"accountId": "111111111111",
"userName": "admin"
},
"webIdFederationData": {},
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"attributes": {
"creationDate": "2022-03-21T20:51:58Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}

}
},
"eventTime": "2022-03-21T23:15:40Z",
"eventSource": "redshift-serverless.amazonaws.com",
"eventName": "CreateNamespace",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "56.23.155.33",
"userAgent": "aws-cli/2.4.14 Python/3.8.8 Linux/5.4.181-109.354.amzn2int.x86_64 exe/
x86_64.amzn.2 prompt/off command/redshift-serverless.create-namespace",
"requestParameters": {
"adminUserPassword": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"adminUsername": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"dbName": "dev",
"namespaceName": "testnamespace"
},
"responseElements": {
"namespace": {
"adminUsername": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"creationDate": "Mar 21, 2022 11:15:40 PM",
"defaultIamRoleArn": "",
"iamRoles": [],
"logExports": [],
"namespaceArn": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:111111111111:namespace/
befa5123-16c2-4449-afca-1d27cb40fc99",
"namespaceId": "8b726a0c-16ca-4799-acca-1d27cb403599",
"namespaceName": "testnamespace",
"status": "AVAILABLE"
}
},
"requestID": "ed4bb777-8127-4dae-aea3-bac009999163",
"eventID": "1dbee944-f889-4beb-b228-7ad0f312464",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111111111111",
"eventCategory": "Management",
}

Amazon Redshift Data API の例
次の例は、ExecuteStatement アクションを示す CloudTrail ログエントリです。
{

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity":{
"type":"IAMUser",
"principalId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
"arn":"arn:aws:sts::123456789012:user/janedoe",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "janedoe"
},
"eventTime":"2020-08-19T17:55:59Z",
"eventSource":"redshift-data.amazonaws.com",
"eventName":"ExecuteStatement",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"192.0.2.0",
"userAgent":"aws-cli/1.18.118 Python/3.6.10
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.17.41",
"requestParameters":{
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"clusterIdentifier":"example-cluster-identifier",
"database":"example-database-name",
"dbUser":"example_db_user_name",
"sql":"***OMITTED***"

}

},
"responseElements":{
"clusterIdentifier":"example-cluster-identifier",
"createdAt":"Aug 19, 2020 5:55:58 PM",
"database":"example-database-name",
"dbUser":"example_db_user_name",
"id":"5c52b37b-9e07-40c1-98de-12ccd1419be7"
},
"requestID":"00c924d3-652e-4939-8a7a-cd0612eeb8ac",
"eventID":"c1fb7076-102f-43e5-9ec9-40820bcc1175",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"

Amazon Redshift クエリエディタ v2 の例
次の例は、CreateConnection アクションを示す CloudTrail ログエントリです。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE:session",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyRole/session",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole",
"accountId": "123456789012",
"userName": "MyRole"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"creationDate": "2022-09-21T17:19:02Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2022-09-21T22:22:05Z",
"eventSource": "sqlworkbench.amazonaws.com",
"eventName": "CreateConnection",
"awsRegion": "ca-central-1",
"sourceIPAddress": "192.2.0.2",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
"requestParameters": {
"password": "***",
"databaseName": "***",
"isServerless": false,
"name": "***",
"host": "redshift-cluster-2.c8robpbxvbf9.ca-central-1.redshift.amazonaws.com",
"authenticationType": "***",
"clusterId": "redshift-cluster-2",
"username": "***",
"tags": {
"sqlworkbench-resource-owner": "AAKEOFPINEXAMPLE:session"
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}
},
"responseElements": {
"result": true,
"code": "",
"data": {
"id": "arn:aws:sqlworkbench:ca-central-1:123456789012:connection/ce56b1bedd65-4bfb-8b17-12345123456",
"name": "***",
"authenticationType": "***",
"databaseName": "***",
"secretArn": "arn:aws:secretsmanager:cacentral-1:123456789012:secret:sqlworkbench!7da333b4-9a07-4917-b1dc-12345123456-qTCoFm",
"clusterId": "redshift-cluster-2",
"dbUser": "***",
"userSettings": "***",
"recordDate": "2022-09-21 22:22:05",
"updatedDate": "2022-09-21 22:22:05",
"accountId": "123456789012",
"tags": {
"sqlworkbench-resource-owner": "AAKEOFPINEXAMPLE:session"
},
"isServerless": false
}
},
"requestID": "9b82f483-9c03-4cdd-bb49-a7009e7da714",
"eventID": "a7cdd442-e92f-46a2-bc82-2325588d41c3",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}

AWS CloudTrail ログの Amazon Redshift アカウント ID
Amazon Redshift が別の AWS のサービスを呼び出す際、その呼び出しは、Amazon Redshift に属するアカ
ウント ID で記録されます。自分のアカウント ID では記録されません。たとえば、Amazon Redshift が、
クラスターでの暗号化を管理するために CreateGrant、 Decrypt、 Encrypt、 RetireGrant などの
AWS Key Management Service (AWS KMS) オペレーションを呼び出すとします。この場合、この呼び出
しは AWS CloudTrail により、Amazon Redshift アカウント ID を使用して記録されます。
Amazon Redshift が他の AWS サービスを呼び出す際、次の表にあるアカウント ID が使用されます。
リージョン

リージョン

アカウント ID

米国東部（バージニア州北部）
リージョン

us-east-1

368064434614

米国東部(オハイオ州)リージョン

us-east-2

790247189693

米国西部 (北カリフォルニア) リー
ジョン

us-west-1

703715109447

米国西部 (オレゴン州) リージョン

us-west-2

473191095985

アフリカ（ケープタウン）リー
ジョン

af-south-1

420376844563

アジアパシフィック (香港) リー
ジョン

ap-east-1

651179539253
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リージョン

リージョン

アカウント ID

アジアパシフィック (ジャカルタ)
リージョン

ap-southeast-3

623197973179

アジアパシフィック (ムンバイ)
リージョン

ap-south-1

408097707231

アジアパシフィック（大阪）リー
ジョン

ap-northeast-3

398671365691

アジアパシフィック (ソウル) リー
ジョン

ap-northeast-2

713597048934

アジアパシフィック (シンガポー
ル) リージョン

ap-southeast-1

960118270566

アジアパシフィック (シドニー)
リージョン

ap-southeast-2

485979073181

アジアパシフィック (東京) リー
ジョン

ap-northeast-1

615915377779

カナダ (中部) リージョン

ca-central-1

764870610256

欧州（フランクフルト）リージョ
ン

eu-central-1

434091160558

欧州（アイルランド）リージョン

eu-west-1

246478207311

欧州（ロンドン）リージョン

eu-west-2

885798887673

欧州（ミラノ）リージョン

eu-south-1

041313461515

欧州（パリ）リージョン

eu-west-3

694668203235

欧州（ストックホルム）リージョ
ン

eu-north-1

553461782468

中東 (バーレーン) リージョン

me-south-1

051362938876

中東 (アラブ首長国連邦) リージョ
ン

me-central-1

595013617770

南米 (サンパウロ) リージョン

sa-east-1

392442076723

次の例は、Amazon Redshift から呼び出された AWS KMS Decrypt オペレーションの CloudTrail ログエン
トリを示しています。
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAI5QPCMKLTL4VHFCYY:i-0f53e22dbe5df8a89",
"arn": "arn:aws:sts::790247189693:assumed-role/prod-23264-role-wp/
i-0f53e22dbe5df8a89",
"accountId": "790247189693",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
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"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2017-03-03T16:24:54Z"

},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAI5QPCMKLTL4VHFCYY",
"arn": "arn:aws:iam::790247189693:role/prod-23264-role-wp",
"accountId": "790247189693",
"userName": "prod-23264-role-wp"
}

}
},
"eventTime": "2017-03-03T17:16:51Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "52.14.143.61",
"userAgent": "aws-internal/3",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:redshift:createtime": "20170303T1710Z",
"aws:redshift:arn": "arn:aws:redshift:us-east-2:123456789012:cluster:my-dwinstance-2"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "30d2fe51-0035-11e7-ab67-17595a8411c8",
"eventID": "619bad54-1764-4de4-a786-8898b0a7f40c",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/f8f4f94f-e588-4254b7e8-078b99270be7",
"accountId": "123456789012",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "c1daefea-a5c2-4fab-b6f4-d8eaa1e522dc"
}

Amazon Redshift のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環とし
て Amazon Redshift のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS
コンプライアンスプログラム」を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、「AWSDownloading reports in AWS Artifact」を参照してください。
Amazon Redshift を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や組織の
コンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。Amazon Redshift の使用が
HIPAA、PCI、FedRAMP などの標準に準拠していることを前提とする場合、AWS で役立つリソースをご
利用いただけます。
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• 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では、AWS のデプロイメントセキュリ
ティやコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境におけるアーキテクチャ上の考慮事項や手順
について説明しています。
• Architecting for HIPAA security and compliance ホワイトペーパー では、企業が AWS を使用して HIPAA
準拠のアプリケーションを作成する方法について説明しています。
• AWS コンプライアンスのリソースは、お客様の業界や場所に適用される場合があるワークブックおよび
ガイドです。
• AWS サービスの 1 つである AWS Config では、自社プラクティス、業界ガイドライン、規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価できます。
• AWS サービスの 1 つである AWS Security Hubは、AWS 内でのお客様のセキュリティ状態を総合的に
把握するためのもので、セキュリティ業界における標準やベストプラクティスに準拠しているかを確認
するのに役立ちます。
次のコンプライアンスおよびセキュリティのドキュメントは Amazon Redshift を対象としており、AWS
Artifact を通じてオンデマンドで入手できます。詳細については、「」を参照してください。AWS Artifact
• クラウドコンピューティングコンプライアンスコントロールカタログ (C5)
• ISO 27001:2013 適用宣言書 (SoA)
• ISO 27001:2013 認証
• ISO 27017:2015 適用宣言書 (SoA)
• ISO 27017:2015 認証
• ISO 27018:2015 適用宣言書 (SoA)
• ISO 27018:2014 認証
• ISO 9001:2015 認証
• PCI DSS Attestation of Compliance (AOC) と Responsibility Summary
• Service Organization Controls (SOC) 1 レポート
• Service Organization Controls (SOC) 2 レポート
• Service Organization Controls (SOC) 2 機密性に関するレポート

Amazon Redshift の復元力
AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーン (AZ) を中心と
して構築されています。AWSリージョンでは、複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾー
ンが提供されており、それらは低レイテンシー、高スループット、高冗長性のネットワークにより接続さ
れています。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することなく自動的に
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。また、ア
ベイラビリティーゾーンは、従来の単一データセンターのインフラストラクチャや複数データセンターの
インフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性に優れています。
ほとんどの AWS リージョンには、複数のアベイラビリティーゾーンとデータセンターがあります。耐障
害性と低レイテンシーのために、同じリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにアプリケーショ
ンをデプロイできます。
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。
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Amazon Redshift 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 Redshift は、Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホ
ワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されていま
す。
AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で Amazon Redshift にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされ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 Diffie-Hellman
(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 Security Token ServiceAWS STS () を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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。さら
に、Amazon Redshift 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おり、それらのポリシー
には、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。

ネットワークの隔離
Amazon VPC サービスに基づく 仮想プライベートクラウド (VPC) は、AWS クラウド内の論理的に隔離さ
れた領域にあるプライベートネットワークです。以下の手順を実行して、VPC 内に Amazon Redshift クラ
スターをデプロイできます。
• AWS リージョンに VPC を作成します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの Amazon
VPC とはを参照してください。
• 2 つ以上のプライベート VPC サブネットを作成します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガ
イド」の「VPC とサブネット」を参照してください。
• Amazon Redshift クラスターをデプロイします。詳細については、「Amazon Redshift クラスターサブ
ネットグループ (p. 118)」を参照してください。
Amazon Redshift クラスターは、プロビジョニング時にデフォルトでロックされます。Amazon Redshift
クライアントからのインバウンドネットワークトラフィックを許可するには、VPC セキュリティグルー
プを Amazon Redshift クラスターに関連付けます。詳細については、「Amazon Redshift クラスターサブ
ネットグループ (p. 118)」を参照してください。
特定の IP アドレス範囲へのトラフィックまたは特定の IP アドレス範囲からのトラフィックのみを許可す
るには、VPC を使用してセキュリティグループを更新します。一例として、企業ネットワークからのトラ
フィックまたは企業ネットワークへのトラフィックのみを許可する場合があります。
クラスターがタグ付けされているサブネットに関連付けられたネットワークアクセスコントロールリスト
を設定する際には、それぞれの AWS リージョンの S3 CIDR 範囲は、イングレスルールとエグレスルール
の両方で許可リストに追加されます。これにより、Redshift Spectrum、COPY、UNLOAD などの S3 ベー
スの操作を中断なく実行できます。
以下のコマンド例では、us-east-1 リージョンの Amazon S3 で使用されるすべての IPv4 アドレスに対し
て JSON レスポンスを解析します。
curl https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json | jq -r '.prefixes[] |
select(.region=="us-east-1") | select(.service=="S3") | .ip_prefix'
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54.231.0.0/17
52.92.16.0/20
52.216.0.0/15

特定のリージョンの S3 IP 範囲を取得する方法については、「AWS IP アドレスの範囲」を参照してくだ
さい。
Amazon Redshift は、専用テナンシー VPC へのクラスターのデプロイをサポートしています。詳細につい
ては、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「ハードウェア専有インスタンス」を参照してください。

Amazon Redshift クラスターセキュリティグループ
Amazon Redshift クラスターをプロビジョニングすると、デフォルトではロックされているため、誰もア
クセスすることはできません。他のユーザーに Amazon Redshift クラスターへのインバウンドアクセスを
許可するには、クラスターをセキュリティグループに関連付けます。EC2-VPC プラットフォームを使用
する場合は、既存の Amazon VPC セキュリティグループを使用するか、新しいグループを定義してクラス
ターに関連付けることができます。EC2-VPC プラットフォームでのクラスターの管理の詳細については、
「VPC でクラスターを管理する (p. 114)」を参照してください。
EC2-Classic プラットフォームでは、クラスターセキュリティグループを定義し、そのグループをクラス
ターに関連付けます。EC2-Classic プラットフォームは、廃止されています。クラスターは、EC2-Classic
プラットフォームではなく EC2-VPC プラットフォームで起動することをお勧めします。ただし、Amazon
Redshift コンソールを使用して EC2-Classic スナップショットを EC2-VPC クラスターに復元できます。
詳細については、「スナップショットからのクラスターの復元 (p. 372)」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントを使用した
Amazon Redshift への接続
インターネット経由で接続するのではなく、仮想プライベートクラウド (VPC) のインターフェイス
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) を通じて Amazon Redshift API のサービスに直接接続できま
す。Amazon Redshift API アクションの詳細については、Amazon Redshift API リファレンスからアクショ
ンを参照してください。AWS PrivateLink の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インター
フェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。クラスターへの JDBC/ODBC 接
続は、Amazon Redshift API サービスの一部ではないことに注意してください。
インターフェイス VPC エンドポイントを使用すると、VPC と Amazon Redshift の間の通信は完全に
AWS ネットワーク内で実施されるため、セキュリティが強化されます。各 VPC エンドポイントは、VPC
サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface とプライベート IP アドレスで表されます。ネット
ワークインターフェイスの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Elastic
Network Interface を参照してください。
インターフェイス VPC エンドポイントは、VPC を Amazon Redshift に直接接続します。インターネット
ゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) デバイス、仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続、
または AWS Direct Connect 接続は使用されません。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがな
くても Amazon Redshift API と通信できます。
VPC を介して Amazon Redshift を使用するには、2 つの方法があります。1 つは、VPC 内のインスタンス
から接続することです。もう 1 つの方法として、AWS VPN オプションまたは AWS Direct Connect を使
用して、プライベートネットワークを VPC に接続する方法があります。AWS VPN オプションの詳細につ
いては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPN 接続」を参照してください。AWS Direct Connect の詳細
については、AWS Direct Connect ユーザーガイドの「コネクションの作成」を参照してください。
インターフェイス VPC エンドポイントを作成し、AWS Management Console か AWS Command Line
Interface (AWS CLI) コマンドのいずれかを使用して、Amazon Redshift に接続できます。詳細について
は、「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。
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インターフェイス VPC エンドポイントを作成した後、エンドポイントのプライベート DNS ホスト
名を有効にできます。これを行うと、デフォルトの Amazon Redshift エンドポイント (https://
redshift.Region.amazonaws.com) は VPC エンドポイントで解決されます。
プライベート DNS ホスト名を有効にしない場合は、Amazon VPC が以下の形式で使用できる DNS エンド
ポイント名を提供します。
VPC_endpoint_ID.redshift.Region.vpce.amazonaws.com

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)」を参照してください。
Amazon Redshift は、VPC 内のすべての API オペレーションへの呼び出しをサポートしています。
VPC エンドポイントポリシーを VPC エンドポイントにアタッチして、AWS Identity and Access
Management (IAM) プリンシパルのアクセスを制御できます。また、セキュリティグループを VPC エン
ドポイントに関連付けて、ネットワークトラフィックの送信元と送信先に基づいてインバウンドとアウト
バウンドのアクセスを制御することもできます。IP アドレスの例はです。詳細については、Amazon VPC
ユーザーガイドの VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロールを参照してください。

Amazon Redshift 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
Amazon Redshift VPC エンドポイントのポリシーを作成できます。このポリシーでは以下を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパルまたは実行できないプリンシパル
• 実行可能なアクション
• このアクションを実行できるリソース
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール」を参照してください。
以下に、VPC エンドポイントポリシーの例を示します。
トピック
• 例: 指定した AWS アカウントからのすべてのアクセスを拒否する VPC エンドポイントポリ
シー (p. 524)
• 例: 指定した IAM プリンシパル (ユーザー) への VPC アクセスのみを許可する VPC エンドポイントポ
リシー (p. 525)
• 例: 読み取り専用の Amazon Redshift オペレーションを許可する VPC エンドポイントポリ
シー (p. 525)
• 例: 指定したクラスターへのアクセスを拒否する VPC エンドポイントポリシー (p. 526)

例: 指定した AWS アカウントからのすべてのアクセスを拒否する VPC エンドポ
イントポリシー
次の VPC エンドポイントポリシーは、AWS アカウント 123456789012 からリソースへのエンドポイン
トを使用したすべてのアクセスを拒否します。

{

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
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},
{

]

}

}

"Principal": "*"
"Action": "*",
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": [
"123456789012"
]
}

例: 指定した IAM プリンシパル (ユーザー) への VPC アクセスのみを許可する
VPC エンドポイントポリシー
次の VPC エンドポイントポリシーは、AWS アカウント 123456789012 の IAM ユーザー
redshiftadmin にのみフルアクセスを許可します。他のすべてのプリンシパルは、エンドポイントを使
用したアクセスを拒否されます。

{

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/redshiftadmin"
]
}
}]

}

例: 読み取り専用の Amazon Redshift オペレーションを許可する VPC エンドポイ
ントポリシー
次の VPC エンドポイントポリシーは、AWS アカウント 123456789012 にのみ、指定された Amazon
Redshift アクションの実行を許可します。
指定されたアクションは、Amazon Redshift の読み込み専用アクセスに相当します。指定されたアカウ
ントでは、VPC 上の他のすべてのアクションが拒否されます。他のすべてのアカウントは、すべてのア
クセスを拒否されます。Amazon Redshift アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの
Amazon Redshift のアクション、リソース、および条件キーを参照してください。

{

"Statement": [
{
"Action": [
"redshift:DescribeAccountAttributes",
"redshift:DescribeClusterParameterGroups",
"redshift:DescribeClusterParameters",
"redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
"redshift:DescribeClusterSnapshots",
"redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
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"redshift:DescribeClusterVersions",
"redshift:DescribeDefaultClusterParameters",
"redshift:DescribeEventCategories",
"redshift:DescribeEventSubscriptions",
"redshift:DescribeHsmClientCertificates",
"redshift:DescribeHsmConfigurations",
"redshift:DescribeLoggingStatus",
"redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
"redshift:DescribeQuery",
"redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
"redshift:DescribeReservedNodes",
"redshift:DescribeResize",
"redshift:DescribeSavedQueries",
"redshift:DescribeScheduledActions",
"redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
"redshift:DescribeSnapshotSchedules",
"redshift:DescribeStorage",
"redshift:DescribeTable",
"redshift:DescribeTableRestoreStatus",
"redshift:DescribeTags",
"redshift:FetchResults",
"redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings"

]

}

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": [
"123456789012"
]
}

例: 指定したクラスターへのアクセスを拒否する VPC エンドポイントポリシー
次の VPC エンドポイントポリシーは、すべてのアカウントとプリンシパルのフルアクセスを許可し
ます。同時に、クラスター ID my-redshift-cluster の Amazon Redshift クラスターで実行された
アクションへの AWS アカウント 123456789012 のアクセスを拒否します。クラスターのリソースレ
ベルのアクセス許可をサポートしないその他の Amazon Redshift アクションは、引き続き許可されま
す。Amazon Redshift アクションとそれに対応するリソースタイプのリストについては、IAM ユーザーガ
イドの Amazon Redshift のアクション、リソース、および条件キーを参照してください。

{

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
},
{
"Action": "*",
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:my-redshiftcluster",
"Principal": {
"AWS": [
"123456789012"
]
}
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}

]

}

Amazon Redshift での設定と脆弱性の分析
AWS では、ゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ適用、ファイアウォール
設定、災害対策 (DR) などのベーシックセキュリティタスクの処理を行います。これらの手順は認定サー
ドパーティーによって確認されています。詳細については、「Amazon Redshift のコンプライアンス検
証 (p. 520)」、「責任共有モデル」、および「セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンスのベ
ストプラクティス」を参照してください。
Amazon Redshift によって自動的に更新やパッチがデータウェアハウスに適用されるため、お客様は管理
作業ではなくアプリケーションそのものに集中することができます。パッチとアップグレードは、設定可
能なメンテナンスウィンドウ中に適用されます。詳細については、「メンテナンスウィンドウ (p. 77)」を
参照してください。
Amazon Redshift クエリエディタ v2 はAWSで管理されるアプリケーションです。すべてのパッチと更新
は必要に応じて AWS によって適用されます。
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イスの使用
Amazon Redshift は、AWS SDK、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および Amazon Redshift 管
理 API といった、Amazon Redshift クラスターの作成、管理、削除に使用できる複数の管理インターフェ
イスをサポートしています。
Amazon Redshift API – リクエストを送信することでこの Amazon Redshift 管理 API を呼び出すことが
できます。リクエストは、Action という名前のパラメータで HTTP 動詞 GET または POST を使用する
HTTP または HTTPS リクエストです。Amazon Redshift API の呼び出しは、Amazon Redshift サービスに
アクセスする最も直接的な方法です。しかし、エラー処理やリクエストに署名するハッシュの生成など、
低レベルの詳細な作業をアプリケーションで処理する必要があります。
• Amazon Redshift API リクエストの構築と署名の詳細については、「HTTP リクエストへの署
名 (p. 531)」を参照してください。
• Amazon Redshift API アクションと Amazon Redshift のデータ型については、Amazon Redshift API リ
ファレンスを参照してください。
AWS SDK – AWS SDK は Amazon Redshift クラスター関連のオペレーションに使用できます。一部の
SDK ライブラリは基礎となる Amazon Redshift API をラップします。このようなライブラリは、特定の
プログラミング言語に API 機能を統合し、多くの低レベルの詳細な作業 (署名の計算、リクエスト再試
行の処理、エラー処理など) を処理します。SDK ライブラリのラッパー関数を呼び出すことで、Amazon
Redshift クラスターを管理するアプリケーションの作成プロセスが大幅に簡易化されます。
• Amazon Redshift は、AWS SDKs for Java、.NET、PHP、Python、Ruby、および Node.js でサポートさ
れています。Amazon Redshift のラッパー関数の詳細については、各 SDK のリファレンスマニュアルを
参照してください。AWS SDK のリストとドキュメントのリンクについては、「Tools for Amazon Web
Services」を参照してください。
• このガイドでは、Java SDK を使用して Amazon Redshift を操作する例について説明します。これ以外
の AWS SDK コードサンプルについては、「サンプルコードとライブラリ」を参照してください。
AWS CLI – CLI では、Windows、Mac、および Linux コンピュータから AWS サービスを管理する際に使
用できるコマンドラインツールのセットが提供されています。AWS CLI には、Amazon Redshift API アク
ションに基づくコマンドが含まれています。
• Amazon Redshift CLI のインストールとセットアップの詳細については、Amazon Redshift CLI のセット
アップ (p. 533) を参照してください。
• Amazon Redshift CLI コマンドのリファレンス資料については、AWS CLI リファレンスの「Amazon
Redshift」を参照してください。
トピック
• Amazon Redshift とのやり取りに AWS SDK for Java を使用する (p. 529)
• HTTP リクエストへの署名 (p. 531)
• Amazon Redshift CLI のセットアップ (p. 533)

528

Amazon Redshift 管理ガイド
AWS SDK for Java の使用

Amazon Redshift とのやり取りに AWS SDK for
Java を使用する
AWS SDK for Java には AmazonRedshiftClientBuilder というクラスがあります。このクラスを使用
して Amazon Redshift とやり取りすることができます。AWS SDK for Java のダウンロードの詳細につい
ては、「AWS SDK for Java」を参照してください。

Note
AWS SDK for Java には、Amazon Redshift へのアクセスに使用できるスレッドセーフのクライア
ントが用意されています。最善の方法としては、ご利用のアプリケーションでクライアントを 1
つ作成し、そのクライアントをスレッド間で再利用することです。
AmazonRedshiftClientBuilder および AwsClientBuilder クラスを使用して、エンドポイントを
設定し、AmazonRedshift クライアントを作成できます。その後、クライアントオブジェクトを使用し
て、Cluster オブジェクトのインスタンスを作成できます。Cluster オブジェクトには、基盤となる
Amazon Redshift クエリ API のアクションに対応するメソッドが含まれます (これらのアクションについ
ては、Amazon Redshift API リファレンスを参照してください)。メソッドを呼び出す場合、対応するリク
エストオブジェクトを作成する必要があります。リクエストオブジェクトには、実際のリクエストで渡す
必要がある情報が含まれます。Cluster オブジェクトでは、リクエストに対するレスポンスで Amazon
Redshift から返される情報が提供されます。
次の例では、AmazonRedshiftClientBuilder クラスを使用して、エンドポイントを設定してから 2
ノードの ds2.xlarge クラスターを作成する方法を示しています。

String endpoint = "https://redshift.us-east-1.amazonaws.com/";
String region = "us-east-1";
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoint, region);
AmazonRedshiftClientBuilder clientBuilder = AmazonRedshiftClientBuilder.standard();
clientBuilder.setEndpointConfiguration(config);
AmazonRedshift client = clientBuilder.build();
CreateClusterRequest request = new CreateClusterRequest()
.withClusterIdentifier("exampleclusterusingjava")
.withMasterUsername("masteruser")
.withMasterUserPassword("12345678Aa")
.withNodeType("ds2.xlarge")
.withNumberOfNodes(2);
Cluster createResponse = client.createCluster(request);
System.out.println("Created cluster " + createResponse.getClusterIdentifier());

Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行例
Eclipse を使用した Java コード実行の一般的な手順例
1. Eclipse で新しい AWS Java プロジェクトを作成します。
AWS Toolkit for Eclipse 入門ガイドの「Setting up the AWS Toolkit for Eclipse」の手順に従います。
2. お読みになっているこのドキュメントのセクションからサンプルコードをコピーし、新しい Java クラ
スファイルとしてプロジェクトに貼り付けます。
3. コードを実行します。
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コマンドラインからの Amazon Redshift の Java 実行
例
コマンドラインからの Java コード実行例の一般的な手順
1. 次のように環境をセットアップし、テストします。
a. 作業するディレクトリを作成し、そのディレクトリに src、bin、および sdk サブフォルダを作成
します。
b. AWS SDK for Java をダウンロードし、作成した sdk サブフォルダに展開します。SDK を展開する
と、sdk フォルダ内に 4 つのサブフォルダが作成されます (lib、third-party フォルダなど)。
c. SDK for Java に AWS 認証情報を指定します。詳細については、AWS SDK for Java デベロッパーガ
イドの「Providing AWS credentials in the AWS SDK for Java」を参照してください。
d. Java プログラムコンパイラ (javac) と Java アプリケーションランチャー (java) を作業ディレクト
リから実行できることを確認します。次のコマンドを実行することでテストできます。
javac -help
java -help

2. 実行するコードを .java ファイルに記入し、そのファイルを src フォルダに保存します。このプロセス
を説明するために、ここでは、AWS SDK for Java を使用したクラスターの管理 (p. 112) のコードを使
用し、src ディレクトリのファイルが CreateAndModifyClusters.java になるようにしていま
す。
3. コードをコンパイルします。
javac -cp sdk/lib/aws-java-sdk-1.3.18.jar -d bin src\CreateAndModifyClusters.java

別バージョンの AWS SDK for Java を使用している場合、バージョンのクラスパス (-cp) を調整しま
す。
4. コードを実行します。次のコマンドでは、読みやすくするために改行が加えられています。
java -cp "bin;
sdk/lib/*;
sdk/third-party/commons-logging-1.1.1/*;
sdk/third-party/httpcomponents-client-4.1.1/*;
sdk/third-party/jackson-core-1.8/*"
CreateAndModifyClusters

お使いのオペレーティングシステムに合わせて、必要に応じてクラスパスの区切り文字を変更してくだ
さい。例えば、Windows の区切り文字は例のように「;」ですが、Unix の場合は「:」です。コード例
によっては、この例よりも多くのライブラリが必要になる場合があります。また、使用している AWS
SDK のバージョンによってはサードパーティーのフォルダ名が異なる場合があります。このような場合
は、必要に応じてクラスパス (-cp) を調整してください。
このドキュメントのサンプルを実行するには、Amazon Redshift をサポートする AWS SDK のバージョ
ンを使用してください。AWS SDK for Java の最新バージョンを取得するには、AWS SDK for Java に
アクセスします。

エンドポイントの設定
デフォルトで、AWS SDK for Java はエンドポイント https://redshift.useast-1.amazonaws.com/ を使用しています。次の Java コードスニペットに示すよう
に、client.setEndpoint メソッドを使用してエンドポイントを明示的に設定できます。
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Example
client = new AmazonRedshiftClient(credentials);
client.setEndpoint("https://redshift.us-east-1.amazonaws.com/");

クラスターをプロビジョニングできる AWS リージョンのリストについては、Amazon Web Services 用語
集の「Regions and endpoints」のセクションを参照してください。

HTTP リクエストへの署名
Amazon Redshift では、管理 API に送信するすべてのリクエストが署名によって認証されている必要があ
ります。このトピックでは、リクエストに署名する方法について説明します。
いずれかの AWS ソフトウェア開発キット (SDK) または AWS Command Line Interface を使用する場合、
リクエストは自動的に署名されるため、このセクションは省略してかまいません。AWS SDK の使用方
法の詳細については、「Amazon Redshift 管理インターフェイスの使用 (p. 528)」を参照してくださ
い。Amazon Redshift Command Line Interface の使用に関する詳細については、Amazon Redshift コマン
ドラインリファレンスをご覧ください。
リクエストに署名するには、暗号化ハッシュ関数を使用してデジタル署名を計算します。暗号化ハッシュ
は、入力データから一意のハッシュ値生成して返す関数です。ハッシュ関数に渡される入力データとして
は、リクエストのテキスト、およびシークレットアクセスキーが該当します。ハッシュ関数から返される
ハッシュ値をリクエストに署名として含めます。署名は、リクエストの Authorization ヘッダーの一部
です。

Note
API アクセスには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが必要です。AWS アカウント
の root ユーザーアクセスキーの代わりに IAM ユーザーアクセスキーを使用します。IAM アクセス
キーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照し
てください。
Amazon Redshift は、リクエストを受け取ると、リクエストの署名に使用されたものと同じハッシュ関数
と入力データを使用して署名を再計算します。再計算された署名がリクエストに含まれる署名と一致した
場合、Amazon Redshift はリクエストを処理します。それ以外の場合、リクエストは拒否されます。
Amazon Redshift では、AWS 署名バージョン 4 を使用した認証がサポートされています。署名を計算する
プロセスは 3 つのタスクで構成されます。これらのタスクをこの後の例に示します。
• タスク 1: 正規リクエストを作成する
HTTP リクエストを正規形式に変換します。正規形式を使用する必要がある理由は、送信した署名と比
較するために、Amazon Redshift で同じ正規形式を使用して署名が計算されるためです。
• タスク 2: 署名文字列を作成する
暗号化ハッシュ関数への入力値の 1 つとして使用する文字列を作成します。署名文字列と呼ばれる文字
列は、ハッシュアルゴリズムの名前、要求日付、認証情報スコープの文字列、および前のタスクで正規
化されたリクエストを結合したものです。認証情報スコープの文字列自体は、日付、リージョン、およ
びサービス情報を結合したものです。
• タスク 3: 署名を作成する
2 つの入力文字列 (署名文字列と派生キー) を受け取る暗号化ハッシュ関数を使用して、リクエストの
署名を作成します。シークレットアクセスキーから、認証情報スコープの文字列を使用して一連のハッ
シュベースのメッセージ認証コード (HMAC-SHA256) を作成することで、派生キーが計算されます。
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署名の計算例
次の例に、CreateCluster リクエストの署名を作成する詳細な手順を示します。この例を参考にして実際の
署名の計算方法を確認できます。その他の参考計算例については、AWS 全般のリファレンスの「署名バー
ジョン 4 テストスイート」を参照してください。
GET または POST リクエストを使用してリクエストを Amazon Redshift に送信できます。この 2 つの違
いとして、GET リクエストではパラメータがクエリ文字列パラメータとして送信されるのに対し、POST
リクエストではパラメータがリクエストの本文に含まれます。次の例は POST リクエストを示していま
す。
例では、次のように想定しています。
• リクエストのタイムスタンプは Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 GMT
• エンドポイントは米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1
汎用リクエスト構文:
https://redshift.us-east-1.amazonaws.com/
?Action=CreateCluster
&ClusterIdentifier=examplecluster
&MasterUsername=masteruser
&MasterUserPassword=12345678Aa
&NumberOfNode=2
&NodeType=ds2.xlarge
&Version=2012-12-01
&x-amz-algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&x-amz-credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20121207/us-east-1/redshift/aws4_request
&x-amz-date=20121207T000000Z
&x-amz-signedheaders=content-type;host;x-amz-date

「タスク 1: 正規リクエストを作成する (p. 531)」で計算されるリクエストの正規形式は次のとおりで
す。
POST
/
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:redshift.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date:20121207T000000Z
content-type;host;x-amz-date
55141b5d2aff6042ccd9d2af808fdf95ac78255e25b823d2dbd720226de1625d

正規リクエストの最後の行はリクエストボディのハッシュです。この API にはクエリパラメータがないた
め、正規リクエストの 3 行目は空です。
「タスク 2: 署名する文字列を作成する (p. 531)」で署名する文字列は次のとおりです。
AWS4-HMAC-SHA256
20121207T000000Z
20121207/us-east-1/redshift/aws4_request
06b6bef4f4f060a5558b60c627cc6c5b5b5a959b9902b5ac2187be80cbac0714

署名する文字列の最初の行はアルゴリズム、2 行目はタイムスタンプ、3 行目は認証情報スコープ、最後
の行は「タスク 1: 正規リクエストを作成する (p. 531)」で作成した正規リクエストのハッシュです。認
証情報スコープで使用するサービス名は redshift です。
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「タスク 3: 署名を作成する (p. 531)」について、派生キーは次のように表されます。
derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey,"20121207"),"useast-1"),"redshift"),"aws4_request")

派生キーは連続するハッシュ関数として計算されます。上記の式の内側の HMAC ステートメントで
は、AWS4 というフレーズをシークレットアクセスキーと連結し、それをキーとして使用して「useast-1」データをハッシュします。このハッシュの結果が次のハッシュ関数のキーになります。
派生キーを計算した後、署名する文字列と派生キーという 2 つの入力文字列を受け取るハッシュ
関数でそのキーを使用します。例えば、シークレットアクセスキー wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY を使用し、前述の文字列に署名する場合、計算された署名は次のようになりま
す。
9a6b557aa9f38dea83d9215d8f0eae54100877f3e0735d38498d7ae489117920

最後のステップは、Authorization ヘッダーの構築です。デモンストレーションのアクセスキー
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE の場合、ヘッダーは次のとおりです (読みやすいように改行しています)。
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20121207/us-east-1/
redshift/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=9a6b557aa9f38dea83d9215d8f0eae54100877f3e0735d38498d7ae489117920

Amazon Redshift CLI のセットアップ
ここでは、Amazon Redshift の管理に使用するために、AWS CLI コマンドラインツールをセットアップ
して実行する方法について説明します。Amazon Redshift コマンドラインツールは、AWS Command Line
Interface (AWS CLI) で実行されており、Python (https://www.python.org/) が順番に使用されます。AWS
CLI は、Python をサポートするあらゆるオペレーティングシステムで実行できます。

インストール手順
Amazon Redshift コマンドラインツールを初めて使用する場合、まず AWS CLI をセットアップ
し、Amazon Redshift CLI オプションを定義する設定ファイルを追加します。
別の AWS CLI サービス用に AWS を既にインストールして設定している場合は、この手順をスキップでき
ます。

AWS Command Line Interfaceをインストールするには
1.

2.

3.

「AWS コマンドラインインターフェイスの設定」を参照し、AWS CLI のインストール手順に従いま
す。
CLI アクセスには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが必要です。長期のアクセスキーの
代わりに一時的な認証情報をできるだけ使用します。一時的な認証情報には、アクセスキー ID、シー
クレットアクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティトークンが含まれています。詳細
については、AWS 全般のリファレンスで「AWS アクセスキーの管理に関するベストプラクティス」
を参照してください。
アクセスキー、デフォルトのリージョン、コマンドの出力形式など、設定情報を含むファイルを作成
します。次に、そのファイルを参照する AWS_CONFIG_FILE 環境変数を設定します。詳細な手順につ
いては、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「Configuring the AWS CLI」にアクセスし
てください。
テストコマンドを実行して、AWS CLI インターフェイスが機能していることを確認します。たとえ
ば、次のコマンドを実行すると、AWS CLI のヘルプ情報が表示されます。
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aws help

次のコマンドを実行すると、Amazon Redshift のヘルプ情報が表示されます。
aws redshift help

Amazon Redshift CLI コマンドのリファレンス資料については、AWS CLI リファレンスの「Amazon
Redshift」にアクセスしてください。

AWS Command Line Interface の開始方法
このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) の使用開始に役立つ、Amazon Redshift
クラスターの基本的な管理タスクの実行方法を説明します。ここに示すタスクは Amazon Redshift 入門ガ
イドのタスクとよく似ていますが、Amazon Redshift コンソールではなく AWS CLI に特化しています。
このセクションでは、クラスターの作成、データベーステーブルの作成、データのアップロードおよびク
エリのテストの手順を説明します。AWS CLI を使用してクラスターをプロビジョニングし、必要なアクセ
ス許可を付与します。次に、SQL Workbench クライアントを使用してクラスターに接続し、サンプルテー
ブルを作成してからサンプルデータをアップロードして、テストクエリを実行します。

ステップ 1: 開始する前に
まだ AWS アカウントをお持ちでない場合は、サインアップしてアカウントを作成してください。その
後、Amazon Redshift コマンドラインツールを設定する必要があります。最後にクライアントツールおよ
びドライバーをダウンロードします。これはクラスターに接続するために使います。

ステップ 1.1: AWS アカウントへのサインアップ
サインアップして AWS ユーザーアカウントを作成する方法については、Amazon Redshift 入門ガイドを
参照してください。

ステップ 1.2: AWS CLI をダウンロードしてインストールする
AWS CLI をインストールしていない場合は、「Amazon Redshift CLI のセットアップ (p. 533)」を参照
してください。

ステップ 1.3: クライアントツールおよびドライバーをダウンロードする
PostgreSQL JDBC または ODBC ドライバーを使用する Amazon Redshift クラスターへの接続には、任意
の SQL クライアントツールを使用できます。現在そのようなソフトウェアがインストールされていない
場合は、SQL Workbench をおすすめします。SQL Workbench は無料のクロスプラットフォームツールで
す。このツールを使用して Amazon Redshift クラスター内のテーブルへのクエリを実行できます。このセ
クションの例では、SQL Workbench クライアントを使用しています。
SQL Workbench と PostgreSQL ドライバーをダウンロードする方法については、Amazon Redshift 入門ガ
イドにアクセスしてください。

ステップ 2: クラスターを起動する
これで、AWS CLI を使用してクラスターを起動する準備が整いました。

Important
ここで起動するクラスターはライブとなり、サンドボックスでは実行されません。クラスター
を終了するまで、そのクラスターについて標準使用料が発生します。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。
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ここで説明した演習を中断せずに完了し、終了時にクラスターを終了すれば、合計料金はごくわ
ずかです。
create-cluster コマンドには多くのパラメータがあります。この演習で使用するパラメータ値を次の
表で説明します。要件に合ったクラスター構成を作成できるようにするため、実働環境にクラスターを作
成する前に、すべての必須およびオプションのパラメータを確認することをお勧めします。詳細について
は、「create-cluster」を参照してください。
パラメータ名

この演習で使用するパラメータ値

cluster-identifier

examplecluster

master-username

adminuser

master-user-password

TopSecret1

node-type

ds2.xlarge または使用するノードサイズ。詳細に
ついては、「Amazon Redshift のクラスターとノー
ド (p. 63)」を参照してください。

cluster-type

single-node

クラスターを作成するには、次のコマンドを入力します。
aws redshift create-cluster --cluster-identifier examplecluster --master-username
masteruser --master-user-password TopSecret1 --node-type ds2.xlarge --cluster-type singlenode

クラスター作成プロセスは、完了まで数分かかることがあります。ステータスを確認するには、次のコマ
ンドを入力します。
aws redshift describe-clusters --cluster-identifier examplecluster

出力は以下のようになります。
{

"Clusters": [
{
...output omitted...
"ClusterStatus": "creating",
"ClusterIdentifier": "examplecluster",
...output omitted...

}

[ClusterStatus] フィールドが [creating] から [available] に変わったら、クラスターは使用できる状態
です。
次のステップでは、アクセスを許可してクラスターに接続できるようにします。
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ステップ 3: インバウンドトラフィックにクラスターアクセスを
許可する
クラスターに接続するには、クライアントへのインバウンドアクセス権限を明示的に付与する必要があり
ます。Amazon EC2 インスタンスまたは外部のコンピュータをクライアントとすることができます。
前のステップでは、セキュリティグループを指定せずにクラスターを作成したため、そのクラスターには
デフォルトのクラスターセキュリティグループが関連付けられています。デフォルトのクラスターセキュ
リティグループには、クラスターへのインバウンドトラフィックを認証するルールが含まれていません。
新しいクラスターにアクセスするには、クラスターセキュリティグループへのインバウンドトラフィック
を処理するルール (進入ルール) を追加する必要があります。

インターネットで実行されるアプリケーションの進入ルール
インターネットからクラスターにアクセスする場合は、CIDR/IP (Classless Inter-Domain Routing IP) アド
レス範囲を承認する必要があります。この例では、CIDR/IP ルール 192.0.2.0/24 を使用します。この範囲
は、実際の IP アドレスとネットマスクに合わせて変更する必要があります。
クラスターのネットワークへの着信を可能にするために、次のコマンドを入力します。
aws redshift authorize-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name default
--cidrip 192.0.2.0/24

EC2 インスタンスの進入ルール
Amazon EC2 インスタンスからクラスターにアクセスする場合は、Amazon EC2 セキュリティグループを
認可する必要があります。そのためには、セキュリティグループ名と、EC2 セキュリティグループ所有者
の 12 桁のアカウント番号を指定します。
Amazon EC2 コンソールを使用して、使用しているインスタンスに関連付けられた EC2 セキュリティグ
ループを確認できます。
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お使いの AWS アカウント番号を確認するには、https://aws.amazon.com/ にアクセスし、マイアカウント
ページにサインインします。そのページの右上隅に AWS アカウント番号が表示されます。
この例では、Amazon EC2 セキュリティグループ名として myec2securitygroup を使用し、アカウント
番号として 123456789012 を使用します。これらの名前と番号は、実際の名前と番号に変更する必要が
あります。
クラスターのネットワークへの着信を可能にするために、次のコマンドを入力します。
aws redshift authorize-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
default --ec2-security-group-name myec2securitygroup --ec2-security-group-owner
123456789012

ステップ 4: クラスターに接続する
デフォルトのクラスターセキュリティグループに進入ルールを追加したので、特定の CIDR/IP または EC2
セキュリティグループから examplecluster に着信する接続が認可されます。
これでクラスターに接続する準備ができました。
クラスターへの接続については、Amazon Redshift 入門ガイドを参照してください。

ステップ 5: テーブルの作成、データのアップロード、サンプル
クエリの実行
テーブルの作成、データのアップロード、クエリの発行については、「Amazon Redshift 入門ガイド」を
参照してください。
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ステップ 6: サンプルクラスターを削除する
クラスターを起動すると、以後それが使用可能な状態である限り、たとえ能動的に使用していなくても、
クラスターの実行時間に基づき料金が請求されます。不要になったクラスターは削除できます。
クラスターを削除するときは、最終スナップショットを作成するかどうかを決定する必要があります。こ
れは演習であり、テスト用クラスターに重要なデータは含まれていないため、最終スナップショットは省
略します。
クラスターを削除するには、次のコマンドを入力します。
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier examplecluster --skip-final-clustersnapshot

おめでとうございます。クラスターの起動、アクセス権の設定、クラスターへの接続、クラスターの終了
をひととおり体験しました。
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Amazon Redshift クラスターパ
フォーマンスのモニタリング
Amazon Redshift では、クラスターとデータベースの状態やパフォーマンスを追跡できるようにするた
め、パフォーマンスメトリクスとデータが提供されます。このセクションでは、Amazon Redshift (特に
Amazon Redshift コンソール) で使用できるデータのタイプについて説明していきます。
トピック
• 概要 (p. 539)
• CloudWatch メトリクスを使用した Amazon Redshift のモニタリング (p. 540)
• Amazon Redshift コンソールでパフォーマンスデータを使用する (p. 548)

概要
Amazon Redshift コンソールで使用できるパフォーマンスデータは、次の 2 つのカテゴリに分類されま
す。
• Amazon CloudWatch メトリクス – Amazon CloudWatch メトリクスは、CPU 使用率、レイテンシー、
スループットなど、クラスターの物理的な側面をモニタリングするのに役立ちます。メトリクスデータ
は Amazon Redshift コンソールに直接表示されます。これは CloudWatch コンソールで表示することも
できます。または、AWS CLI や AWS SDK の 1 つなど、メトリクスを操作するその他の方法で使用す
ることもできます。
• クエリ/ロードのパフォーマンスデータ – パフォーマンスデータは、データベースのアクティビティと
パフォーマンスをモニタリングするのに役立ちます。このデータは Amazon Redshift コンソールに集計
され、CloudWatch メトリクスで表示される情報を、特定のデータベースクエリ/ロードイベントに簡単
に関連付けることができます。また、ユーザー独自のカスタムパフォーマンスクエリを作成し、データ
ベースで直接実行することもできます。クエリ/ロードパフォーマンスデータは、Amazon Redshift コン
ソールのみで表示されます。これは、CloudWatch メトリクスとして公開されていません。
パフォーマンスデータは Amazon Redshift コンソールに統合され、次の方法でより高いエクスペリエンス
が提供されます。
• クラスターに関連付けられたパフォーマンスデータは、クラスターを表示し、サイズ変更などクラス
ターに関する決定を行うためにパフォーマンスデータが必要になる可能性があるときに、コンテキスト
に応じて表示されます。
• 一部のパフォーマンスメトリクスは、Amazon Redshift と比較して、より適切にスケーリングされた単
位で CloudWatch コンソールに表示されます。たとえば、WriteThroughput は GB-s で表示されます
が (CloudWatch ではバイト/秒)、これはノードのストレージ容量としてより一般的な単位です。
• クラスターのノードのパフォーマンスデータを、同じグラフで簡単にまとめて表示できます。このよう
にして、クラスターのすべてのノードのパフォーマンスを簡単にモニタリングできます。また、各ノー
ドのパフォーマンスデータを表示することもできます。
Amazon Redshift では、パフォーマンスデータ (CloudWatch メトリクスおよびクエリ/ロードデータの
両方) が追加料金なしで提供されます。パフォーマンスデータは毎分記録されます。パフォーマンス
データの過去の値は、Amazon Redshift コンソール内でアクセスできます。CloudWatch を使用して
CloudWatch メトリクスとして公開される Amazon Redshift パフォーマンスデータにアクセスする方法に
ついては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch とは」を参照してください。
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CloudWatch メトリクスを使用した Amazon
Redshift のモニタリング
Amazon Redshift の CloudWatch メトリクスを使うと、クラスターのヘルスとパフォーマンスに関する情
報を取得し、ノードレベルで情報を表示できます。これらのメトリクスを使用するときは、各メトリクス
には 1 つ以上のディメンションが関連付けられていることに注意してください。これらのディメンション
により、メトリクスが適用される対象、つまりメトリクスの範囲がわかります。 には次の 2 つのディメン
ションがあります。Amazon Redshift には、次の 2 つのディメンションがあります。
• NodeID ディメンションを持つメトリクスは、クラスターのノードのパフォーマンスデータを提供する
メトリクスです。このメトリクスのセットには、リーダーノードおよびコンピューティングノードが含
まれます。これらのメトリクスの例には、CPUUtilization、ReadIOPS、WriteIOPS があります。
• ClusterIdentifier ディメンションのみを持つメトリクスは、クラスターのパフォーマンスデータを
提供するメトリクスです。これらのメトリクスの例には、HealthStatus や MaintenanceMode があ
ります。

Note
一部のメトリクスでは、クラスター固有のメトリクスはノード動作の集計を表します。このよ
うな場合は、メトリクス値の解釈には注意が必要です。これは、リーダーノードの動作はコン
ピューティングノードとともに集計されるためです。
CloudWatch メトリクスとアラームの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの
「CloudWatch の概念」を参照してください。
Amazon Redshift の CloudWatch メトリクスの詳細については、以下のセクションを参照してください。
トピック
• Amazon Redshift メトリクス (p. 540)
• Amazon Redshift メトリクスのディメンション (p. 546)
• Amazon Redshift クエリおよびロードパフォーマンスデータ (p. 547)

Amazon Redshift メトリクス
AWS/Redshift 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。特に明記されていない限り、メトリクスは
1 分間隔で収集されます。

[Title] (タイトル)
メトリクス

説明

CommitQueueLength

特定の時点のコミット待ちのトランザクションの数。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier

任意の時点でアクティブにクエリを処理している同時実行スケーリ
ConcurrencyScalingActiveClusters
ングクラスターの数。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier
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メトリクス

説明

ConcurrencyScalingSeconds アクティブなクエリ処理アクティビティを持つ同時実行スケーリン
グクラスターによって使用される秒数。
単位: Sum
ディメンション: ClusterIdentifier
CPUUtilization

CPU 使用率。このメトリクスは、クラスターに対するすべてのノー
ド (リーダーおよびコンピューティング) の CPU 使用率の値の集計
を表します。
単位: パーセント
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

DatabaseConnections

クラスターへのデータベース接続の数。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier

HealthStatus

クラスターの状態を示します。クラスターは毎分データベースに接
続し、簡単なクエリを実行します。この操作を正しく実行できる場
合、クラスターは正常な状態であると見なされます。それ以外の場
合、クラスターは正常な状態ではありません。正常でない状態が発
生する可能性があるのは、クラスターデータベースに極端に高い負
荷がかかっているか、クラスター上のデータベースに設定の問題が
ある場合です。

Note
Amazon CloudWatch では、このメトリクスは 1 または 0
と報告されますが、Amazon Redshift コンソールでは、こ
のメトリックはわかりやすくするために HEALTHY または
UNHEALTHY という単語で表示されます。このメトリクス
が Amazon Redshift コンソールで表示される場合、サン
プリング平均は無視され、HEALTHY または UNHEALTHY
のみが表示されます。Amazon CloudWatch では、サン
プリングの問題により、1 または 0 以外の値が発生する
場合があります。HealthStatus に対して 1 未満の値は
0（UNHEALTHY）と報告されます。
単位: カウント (1/0) (Amazon Redshift コンソールの
HEALTHY/UNHEALTHY)
ディメンション: ClusterIdentifier
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メトリクス

説明

MaintenanceMode

クラスターがメンテナンスモードかどうかを示します。

Note
Amazon CloudWatch では、このメトリクスは 1 または 0
と報告されますが、Amazon Redshift コンソールでは、
このメトリックはわかりやすくするために ON または OFF
という単語で表示されます。このメトリクスが Amazon
Redshift コンソールで表示される場合、サンプリング平均
は無視され、ON または OFF のみが表示されます。Amazon
CloudWatch では、サンプリングの問題により、1 または 0
以外の値が発生する場合があります。MaintenanceMode
に対して 0 より大きい値は 1（ON）と報告されます。
単位: カウント (1/0) (Amazon Redshift コンソールの ON/OFF)
ディメンション: ClusterIdentifier
パラメータグループから設定された同時実行スケーリングクラス
MaxConfiguredConcurrencyScalingClusters
ターの最大数。詳細については、Amazon Redshift パラメータグ
ループを作成します。 (p. 339) を参照してください。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier
NetworkReceiveThroughput

ノードまたはクラスターがデータを受け取るレート。
単位: バイト/秒 (Amazon Redshift コンソールでは MB/秒)
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

NetworkTransmitThroughput ノードまたはクラスターがデータを書き込むレート。
単位: バイト/秒 (Amazon Redshift コンソールでは MB/秒)
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier
PercentageDiskSpaceUsed

使用中のディスク容量の割合。
単位: パーセント
ディメンション: ClusterIdentifier

QueriesCompletedPerSecond 1 秒あたりに完了したクエリの平均回数。5 分間隔で報告されます。
単位: カウント/秒
ディメンション: ClusterIdentifier, latency
ディメンション: ClusterIdentifier、wlmid
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メトリクス

説明

QueryDuration

クエリを完了するまでの平均時間。5 分間隔で報告されます。
単位: マイクロ秒
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID、latency
ディメンション: ClusterIdentifier、latency
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID、wlmid

QueryRuntimeBreakdown

クエリステージごとのクエリの実行にかかった合計時間。5 分間隔
で報告されます。
単位: ミリ秒
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID、stage
ディメンション: ClusterIdentifier、stage

ReadIOPS

1 秒あたりのディスク読み取り操作の平均回数。
単位: カウント/秒
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

ReadLatency

ディスク読み取り I/O 操作にかかる平均時間。
単位: Seconds
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

ReadThroughput

1 秒あたりのディスクからの平均読み取りバイト数。
単位: バイト (Amazon Redshift コンソールでは GB-s)
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

マネージドストレージの総容量。
RedshiftManagedStorageTotalCapacity
単位: メガバイト
ディメンション: ClusterIdentifier
TotalTableCount

特定の時点で開いているユーザーテーブルの数。この合計には
Amazon Redshift Spectrum テーブルは含まれません。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier
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メトリクス

説明

WLMQueueLength

ワークロード管理 (WLM) キューに入るために待機しているクエリの
数。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier, service class
ディメンション: ClusterIdentifier、QueueName

WLMQueueWaitTime

ワークロード管理 (WLM) キューでクエリの待機にかかった合計時
間。5 分間隔で報告されます。
単位: ミリ秒
ディメンション: ClusterIdentifier、QueryPriority
ディメンション: ClusterIdentifier、wlmid
ディメンション: ClusterIdentifier、QueueName

ワークロード管理 (WLM) キューで完了した 1 秒あたりの平均クエリ
WLMQueriesCompletedPerSecond
数。5 分間隔で報告されます。
単位: カウント/秒
ディメンション: ClusterIdentifier, wlmid
ディメンション: ClusterIdentifier、QueueName
WLMQueryDuration

ワークロード管理 (WLM) キューのクエリを完了するまでの平均時
間。5 分間隔で報告されます。
単位: マイクロ秒
ディメンション: ClusterIdentifier、wlmid
ディメンション: ClusterIdentifier、QueueName

WLMRunningQueries

WLM キューごとのメインクラスターと同時実行スケーリングクラス
ターの両方から実行されているクエリの数。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier, wlmid
ディメンション: ClusterIdentifier、QueueName

WriteIOPS

1 秒あたりの書き込み操作の平均回数
単位: カウント/秒
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier
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説明

WriteLatency

ディスク書き込み I/O 操作にかかる平均時間。
単位: Seconds
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

WriteThroughput

1 秒あたりのディスクへの平均書き込みバイト数。
単位: バイト (Amazon Redshift コンソールでは GB-s)
ディメンション: ClusterIdentifier、NodeID
ディメンション: ClusterIdentifier

SchemaQuota

スキーマの構成済みクォータ。
単位: メガバイト
ディメンション:
ClusterIdentifier、DatabaseName、SchemaName
周期/プッシュ: Periodic
頻度: 5 minutes
停止条件:スキーマの削除またはクォータの削除

NumExceededSchemaQuotas

クォータを超過したスキーマの数。
単位: 個
ディメンション: ClusterIdentifier
周期/プッシュ: Periodic
頻度: 5 minutes
停止基準: 該当なし

StorageUsed

スキーマによって使用されるディスクまたはストレージ領域。
単位: メガバイト
ディメンション:
ClusterIdentifier、DatabaseName、SchemaName
周期/プッシュ: Periodic
頻度: 5 minutes
停止条件:スキーマの削除またはクォータの削除
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メトリクス

説明

PercentageQuotaUsed

構成されたスキーマクォータを基準としたディスクまたは記憶域ス
ペースの割合。
単位: パーセント
ディメンション:
ClusterIdentifier、DatabaseName、SchemaName
周期/プッシュ: Periodic
頻度: 5 minutes
停止条件:スキーマの削除またはクォータの削除

Amazon Redshift メトリクスのディメンション
Amazon Redshift のデータは、次の表にあるいずれかのディメンションでフィルタリングできます。
ディメンション

説明

latency

指定できる値は次のとおりです。
• short – 10 秒未満
• medium – 10 秒～10 分
• long – 10 分超過

NodeID

フィルターにより、クラスターのノードに固有のデータが要求され
ました。NodeID は、「Leader」、「Shared」、または「ComputeN」のいずれかになります。ここで、N はクラスターのノード数を表
す 0、1、... です。"Shared" は、クラスターには 1 つのノードのみが
あることを意味します。つまり、リーダーノードとコンピューティ
ングノードが組み合わされています。
CPUUtilization、NetworkTransmitThroughput、および
ReadIOPS のメトリクスは、リーダーノードおよびコンピューティ
ングノードに対してのみレポートされます。NodeId ディメンショ
ンを使用するその他のメトリクスは、コンピューティングノードに
対してのみレポートされます。

ClusterIdentifier

フィルターにより、クラスターに固有のデータが
要求されました。クラスターに固有のメトリクスに
は、HealthStatus、MaintenanceMode、DatabaseConnections
があります。ノードのメトリクスでもある、このディメンションの
全般的なメトリクス (ReadIOPS など) は、ノードメトリクスデータ
の集計を表します。これらのメトリクスは、リーダーノードおよび
コンピューティングノードの動作を集計するため、その解釈には注
意してください。

service class

WLM サービスクラスの識別子。

stage

クエリの実行ステージ。指定できる値は次のとおりです。
• QueryPlanning: SQL ステートメントの解析と最適化にかかった時
間。
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ディメンション

説明
• QueryWaiting: WLM キューの待機にかかった時間。
•
•
•
•
•

QueryExecutingRead: 読み込みクエリの実行にかかった時間。
QueryExecutingInsert: 挿入クエリの実行にかかった時間。
QueryExecutingDelete: 削除クエリの実行にかかった時間。
QueryExecutingUpdate: 更新クエリの実行にかかった時間。
QueryExecutingCtas: テーブル作成クエリの実行にかかった時間。

• QueryExecutingUnload: アップロードクエリの実行にかかった時
間。
• QueryExecutingCopy: コピークエリの実行にかかった時間。
• QueryCommit: コミットにかかった時間。
wlmid

ワークロード管理キューの ID。

QueryPriority

クエリの優先度です。使用できる値
は、CRITICAL、HIGHEST、HIGH、NORMAL、LOW、および LOWEST
です。

QueueName

ワークロード管理キューの名前。

Amazon Redshift クエリおよびロードパフォーマンス
データ
CloudWatch メトリクスに加えて、Amazon Redshift はクエリ/ロードパフォーマンスデータを提供しま
す。クエリ/ロードパフォーマンスデータを使用すると、データベースのパフォーマンスとクラスターメト
リクス間の関係を理解するのに役立ちます。例えば、クラスターの CPU 使用率が急上昇したことに気付
いた場合、クラスターの CPU グラフでその上昇を見つけ、そのときに実行されていたクエリを表示でき
ます。逆に、特定のクエリについて確認している場合、メトリクスデータ (CPU など) がコンテキストに表
示されるので、クラスターメトリクスに対するクエリの影響について理解できます。
クエリおよびロードパフォーマンスデータは CloudWatch メトリクスとして公開されず、Amazon Redshift
コンソールのみで表示できます。クエリとロードのパフォーマンスデータは、データベースのシステム
テーブルを使用したクエリから生成されます (詳細については、Amazon Redshift デベロッパーガイドの
「システムテーブルのリファレンス」を参照してください)。ユーザー独自のカスタムデータベースパ
フォーマンスクエリを生成することもできますが、コンソールに表示されているクエリ/ロードパフォーマ
ンスデータで開始することをお勧めします。データベースパフォーマンスを自分で測定およびモニタリン
グする方法については、Amazon Redshift デベロッパーガイドの「パフォーマンスの管理」を参照してく
ださい。
次の表に、Amazon Redshift コンソールでアクセスできるクエリ/ロードデータのさまざまな側面を示しま
す。
クエリ/ロードデータ

説明

クエリの概要

指定された期間のクエリのリストです。このリストは、クエリ ID、クエリ実行
時間、ステータスなどの値に基づいて並べ替えることができます。このデータ
は、クラスターの詳細ページの [Query monitoring (クエリのモニタリング)] タ
ブに表示されます。

クエリの詳細

次のものを含む、特定のクエリの詳細を提供します。
• クエリ ID、タイプ、クエリが実行されたクラスター、実行時間などのクエリ
のプロパティ。
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クエリ/ロードデータ

説明
• クエリのステータス、エラー数などの詳細。
• 実行された SQL ステートメント。
• 利用可能な場合は説明プラン。
• クエリ実行中のクラスターのパフォーマンスデータ (詳細については、「クエ
リ履歴データの表示 (p. 554)」を参照してください)。

ロードの概要

指定された期間のすべてのロードをリストします。このリストは、クエリ ID、
クエリ実行時間、ステータスなどの値に基づいて並べ替えることができます。
このデータは、クラスターの詳細ページの [Query monitoring (クエリのモニタ
リング)] タブに表示されます。

ロードの詳細

次のものを含む、特定のロードオペレーションの詳細を提供します。
• クエリ ID、タイプ、クエリが実行されたクラスター、実行時間などのロード
のプロパティ。
• ロードのステータス、エラー数などの詳細。
• 実行された SQL ステートメント。
• ロードされたファイルのリスト。
• ロード操作中のクラスターのパフォーマンスデータ (詳細については、「クエ
リ履歴データの表示 (p. 554)」を参照してください)。

Amazon Redshift コンソールでパフォーマンスデー
タを使用する
このセクションでは、クラスターおよびクエリのパフォーマンスに関する情報を含むパフォーマンスデー
タを Amazon Redshift コンソールで表示する方法について説明します。さらに、Amazon Redshift コン
ソールから直接クラスターでアラームを作成できます。
Amazon Redshift コンソールでパフォーマンスデータを表示するときは、クラスター別に表示できます。
クラスターのパフォーマンスデータグラフは、パフォーマンスに関するほとんどの一般的な疑問に答え
るデータにアクセスできるように設計されています。パフォーマンスデータによっては (CloudWatch メ
トリクスを使用した Amazon Redshift のモニタリング (p. 540) を参照)、CloudWatch を使用してメト
リクスグラフをさらにカスタマイズすることもできます。たとえば、より長い時間を選択したり、クラ
スター間でメトリクスを組み合わせたりできます。CloudWatch コンソールの使用の詳細については、
「CloudWatch コンソールでパフォーマンスメトリクスを使用する (p. 569)」を参照してください。
Amazon Redshift コンソールの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、Query Monitoring with Amazon Redshift というビデオをご覧ください。
トピック
• クラスターのパフォーマンスデータを表示する (p. 549)
• クエリ履歴データの表示 (p. 554)
• データベースパフォーマンスデータの表示 (p. 558)
• ワークロードの同時実行と同時実行スケーリングデータの表示 (p. 561)
• クエリとロードの表示 (p. 563)
• ロード操作中にクラスターメトリクスを表示する (p. 567)
• ワークロードパフォーマンスの分析 (p. 567)
• アラームの管理 (p. 569)
• CloudWatch コンソールでパフォーマンスメトリクスを使用する (p. 569)
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クラスターのパフォーマンスデータを表示する
Amazon Redshift のクラスターメトリクスを使用することにより、次のような一般的なパフォーマンスタ
スクを実行することができるようになります。
• 指定された時間範囲でクラスターメトリクスが異常かどうかを判断し、異常な場合は、パフォーマンス
に影響しているクエリを識別します。
• 過去または現在のクエリがクラスターのパフォーマンスに影響しているかどうかを確認します。問題が
あるクエリを特定した場合は、クエリ実行中のクラスターのパフォーマンスなど、それに関する詳細を
確認できます。この情報を使用して、クエリが低速だった理由と、パフォーマンスを向上させるための
操作を診断できます。

パフォーマンスデータを表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスターの名前を選択
してその詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (ク
ラスターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

[Cluster performance (クラスターのパフォーマンス)] タブを選択して、次を含むパフォーマンス情報
を表示します。
• CPU 使用率
• ディスク使用率
• データベース接続
• [Health status]（ヘルスステータス）
• クエリの期間
• クエリのスループット
• 同時実行スケーリングアクティビティ
利用可能なメトリクスが大幅に増えました。利用可能なメトリクスを確認して、表示するメトリクス
を選択するには、[設定] アイコンを選択します。

クラスターのパフォーマンスグラフ
次の例は、新しい Amazon Redshift コンソールに表示されるグラフの一部を示しています。
• CPU 使用率 – すべてのノード (リーダーとコンピューティング) の CPU 使用率を示します。クラスター
の移行やリソースを消費するその他のオペレーションをスケジュールする前に、クラスターの使用率が
最も低い時間を見つけるには、このグラフをモニタリングして、個々のノードまたはすべてのノードの
CPU 使用率を確認します。
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• メンテナンスモード – 選択した時間にクラスターがメンテナンスモードになっているかどうかを、On イ
ンジケータと Off インジケータで示します。クラスターがメンテナンス中である時間を確認できます。
次に、この時間をクラスターに対して実行されたオペレーションと関連付けて、定期的なイベントの将
来のダウンタイムを推定できます。

• ディスク容量使用率 – クラスター全体ではなく、コンピューティングノードあたりのディスク容量の
使用率を示します。このグラフを表示して、ディスク使用率をモニタリングできます。VACUUM や
COPY などのメンテナンスオペレーションでは、ソートオペレーションに中間の一時ストレージ領域が
使用されるため、ディスク使用率のスパイクが予想されます。

• 読み込みスループット – ディスクから読み取られた 1 秒あたりの平均メガバイト数を示します。このグ
ラフを評価して、クラスターの対応する物理側面をモニタリングできます。クラスターとそのボリュー
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。
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• 読み込みレイテンシー – ディスク読み取り I/O オペレーションにかかった平均時間 (ミリ秒単位) を示
します。返されるデータの応答時間を表示できます。レイテンシーが高い場合、送信側がアイドル時間
(新しいパケットを送信しない時間) に費やす時間が長くなり、スループットが低下します。

• 書き込みスループット – ディスクに書き込まれた 1 秒あたりの平均メガバイト数を示します。このメ
トリクスを評価して、クラスターの対応する物理側面をモニタリングできます。クラスターとそのボ
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。

• 書き込みレイテンシー – ディスク書き込み I/O オペレーションにかかった平均時間 (ミリ秒単位) を示し
ます。書き込み確認応答が返されるまでの時間を評価できます。レイテンシーが高い場合、送信側がア
イドル時間 (新しいパケットを送信しない時間) に費やす時間が長くなり、スループットが低下します。
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• データベース接続 – クラスターへのデータベース接続の数を示します。このグラフを使用して、データ
ベースに対して確立されている接続数を確認し、クラスターの使用率が最も低い時間を見つけることが
できます。

• 合計テーブル数 – 特定の時点でクラスター内で開いているユーザーテーブルの数を示します。開いてい
るテーブルの数が多い場合は、クラスターのパフォーマンスをモニタリングできます。

• ヘルスステータス – クラスターのヘルスを Healthy または Unhealthy で示します。クラスターが
データベースに接続でき、単純なクエリを正常に実行できる場合、クラスターは正常であると見なされ
ます。それ以外の場合、クラスターは正常な状態ではありません。正常でない状態が発生する可能性が
あるのは、クラスターデータベースに極端に高い負荷がかかっているか、クラスター上のデータベース
に設定の問題がある場合です。
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• クエリ期間 – クエリを完了するまでの平均時間 (マイクロ秒単位) を示します。このグラフのデータをベ
ンチマークして、クラスター内の I/O パフォーマンスを測定し、最も時間のかかるクエリを必要に応じ
て調整できます。

• クエリスループット – 1 秒あたりの完了済みクエリの平均数を示します。このグラフ上のデータを分析
して、データベースのパフォーマンスを測定し、バランスのとれた方法でマルチユーザーのワークロー
ドに対応するシステム能力を明らかにできます。

• WLM キューあたりのクエリの期間 – クエリを完了するまでの平均時間 (マイクロ秒単位) を示します。
このグラフのデータをベンチマークして、WLM キューあたりの I/O パフォーマンスを測定し、最も時間
のかかるクエリを必要に応じて調整できます。
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• WLM キューあたりのクエリスループット – 1 秒あたりの完了済みクエリの平均数を示します。このグラ
フのデータを分析して、WLM キューごとのデータベースパフォーマンスを測定できます。

• 同時実行スケーリングアクティビティ – アクティブな同時実行スケーリングクラスターの数を表示しま
す。同時実行スケーリングが有効になっていると、同時読み込みクエリの増加を処理する必要がある場
合、Amazon Redshift は自動的に追加のクラスター容量を追加します。

クエリ履歴データの表示
Amazon Redshift のクエリ履歴メトリクスを使用して、次の操作を実行できます。
• クエリのパフォーマンスの問題を分離し、診断します。
• クエリのランタイムメトリクスとクラスターのパフォーマンスメトリクスを同じタイムラインで比較
して、2 つの関連性を確認します。この操作は、パフォーマンスが低いクエリの特定、ボトルネックと
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なっているクエリの検索、およびワークロードに対してクラスターのサイズ変更が必要かどうかの判断
に役立ちます。
• タイムラインで選択して、特定のクエリの詳細にドリルダウンします。クエリ ID およびその他のプロパ
ティがグラフの下の行に表示されている場合、クエリを選択してクエリの詳細を表示できます。詳細と
して、クエリの SQL ステートメント、実行の詳細、クエリプランなどが表示されます。詳細について
は、「クエリの詳細の表示 (p. 564)」を参照してください。
• ロードジョブが正常に完了し、サービスレベルアグリーメント (SLA) を満たしているかどうかを確認し
ます。

クエリ履歴データを表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

クエリに関するメトリクスの [Query monitoring (クエリのモニタリング)] タブを選択します。

4.

[Query monitoring (クエリのモニタリング)] セクションで、[Query history (クエリの履歴)] タブを選択
します。
ウィンドウのコントロールを使用して、[Query list (クエリリスト)] と [Cluster metrics (クラスターメ
トリクス)] を切り替えることができます。
[Query list (クエリリスト)] を選択すると、タブには次のグラフが表示されます。
• クエリランタイム – タイムライン上のクエリのアクティビティ。このグラフを使用して、ど
のクエリが同じ期間で実行されているかを確認します。クエリを選択すると、クエリ実行の
詳細が表示されます。X 軸は、選択した期間を示します。実行、完了、ロードなどによって、
グラフ化されたクエリをフィルタリングできます。各バーはクエリを表し、バーの長さはバー
の開始から終了までのランタイムを表します。クエリには、SQL データ操作ステートメント
(SELECT、INSERT、DELETE など) とロード (COPY など) を含めることができます。デフォルト
では、選択した期間に実行されている最長のクエリの上位 100 件が表示されます。
• クエリとロード – クラスターで実行されたクエリとロードのリスト。このウィンドウには、クエリ
が現在実行されている場合は、[Terminate query (クエリを終了)] オプションが表示されます。
[Cluster metrics (クラスターメトリクス)] を選択すると、タブには次のグラフが表示されます。
• クエリランタイム – タイムライン上のクエリのアクティビティ。このグラフを使用して、どのクエ
リが同じ期間で実行されているかを確認します。クエリを選択すると、クエリ実行の詳細が表示さ
れます。
• CPU 使用率 – リーダーノード別のクラスターの CPU 使用率、およびコンピュートノードの平均
数。
• 使用済みストレージ容量 – ストレージ容量の割合。
• アクティブなデータベース接続 – クラスターへのアクティブなデータベース接続の数。

クエリ履歴グラフを操作する場合は、次の点を考慮してください。
• [Query runtime (クエリランタイム)] グラフで特定のクエリを表すバーを選択すると、そのクエリの詳細
が表示されます。また、[Queries and loads (クエリとロード)] リストでクエリ ID を選択して、その詳細
を確認することもできます。
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• スワイプして [Query runtime (クエリランタイム)] グラフのセクションを選択し、ズームインして特定の
期間を表示できます。
• [Query runtime (クエリランタイム)] グラフで、選択したフィルタですべてのデータを対象にするには、
[Queries and loads (クエリとロード)] リストに表示されているすべてのページを確認します。
• [Queries and loads (クエリとロード)] リストに表示される列と行数は、設定歯車アイコンによって表示
される設定ウィンドウを使用して変更できます。
• [Queries and loads (クエリとロード)] リストは、左側のナビゲータの [クエリ] アイコン、[Queries and
loads (クエリとロード)] から移動して表示することもできます。詳細については、「クエリとロードの
表示 (p. 563)」を参照してください。

クエリ履歴グラフ
次の例は、新しい Amazon Redshift コンソールに表示されるグラフを示しています。

Note
Amazon Redshift コンソールグラフには、最新の 100,000 個のクエリのデータのみが含まれま
す。
• Query runtime (クエリランタイム)

• Queries and loads (クエリとロード)
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• CPU 使用率

• Storage capacity used (使用済みのストレージキャパシティー)

• Active database connections (アクティブなデータベース接続)
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データベースパフォーマンスデータの表示
Amazon Redshift のデータベースパフォーマンスメトリクスを使用して、次の操作を実行できます。
• 処理ステージ別に、クエリにかかった時間を分析します。ステージでかかった時間の量の異常な傾向を
探すことができます。
• クエリの数、期間、およびクエリのスループットを期間範囲 (短期、中期、長期) 別に分析します。
• クエリの優先度 (最低、低、標準、高、最高、重大) 別にクエリ待機時間の傾向を確認します。
• WLM キュー別のクエリ期間、スループット、または待機時間の傾向を調べます。

データベースパフォーマンスデータを表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

クエリに関するメトリクスの [Query monitoring (クエリのモニタリング)] タブを選択します。

4.

[Query monitoring (クエリのモニタリング)] セクションで、[Database performance (データベースのパ
フォーマンス)] タブを選択します。
ウィンドウのコントロールを使用して、クラスターメトリクスと WLM キューメトリクスを切り替え
ることができます。
[Cluster metrics (クラスターメトリクス)] を選択すると、タブには次のグラフが表示されます。
• ワークロードの実行内訳 – クエリ処理ステージでかかった時間。
• 期間範囲別のクエリ – 短期、中期、長期のクエリの数。
• クエリスループット – 1 秒あたりに実行されるクエリの平均数。
• クエリの期間 – クエリを完了するまでの平均時間。
• 優先度別の平均キュー待機時間クエリ – クエリ優先度別に WLM キューでの待機にかかったクエリ
の合計時間。
[WLM queue metrics (WLM キューメトリクス)] を選択すると、タブには次のグラフが表示されます。
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• キュー別のクエリ期間 – WLM キューごとの平均クエリ期間。
• キュー別のクエリスループット – WLM キューが 1 秒あたりに完了したクエリの平均数。
• キュー別のクエリ待機時間 – WLM キューの待機にかかったクエリの平均期間。

データベースパフォーマンスグラフ
次の例は、新しい Amazon Redshift コンソールに表示されるグラフを示しています。
• Workload execution breakdown (ワークロードの実行内訳)

• Queries by duration range (期間範囲別のクエリ)

• クエリのスループット
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• クエリの期間

• Average queue wait time by priority (優先度別の平均キュー待機時間)

• Query duration by queue (キュー別のクエリ期間)

• Query throughput by queue (キュー別のクエリスループット)
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• Query wait time by queue (キュー別のクエリ待機時間)

ワークロードの同時実行と同時実行スケーリングデー
タの表示
Amazon Redshift で同時実行スケーリングメトリクスを使用すると、次のことを行うことができます。
• 同時実行スケーリングを有効にして、キューに入れられたクエリの数を減らすことができるかどうかを
分析します。WLM キュー別、またはすべての WLM キューに対して比較できます。
• 同時実行スケーリングクラスターで同時実行スケーリングアクティビティを表示します。これにより
max_concurrency_scaling_clusters で同時実行スケーリングが制限されているかどうかがわかり
ます。制限されている場合、DB パラメータの max_concurrency_scaling_clusters を増やすこと
を選択できます。
• すべての同時実行スケーリングクラスターについて合計された同時実行スケーリングの合計使用量を表
示します。

同時実行スケーリングデータを表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
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3.
4.

スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。
クエリに関するメトリクスの [Query monitoring (クエリのモニタリング)] タブを選択します。
[Query monitoring (クエリのモニタリング)] セクションで、[Workload concurrency (ワークロードの同
時実行)] タブを選択します。
このタブには、次のグラフがあります。
• クラスター上のキューと実行中のクエリ – クラスターのすべての WLM キューで待機しているクエ
リの数と比較した、(メインクラスターおよび同時実行スケーリングクラスターから) 実行中のクエ
リの数。
• キューごとのキューイングと実行中のクエリ – 各 WLM キューで待機しているクエリの数と比較し
た、(メインクラスターおよび同時実行スケーリングクラスターから) 実行中のクエリの数。
• 同時実行スケーリングアクティビティ – クエリをアクティブに処理している同時実行スケーリング
クラスターの数。
• 同時実行スケーリングの使用 – アクティブなクエリ処理アクティビティを実行中の同時実行スケー
リングクラスターの使用量。

ワークロードの同時実行グラフ
次の例は、新しい Amazon Redshift コンソールに表示されるグラフを示しています。
• クラスター上のキューと実行中のクエリ

• キューごとのキューイングと実行中のクエリ
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• 同時実行スケーリングアクティビティ

• Concurrency scaling usage (同時実行スケーリング使用率)

クエリとロードの表示
Amazon Redshift コンソールには、データベースで実行されるクエリとロードに関する情報が表示され
ます。この情報を使用して、処理に長い時間がかかるクエリや、他のクエリの効率的な処理を妨げるよ
うなボトルネックを作成するクエリを識別し、トラブルシューティングすることができます。Amazon
Redshift コンソールのクエリ情報を使用して、クエリ処理をモニターすることができます。

クエリパフォーマンスデータを表示するには
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で、[Queries and loads] (クエリおよびロード) を選択し、アカウントのクエ
リのリストを表示します。
デフォルトでは、全クラスターの過去 24 時間のクエリがリストに表示されます。コンソールで表示
日付の範囲を変更できます。

Important
[Queries and loads (クエリおよびロード)] リストには、システムで最も長く実行されている
最大 100 件のクエリが表示されます。
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実行中クエリの終了
また、[クエリ] ページを使用して、現在進行中のクエリを終了することもできます。

Note
Amazon Redshift コンソールでクエリとロードを終了するには、特定のアクセス権
限が必要です。ユーザーがクエリとロードを終了できるようにする場合は、必ず
redshift:CancelQuerySession アクションを AWS Identity and Access Management (IAM)
ポリシーに追加します。この要件は、Amazon Redshift 読み取り専用 AWS マネージドポリシー
を選択するか、IAM でカスタムポリシーを作成するかにかかわらず適用されます。Amazon
Redshift フルアクセスポリシーが適用されているユーザーには、クエリとロードを終了するため
のアクセス許可がすでにあります。Amazon Redshift の IAM ポリシーにおけるアクションの詳細
については、「リソースへのアクセスの管理 (p. 409)」を参照してください。

実行中クエリを終了するには
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で、[Queries and loads] (クエリおよびロード) を選択し、アカウントのクエ
リのリストを表示します。
リストで終了する実行中クエリを選択してから、[クエリの終了] を選択します。

3.

クエリの詳細の表示
Amazon Redshift コンソールでクエリの詳細を分析できます。クエリ識別子を使用して、クエリの詳細を
表示できます。詳細として、クエリの完了ステータス、期間、SQL ステートメントなどの他に、ユーザ
クエリであるか、Amazon Redshift によって書き換えられたクエリであるかが表示されます。ユーザーク
エリは、SQL クライアントから生成された、またはビジネスインテリジェンスツールによって生成され
た、Amazon Redshift に送信されるクエリです。Amazon Redshift はクエリを書き換えて最適化すること
があり、これにより複数のクエリが書き換えられる可能性があります。この処理は Amazon Redshift に
よって実行されますが、クエリの詳細ページには、ユーザークエリとともに書き換えられたクエリが表示
されます。

クエリを表示するには
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で、[Queries and loads] (クエリおよびロード) を選択し、アカウントのクエ
リのリストを表示します。クエリを見つけるため、このページの設定を変更する必要がある場合があ
ります。

3.

リストで [クエリ] 識別子を選択して、[クエリの詳細] を表示します。
[クエリの詳細] ページには、[クエリの詳細] とクエリのメトリクスが表示された [クエリプラン] タブ
が含まれています。
メトリクスには、クエリの開始時刻、クエリ ID、ステータス、期間などの詳細が表示されます。その
他の詳細としては、クエリがメインクラスターと同時実行スケーリングクラスターのどちらで実行さ
れたか、クエリが親クエリと書き換えられたクエリのどちらであるかが示されます。

クエリ実行の分析
クエリを分析するには
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。

564

Amazon Redshift 管理ガイド
クエリとロードの表示

2.

ナビゲーションメニューで、[Queries and loads] (クエリおよびロード) を選択し、アカウントのクエ
リのリストを表示します。クエリを見つけるため、このページの設定を変更する必要がある場合があ
ります。

3.

リストで [クエリ] 識別子を選択して、[クエリの詳細] を表示します。
[クエリの詳細] ページには、[クエリの詳細] とクエリのメトリクスが表示された [クエリプラン] タブ
が含まれています。

Note
[Query runtime] (クエリランタイム) グラフでクエリにドリルダウンすると、[Cluster details]
(クラスターの詳細) ページの [Query history] (クエリ履歴) タブから [Query details] (クエリの
詳細) ページに移動することもできます。
[Query details (クエリの詳細)] ページには、次のセクションがあります。
• [Rewritten queries (書き換えクエリ)] のリスト (次のスクリーンショットを参照)。

• [Query details (クエリの詳細)] セクション (次のスクリーンショットを参照)。

• 実行された SQL と実行に関する実行の詳細を含む [Query details] (クエリの詳細) タブ。
• [Query plan (クエリプラン)] のステップとクエリプランに関するその他の情報を含む [Query plan (クエ
リプラン)] タブ。このテーブルには、クエリが実行されたときのクラスターに関するグラフも含まれて
います。
• Cluster health status (クラスターの健全性ステータス)
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• CPU 使用率

• Storage capacity used (使用済みのストレージキャパシティー)

• Active database connections (アクティブなデータベース接続)

クエリの実行中にクラスターパフォーマンスを表示するには
クエリの実行中にクラスターパフォーマンスを表示するには
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。
566

Amazon Redshift 管理ガイド
ロード操作中にクラスターメトリクスを表示する

2.

ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

詳細については、[Query monitoring (クエリのモニタリング)] タブを選択します。
詳細については、「クエリ履歴データの表示 (p. 554)」を参照してください。

ロード操作中にクラスターメトリクスを表示する
ロードオペレーション中にクラスターのパフォーマンスを表示すると、リソースを消費しているクエリを
特定し、その影響を軽減するためのアクションを実行できます。ロードを最後まで実行しない場合はロー
ドを終了できます。

Note
Amazon Redshift コンソールでクエリとロードを終了するには、特定のアクセス権
限が必要です。ユーザーがクエリとロードを終了できるようにする場合は、必ず
redshift:CancelQuerySession アクションを AWS Identity and Access Management (IAM)
ポリシーに追加します。この要件は、Amazon Redshift 読み取り専用 AWS 管理ポリシーを選択
するか、IAM でカスタムポリシーを作成するかにかかわらず適用されます。Amazon Redshift フ
ルアクセスポリシーが適用されているユーザーには、クエリとロードを終了するためのアクセス
許可がすでにあります。Amazon Redshift の IAM ポリシーにおけるアクションの詳細について
は、「リソースへのアクセスの管理 (p. 409)」を参照してください。

ロード操作中にクラスターパフォーマンスを表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

詳細については、[Query monitoring (クエリのモニタリング)] タブを選択します。

4.

[Queries and loads (クエリとロード)] セクションで、[ロード] をセクションしてクラスターのロード
操作を表示します。ロードが実行中の場合、[クエリの終了] を選択することにより終了させることが
できます。

ワークロードパフォーマンスの分析
コンソールのワークロードの実行内訳表を確認して、ワークロードのパフォーマンスの詳細を表示できま
す。この表は、QueryRuntimeBreakdown メトリクスで提供されるデータを使用して構成されています。
この表では、待機や計画などのさまざまな処理ステージで、クエリにどれだけの時間がかかっているかを
見ることができます。

Note
ワークロードの実行内訳表は、単一ノードのクラスターには表示されません。
次のメトリクスのリストでは、さまざまな処理ステージを説明しています。
• QueryPlanning: SQL ステートメントの解析と最適化にかかった時間。
• QueryWaiting: ワークロード管理 (WLM) キューでの待機にかかった時間。
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• QueryExecutingRead: 読み取りクエリの実行にかかった時間。
• QueryExecutingInsert: 挿入クエリの実行にかかった時間。
• QueryExecutingDelete: 削除クエリの実行にかかった時間。
• QueryExecutingUpdate: 更新クエリの実行にかかった時間。
• QueryExecutingCtas: CREATE TABLE AS クエリの実行にかかった時間。
• QueryExecutingUnload: アップロードクエリの実行にかかった時間。
• QueryExecutingCopy: コピークエリの実行にかかった時間。
たとえば、Amazon Redshift コンソールの次のグラフには、計画、待機、読み取り、および書き込みの各
段階でクエリにかかった時間が示されます。このグラフの結果を、この先の分析のために他のメトリクス
と組み合わせることができます。一部のケースでは、短い期間のクエリ (QueryDuration メトリクスに
よって測定) が待機時間に多くの時間をかけていると表示されることがあります。このような場合には、
特定のキューの WLM 同時実行率を上げることで、スループットを増大させることができます。
次に、ワークロードの実行内訳表の例を示します。チャートの y 軸の値は、積み上げ棒グラフとして示さ
れた、指定時刻における各ステージの平均期間です。

次の図は、Amazon Redshift がどのように同時セッションの集計クエリ処理を行うかを示しています。

クラスターワークロードの内訳表を表示するには
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で [Clusters] (クラスター) を選択し、リストからクラスター名を選択して
その詳細を開きます。クラスターの詳細が表示されます。これには、[Cluster performance] (クラ
スターのパフォーマンス)、[Query monitoring] (クエリのモニタリング)、[Databases] (データベー
ス)、[Datashares] (データ共有)、[Schedules] (スケジュール)、[Maintenance] (メンテナンス)、および
[Properties] (プロパティ) タブなどがあります。

3.

クエリに関するメトリクスの [Query monitoring (クエリのモニタリング)] タブを選択します。

4.

[Query monitoring (クエリのモニタリング)] セクションで、[Database performance (データベースのパ
フォーマンス)] を選択し、[Cluster metrics (クラスターのメトリクス)] を選択します。
次のメトリクスは、選択した時間範囲について積み上げ棒グラフで表示されています。
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• プラン時間
• 待機時間
• コミット時間
• 実行時間

アラームの管理
Amazon Redshift コンソールで作成するアラームは、CloudWatch アラームです。これらのアラームは、ク
ラスターとそのデータベースに関する予防的な決定を行うために役立ちます。「CloudWatch メトリクス
を使用した Amazon Redshift のモニタリング (p. 540)」にリストされているいずれのメトリクスにも、1
つ以上のアラームを設定できます。たとえば、クラスターノードの高い CPUUtilization に対してア
ラームを設定すると、ノードの使用率が高すぎるときに、そのことが示されます。同様に、クラスター
ノードの低い CPUUtilization に対してアラームを設定すると、ノードの使用率が低すぎるときに、そ
のことが示されます。
[アクション] から、アラームを変更または削除できます。また、Slack や Amazon Chime のウェブフック
URL を指定して、CloudWatch から Slack または Amazon Chime にアラートを送信する Chime アラーム
または Chime アラートを作成できます。
このセクションでは、Amazon Redshift コンソールを使用してアラームを作成する方法について説明しま
す。CloudWatch コンソールを使用するか、AWS CLI や AWS SDK などのメトリクスを操作するその他の
方法を使用して、アラームを作成できます。

Amazon Redshift コンソールで CloudWatch アラームを作成するには
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.

ナビゲーションメニューで、[Alarms] (アラーム)、[Create alarm] (アラームの作成) の順に選択しま
す。

3.

[Create alarm (アラームの作成)] ページで、プロパティを入力して CloudWatch アラームを作成しま
す。

4.

[アラームの作成] を選択します。

CloudWatch コンソールでパフォーマンスメトリクス
を使用する
CloudWatch コンソールで Amazon Redshift メトリクスを使用するときは、次のいくつかの点に留意して
ください。
• クエリ/ロードパフォーマンスデータを使用できるのは、Amazon Redshift コンソール内のみです。
• CloudWatch の一部のメトリクスには、Amazon Redshift コンソールで使用されるものとは異なる単位が
あります。たとえば、WriteThroughput は GB/秒で表示されますが (CloudWatch ではバイト/秒)、こ
れはノードのストレージ容量としてより一般的な単位です。
CloudWatch コンソール、コマンドラインツール、または Amazon SDK で Amazon Redshift メトリクスを
使用するときは、2 つの概念を覚えておいてください。
1. 最初に、対象のメトリクスディメンションを指定します。ディメンションは、メトリクスを一意に識別
できるようにする名前と値のペアです。Amazon Redshift のディメンションは ClusterIdentifier
および NodeID です。CloudWatch コンソールには、クラスターおよびノード固有のディメンションを
簡単に選択できるように、Redshift Cluster および Redshift Node ビューが用意されています。

569

Amazon Redshift 管理ガイド
CloudWatch コンソールでパ
フォーマンスメトリクスを使用する

ディメンションの詳細については、CloudWatch デベロッパーガイド のディメンションを参照してくだ
さい。
2. 次に、ReadIOPS などのメトリクス名を指定します。
次の表は、使用できる Amazon Redshift メトリックディメンションのタイプをまとめたものです。メ
トリクスに応じて、データは 1 分または 5 分間隔で無料で利用できます。詳細については、「Amazon
Redshift メトリクス (p. 540)」を参照してください。
CloudWatch 名前
空間

ディメンション

説明

AWS/Redshift

NodeID

フィルターにより、クラスターのノードに固有のデータが要
求されました。NodeID は、「Leader」、「Shared」、また
は「Compute-N」のいずれかになります。ここで、N はクラ
スターのノード数を表す 0、1、... です。"Shared" は、クラ
スターには 1 つのノードのみがあることを意味します。つま
り、リーダーノードとコンピューティングノードが組み合わ
されています。

フィルターにより、クラスターに固有のデータが
ClusterIdentifier
要求されました。クラスターに固有のメトリクスに
は、HealthStatus、MaintenanceMode、DatabaseConnections
があります。ノードのメトリクスでもある、このディメン
ションの全般的なメトリクス (ReadIOPS など) は、ノードメ
トリクスデータの集計を表します。これらのメトリクスは、
リーダーノードおよびコンピューティングノードの動作を集
計するため、その解釈には注意してください。
ゲートウェイおよびボリュームメトリクスの使用は、その他のサービスメトリクスの使用と似ています。
次を含む一般的なタスクの多くが、CloudWatch ドキュメントで説明されています。
• 利用可能なメトリクスを表示する
• メトリクスの統計を取得する
• CloudWatch アラームの作成
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Amazon Redshift のイベント
トピック
• Overview (p. 571)
• コンソールを使ったイベントの表示 (p. 571)
• AWS SDK for Java を使用したイベントの表示 (p. 571)
• AWS CLI と Amazon Redshift API を使用したイベントの表示 (p. 573)
• Amazon Redshift イベント通知 (p. 573)

Overview
Amazon Redshift ではイベントが追跡され、AWS アカウントでは数週間、そのイベントに関する情報が保
持されます。Amazon Redshift はイベントごとに、イベントが発生した日付、説明、イベントのソース (ク
ラスター、パラメータグループ、またはスナップショット)、ソース ID などの情報を報告します。
Amazon Redshift では、いくつかのイベントを事前に通知します。これらのイベントは、pending のイベ
ントカテゴリーを持ちます。たとえば、クラスターにあるノードの 1 つに更新が必要な場合、事前通知を
送信します。他の Amazon Redshift イベントと同様、保留中のイベントにサブスクライブできます。詳細
については、「Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ (p. 574)」を参照してください。
Amazon Redshift マネジメントコンソール、Amazon Redshift API、または AWS SDK を使って、イベント
情報を取得できます。すべてのイベントのリストを取得することも、フィルター (イベント期間、開始日
と終了日など) を適用して、特定期間のイベント情報を取得することもできます。
また、特定のソースタイプによって生成されたイベント (クラスターイベントやパラメータグループイベ
ントなど) を取得することもできます。ソース列には、特定のアクションをトリガーするリソース名とリ
ソースタイプが表示されます。
一連のイベントフィルターを指定する、Amazon Redshift イベント通知サブスクリプションを作成できま
す。フィルター条件に一致するイベントが発生すると、Amazon Redshift は Amazon Simple Notification
Service を使用してイベントが発生したことをアクティブに通知します。
ソースタイプおよびカテゴリ別の Amazon Redshift イベントのリストについては、the section called
“Amazon Redshift のイベントカテゴリとイベントメッセージ” (p. 575) を参照してください。

コンソールを使ったイベントの表示
イベントを表示するには
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で [Events] (イベント) を選択します。

AWS SDK for Java を使用したイベントの表示
次の例では、指定したクラスターのイベントと指定したイベントソースタイプを一覧表示します。この例
では、ページネーションの使用方法を示します。
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以下の例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon Redshift の Java 実行
例 (p. 529)」を参照してください。コードをアップデートして、クラスターの識別子とイベントソースタ
イプを指定する必要があります。

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

snippet-sourcedescription:[ListEvents demonstrates how to list Amazon Redshift events.]
snippet-service:[redshift]
snippet-keyword:[Java]
snippet-keyword:[Amazon Redshift]
snippet-keyword:[Code Sample]
snippet-keyword:[DescribeEvents]
snippet-sourcetype:[full-example]
snippet-sourcedate:[2019-01-31]
snippet-sourceauthor:[AWS]
snippet-start:[redshift.java.ListEvents.complete]

package com.amazonaws.services.redshift;
import java.util.Date;
import java.io.IOException;
import com.amazonaws.services.redshift.model.*;
public class ListEvents {
public static AmazonRedshift client;
public static String clusterIdentifier = "***provide cluster identifier***";
public static String eventSourceType = "cluster"; // e.g. cluster-snapshot
public static void main(String[] args) throws IOException {
// Default client using the {@link
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain}
client = AmazonRedshiftClientBuilder.defaultClient();
try {

}

listEvents();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Operation failed: " + e.getMessage());
}

private static void listEvents() {
long oneWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (7L*24L*60L*60L*1000L);
Date oneWeekAgo = new Date();
oneWeekAgo.setTime(oneWeeksAgoMilli);
String marker = null;
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do {

DescribeEventsRequest request = new DescribeEventsRequest()
.withSourceIdentifier(clusterIdentifier)
.withSourceType(eventSourceType)
.withStartTime(oneWeekAgo)
.withMaxRecords(20);
DescribeEventsResult result = client.describeEvents(request);
marker = result.getMarker();
for (Event event : result.getEvents()) {
printEvent(event);
}
} while (marker != null);
}
static void printEvent(Event event)
{
if (event == null)
{
System.out.println("\nEvent object is null.");
return;
}
System.out.println("\nEvent metadata:\n");
System.out.format("SourceID: %s\n", event.getSourceIdentifier());
System.out.format("Type: %s\n", event.getSourceType());
System.out.format("Message: %s\n", event.getMessage());
System.out.format("Date: %s\n", event.getDate());

}
}// snippet-end:[redshift.java.ListEvents.complete]

AWS CLI と Amazon Redshift API を使用したイベ
ントの表示
次の Amazon Redshift CLI オペレーションを使って、イベントを管理できます。
• describe-events
Amazon Redshift は次の API を使って、イベントを表示します。
• DescribeEvents

Amazon Redshift イベント通知
概要
Amazon Redshift では、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、Amazon Redshift
イベントの通知を送信します。通知は、Amazon Redshift イベントサブスクリプションを作成して有効に
します。Amazon Redshift サブスクリプションでは、Amazon Redshift イベントと Amazon SNS トピッ
クの一連のフィルターを指定します。フィルター条件に一致するイベントが発生するたびに、Amazon
Redshift は Amazon SNS トピックに通知メッセージを発行します。次に、Amazon SNS は、トピックへ
の Amazon SNS サブスクリプションを持っている Amazon SNS コンシューマにメッセージを送信しま
す。Amazon SNS ユーザーに送信されるメッセージは、AWS リージョンの Amazon SNS によりサポート
されているいずれかの形式にすることができます (メール、テキストメッセージ、HTTP エンドポイントへ
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の呼び出しなど)。たとえば、すべてのリージョンでメール通知がサポートされますが、SMS 通知は 米国
東部 (バージニア北部) リージョンでのみ作成できます。
イベント通知サブスクリプションを作成するときは、1 つ以上のイベントフィルターを指定しま
す。Amazon Redshift は、すべてのフィルター基準に一致するイベントが発生するたびに、サブスクリプ
ションを通じて通知を送信します。フィルタ条件には、ソースのタイプ (クラスターやスナップショット
など)、ソース ID (クラスターまたはスナップショットの名前など)、イベントカテゴリ (モニタリングやセ
キュリティなど)、イベントの重大度 (INFO や ERROR など) が含まれます。
AWS Management Console で [有効] ラジオボタンを [No] に設定するか、Amazon Redshift CLI または
API を使用して Enabled パラメータを false に設定することで、サブスクリプションを削除せずに通知
を無効にできます。
Amazon Redshift イベント通知の請求は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を通じて行
われます。イベント通知を使用する場合は、Amazon SNS の料金が適用されます。Amazon SNS の請求に
ついての詳細は、「Amazon Simple Notification Service の料金」をご覧ください。
マネジメントコンソールを使用して、発生した Amazon Redshift イベントを表示することもできます。詳
細については、「Amazon Redshift のイベント (p. 571)」を参照してください。
トピック
• Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ (p. 574)

Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ
Amazon Redshift イベント通知サブスクリプションを作成して、特定のクラスター、スナップショッ
ト、セキュリティグループ、パラメータグループでイベントが発生したときに通知を受け取ることがで
きます。サブスクリプションを作成する最も簡単な方法は、Amazon SNS コンソールを使用する方法で
す。Amazon SNS トピックの作成とサブスクライブについては、「Amazon SNS の開始方法」をご参照く
ださい。
Amazon Redshift イベント通知サブスクリプションを作成して、特定のクラスター、スナップショッ
ト、セキュリティグループ、パラメータグループでイベントが発生したときに通知を受け取ることがで
きます。サブスクリプションを作成する最も簡単な方法は、AWS Management Console を使用する方
法です。CLI または API を使用してイベント通知サブスクリプションを作成する場合、Amazon Simple
Notification Service トピックを作成し、Amazon SNS コンソールまたは Amazon SNS API を使用してその
トピックにサブスクライブする必要があります。トピックの Amazon Resource Name (ARN) は、CLI コマ
ンドや API アクションを送信するときに使用されるため維持する必要があります。Amazon SNS トピック
の作成とサブスクライブについては、「Amazon SNS の開始方法」をご参照ください。
Amazon Redshift イベントサブスクリプションは、これらのイベント条件を指定できます。
• ソースタイプの値は、クラスター、スナップショット、パラメータグループ、およびセキュリティグ
ループです。
• リソースのソース ID (my-cluster-1 や my-snapshot-20130823 など)。ID は、イベントサブスクリ
プションと同じ AWS リージョンのリソースの ID にする必要があります。
• イベントカテゴリの値は、Configuration、Management、Monitoring、Security および Pending です。
• イベントの重大度の値は、INFO または ERROR です。
イベント条件は、別個に指定できますが、コンソールでソース ID を指定するにはソースタイプを指定す
る必要があります。たとえば、ソースタイプ、ソース ID、重大度を指定しなくてもイベントカテゴリを指
定できます。ソースタイプで指定したタイプではないリソースのソース ID を指定できますが、それらのリ
ソースからのイベントには通知が送信されません。たとえば、クラスターのソースタイプとセキュリティ
グループの ID を指定した場合、そのセキュリティグループが生じたどのイベントも、ソースタイプのフィ
ルタ条件に一致しないので、それらのイベントに通知は送信されません。
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Amazon Redshift は、サブスクリプションで指定されているすべての条件に一致するすべてのイベントに
通知を送信します。返されるイベントセットの例
• サブスクリプションは、クラスターのソースタイプ、ソース ID my-cluster-1、カテゴリ Monitoring、重
大度 ERROR を指定します。サブスクリプションは、my-cluster-1 から生じた、重大度が ERROR のモ
ニタリングイベントにのみ通知を送信します。
• サブスクリプションは、クラスターのソースタイプ、カテゴリ Configuration、INFO の重大度を指定し
ます。サブスクリプションは、AWS アカウントの Amazon Redshift クラスターから生じた、重大度が
INFO の設定イベントに通知を送信します。
• サブスクリプションは、カテゴリ Configuration と重大度 INFO を指定します。サブスクリプション
は、AWS アカウントの Amazon Redshift リソースから生じた、重大度が INFO の設定イベントに通知
を送信します。
• サブスクリプションは、重大度 ERROR を指定します。サブスクリプションは、AWS アカウントの
Amazon Redshift リソースから生じた、重大度が ERROR のすべてのイベントに通知を送信します。
既存のサブスクリプションで名前がソース ID として参照されているオブジェクトを削除または名前変更す
る場合、サブスクリプションはアクティブのままになりますが、そのオブジェクトから転送されるイベン
トはありません。サブスクリプションソース ID で参照されるのと同じ名前の新しいオブジェクトを後で作
成する場合、サブスクリプションは新しいオブジェクトから生じたイベントの通知の送信を開始します。
Amazon Redshift は、Amazon リソースネーム (ARN) によって識別される Amazon SNS トピックにイベ
ントの通知を発行します。Amazon Redshift コンソールを使用してイベントサブスクリプションを作成
するときは、既存の Amazon SNS トピックを指定するか、サブスクリプションの作成時にコンソールが
トピックを作成することリクエストすることができます。Amazon SNS トピックに送信されたすべての
Amazon Redshift イベント通知は、そのトピックにサブスクライブしているすべての Amazon SNS ユー
ザーに順番に送信されます。Amazon SNS コンソールを使用して Amazon SNS トピックに変更を加えま
す (トピックへのユーザーサブスクリプションの追加や削除など)。Amazon SNS トピックの作成とサブス
クライブの詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照してください。
次のセクションに、通知を受け取ることができるすべてのカテゴリとイベントを示します。さら
に、Amazon Redshift のイベントサブスクリプションにサブスクライブして操作する方法に関する情報も
示します。

Amazon Redshift のイベントカテゴリとイベントメッ
セージ
このセクションには、各 Amazon Redshift ソースタイプのイベント ID とカテゴリを示します。
次の表は、クラスター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。
Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

設定

REDSHIFTEVENT-1000

INFO

パラメータグループ [パラメータグループ名] が
[時間] に更新されました。動的パラメータのみを
変更した場合は、関連付けられているクラスター
が現在変更中です。静的パラメータを変更した場
合、動的パラメータを含む、すべての更新は、関
連するクラスターを再起動した場合に適用されま
す。

設定

REDSHIFTEVENT-1001

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] が、
[time] にパラメータグループ [parameter group
name] を使用するように変更されました。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

設定

REDSHIFTEVENT-1500

ERROR

Amazon VPC [VPC name] が存在しません。クラ
スター [クラスター名] の設定の変更が適用されま
せんでした。AWS Management Console にアク
セスして問題を修正してください。

設定

REDSHIFTEVENT-1501

ERROR

Amazon VPC [VPC name] に指定した顧客サブ
ネット [subnet name] が存在しないか、無効で
す。クラスター [クラスター名] の設定の変更
が適用されませんでした。AWS Management
Console にアクセスして問題を修正してくださ
い。

設定

REDSHIFTEVENT-1502

ERROR

クラスターサブネットグループ [サブネットグ
ループ名] のサブネットに使用可能な IP アドレス
がありません。クラスター [クラスター名] を作成
できませんでした。

設定

REDSHIFTEVENT-1503

ERROR

Amazon VPC [VPC name] にインターネットゲー
トウェイが接続されていません。クラスター [ク
ラスター名] の設定の変更が適用されませんでし
た。AWS Management Console にアクセスして
問題を修正してください。

設定

REDSHIFTEVENT-1504

ERROR

クラスター [クラスター名] の HSM に到達できま
せん。

設定

REDSHIFTEVENT-1505

ERROR

クラスター [クラスター名] の HSM を登録できま
せん。別の設定を試してください。

設定

REDSHIFTEVENT-1506

ERROR

Amazon Redshift は、アカウントの Elastic
Network Interface (ENI) 制限を超えています。
[Elastic Network Interface の最大数] までの
Elastic Network Interface を削除するか、EC2 で
の AWS リージョンあたりのネットワークイン
ターフェイスの数の制限の引き上げをリクエスト
します。

設定

REDSHIFTEVENT-1509

ERROR

アカウントの VPC エンドポイントの制限に達
したため、Amazon Redshift クラスター [cluster
name] を作成できません。未使用の VPC エンド
ポイントを削除するか、VPC エンドポイント制
限の引き上げをリクエストします。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「VPC エンドポイント」を参照してください。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

構成

REDSHIFTEVENT-1510

ERROR

Amazon Redshift クラスター [クラスター名] への
サンプルデータのロード試行が成功しなかったこ
とを検知しました。サンプルデータをロードす
るには、まず Amazon S3 バケットにアクセスで
きるように VPC を設定してから、新しいクラス
ターを作成してサンプルデータをロードします。
詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイ
ド」の「拡張された VPC ルーティングの有効
化」を参照してください。

構成

REDSHIFTEVENT-1511

ERROR

アカウントの Elastic IP アドレスの上限を超過
したため、Amazon Redshift クラスター [クラス
ター名] を作成できません。未使用の Elastic IP ア
ドレスを削除するか、Amazon EC2 で上限の引き
上げをリクエストしてください。

管理

REDSHIFTEVENT-2000

INFO

Amazon Redshift クラスター: [cluster name] が作
成され、使用可能です。

管理

REDSHIFTEVENT-2001

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] が
[time] に削除されました。最終スナップショット
が保存 [されました/されませんでした]。

管理

REDSHIFTEVENT-2002

INFO

VPC セキュリティグループ [セキュリティグルー
プ名] が [時間] に更新されました。

管理

REDSHIFTEVENT-2003

INFO

お客様が開始したメンテナンスは、Amazon
Redshift クラスター [cluster name] で [time] に開
始されました。メンテナンス中、クラスターを使
用できない場合があります。

管理

REDSHIFTEVENT-2004

INFO

お客様が開始したメンテナンスは、Amazon
Redshift クラスター [cluster name] で [time] に完
了しました。

管理

REDSHIFTEVENT-2006

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] のサ
イズ変更が [time] に開始されました。サイズ変更
操作中、クラスターは読み取り専用モードになり
ます。

管理

REDSHIFTEVENT-2007

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] のサ
イズ変更は、進行中です。クラスターは読み取り
専用モードです。

管理

REDSHIFTEVENT-2008

INFO

新しい Amazon Redshift クラスター [cluster
name] スナップショット [snapshot name] を作
成する復元オペレーションが [time] に開始され
ました。復元の進行状況をモニタリングするに
は、AWS Management Console にアクセスして
ください。

管理

REDSHIFTEVENT-2013

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の名
前が [time] に変更されました。

577

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift のイベントカテゴリとイベントメッセージ

Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

管理

REDSHIFTEVENT-2014

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元リクエストが受信されました。

管理

REDSHIFTEVENT-2015

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元が [time] にキャンセルされました。

管理

REDSHIFTEVENT-2016

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の置
換が [time] に開始されました。

管理

REDSHIFTEVENT-2017

INFO

お客様が開始したメンテナンスは、Amazon
Redshift クラスター [クラスター名] で [時間] に開
始されました。メンテナンス中、クラスターを使
用できない場合があります。

管理

REDSHIFTEVENT-2018

INFO

お客様が開始したメンテナンスは、Amazon
Redshift クラスター [クラスター名] で [時間] に完
了しました。

管理

REDSHIFTEVENT-2019

ERROR

お客様が開始したメンテナンスは、Amazon
Redshift クラスター [クラスター名] で [時間] に失
敗しました。クラスターを元の状態に戻していま
す。

管理

REDSHIFTEVENT-2020

INFO

Amazon Redshift クラスター [クラスター名] のト
ラックは、[from track (トラック元)] から [to track
(トラック先)] に変更する必要があります。

管理

REDSHIFTEVENT-2021

ERROR

Amazon Redshift クラスター [クラスター名] の
[オペレーション] は、当社のキャパシティープー
ルから容量を取得中に成功しませんでした。容量
の獲得に取り組んでいますが、今のところ、リク
エストをキャンセルしました。このクラスターを
削除して、後で再試行してください。

管理

REDSHIFTEVENT-2022

ERROR

Amazon Redshift クラスター [クラスター名] の
[オペレーション] は、当社のキャパシティープー
ルから容量を取得中に成功しませんでした。容量
の獲得に取り組んでいますが、今のところ、リク
エストをキャンセルしました。容量は [代替アベ
イラビリティーゾーン] で利用できます。このク
ラスターを削除して、代替アベイラビリティー
ゾーンで再試行してください。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

管理

REDSHIFTEVENT-2023

ERROR

単一ノードの Amazon Redshift クラスター [ク
ラスター名] でハードウェア障害が検出されまし
た。これにより、クエリの失敗またはクラスター
の断続的な高可用性がもたらされる可能性があり
ます。当社のキャパシティープールから容量を取
得中にクラスターの交換は成功しませんでした。
スナップショットから新しいクラスターを復元す
る必要があります。このクラスターを削除し、利
用可能な最新のスナップショットを選択して、そ
のスナップショットから新しいクラスターを復元
します。これにより、正常なハードウェアに自動
的にプロビジョニングされます。

管理

REDSHIFTEVENT-2024

ERROR

単一ノードの Amazon Redshift クラスター [ク
ラスター名] でハードウェア障害が検出されまし
た。これにより、クエリの失敗またはクラスター
の断続的な高可用性がもたらされる可能性があり
ます。当社のキャパシティープールから容量を取
得中にクラスターの交換は成功しませんでした。
容量はアベイラビリティーゾーンで利用できま
す [代替アベイラビリティーゾーン]。このクラス
ターを削除し、利用可能な最新のスナップショッ
トを選択して、そのスナップショットから新し
いクラスターを復元します。これにより、正常な
ハードウェアに自動的にプロビジョニングされま
す。

管理

REDSHIFTEVENT-3011

INFO

Amazon Redshift クラスター「[cluster name]」
の伸縮自在なサイズ変更が [time] に開始されまし
た。サイズ変更中はデータベース接続を保持しま
す。このオペレーション中に、一部のクエリおよ
び接続が終了やタイムアウトすることがありま
す。

管理

REDSHIFTEVENT-3012

INFO

[時刻] に開始されたクラスター「[クラスター
名]」の伸縮サイズ変更リクエストを受け取りまし
た。サイズ変更が始まると、イベント通知が送信
されます。

Pending

REDSHIFTEVENT-2025

INFO

Pending

REDSHIFTEVENT-2026

INFO

モニタリング REDSHIFTEVENT-2050

INFO

579

クラスター <クラスター名> のデータベース
は、<開始時間> と <終了時間> の間に更新されま
す。クラスターはアクセスできません。変化に応
じて計画を立てましょう。
クラスター <クラスター名> は、<開始時間> と
<終了時間> の間に更新されます。クラスターは
アクセスできません。変化に応じて計画を立てま
しょう。
Amazon Redshift クラスター [cluster name] で
ハードウェア問題が検出されました。置換リクエ
ストが [time] に開始されました。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

モニタリング REDSHIFTEVENT-3000

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] が
[time] に再起動されました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3001

INFO

Amazon Redshift クラスターのノード: [cluster
name] が [time] に自動的に置き換えられ、クラス
ターは通常動作中です。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3002

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] のサ
イズ変更が完了したため、クラスターを読み込み
および書き込みできます。サイズ変更は [時間] に
開始され、完了までに [時間数] かかりました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3003

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
スナップショット [snapshot name] から正常に作
成されたため、使用できます。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3007

INFO

Amazon Redshift スナップショット [スナップ
ショット名] が [ソース AWS リージョン] から [コ
ピー先 AWS リージョン] に、[時間] に正常にコ
ピーされました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3008

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元が [time] に開始されました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3009

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元が [time] に完了しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3010

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元が [time] に失敗しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3013

ERROR

リクエストされた Amazon Redshift クラスター
[cluster name] の伸縮自在なサイズ変更オペレー
ションが [reason] のために [time] に失敗しまし
た。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3014

INFO

Amazon Redshift がクラスター [cluster name] を
[time] に再起動しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3500

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] のサ
イズ変更に失敗しました。サイズ変更は数分後に
自動的に再試行されます。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3501

ERROR

スナップショット [snapshot name] から Amazon
Redshift クラスター [cluster name] を作成する復
元オペレーションが [time] に失敗しました。操作
を再実行してください。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3504

ERROR

Amazon S3 バケット [bucket name] はクラスター
[cluster name] のログ作成には無効です。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3505

ERROR

Amazon S3 バケット [bucket name] にはクラス
ター [cluster name] に関する正しい IAM ポリシー
がありません。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

モニタリング REDSHIFTEVENT-3506

ERROR

Amazon S3 バケット [bucket name] が存在しませ
ん。クラスター [クラスター名] のログ作成を続行
できません。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3507

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] が
EIP [IP address] を使用して作成できません。こ
の EIP は既に使われています。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3508

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] が
EIP [IP address] を使用して作成できません。EIP
が見つかりません。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3509

ERROR

クラスター [クラスター名] のクロスリージョン
スナップショットのコピーが有効になっていませ
ん。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3510

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元が [time] に開始に失敗しました。理
由: [理由]。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3511

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] の
テーブル復元が [time] に失敗しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3512

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
ハードウェアの問題により失敗しました。クラス
ターは、[時間] に作成された最新スナップショッ
ト [スナップショット名] から自動的に復元されて
います。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3513

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
ハードウェアの問題により失敗しました。クラス
ターは、[時間] に作成された最新スナップショッ
ト [スナップショット名] から自動的に復元されて
います。この時間後にデータベースに行った変更
は、再送信する必要があります。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3514

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
ハードウェアの問題により失敗しました。クラ
スターは、ハードウェア障害の状態に配置されま
す。クラスターを削除して、[時間] に作成した最
新スナップショット [スナップショット名] から復
元してください。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3515

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
ハードウェアの問題により失敗しました。クラ
スターは、ハードウェア障害の状態に配置されま
す。クラスターを削除して、[時間] に作成した最
新スナップショット [スナップショット名] から
復元してください。この時間後にデータベースに
行った変更は、再送信する必要があります。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

モニタリング REDSHIFTEVENT-3516

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
ハードウェアの問題により失敗し、このクラス
ターにはバックアップが存在しません。クラス
ターは、ハードウェア障害のステータスに配置さ
れ、削除されます。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3519

INFO

クラスター [cluster name] は [time] に再起動を開
始しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3520

INFO

クラスター [cluster name] は [time] に再起動を完
了しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3521

INFO

クラスター「[クラスター名]」に接続の問題が検
出されました。[時刻] に自動診断が開始されまし
た。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3522

INFO

クラスター「[クラスター名]」の復旧アクション
が [時刻] に失敗しました。Amazon Redshift チー
ムがソリューションに向けて動いています。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3533

ERROR

「[クラスター名]」のクラスターのサイズ変更
は、[時刻] にキャンセルされました。[理由] のた
め、オペレーションキャンセルされました。[アク
ションが必要]。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3534

INFO

Amazon Redshift クラスター 「[cluster name]」
の伸縮自在なサイズ変更が [time] に完了しまし
た。クラスターは、データの転送中に読み取り/書
き込みオペレーションに使用できるようになりま
した。一部のクエリではデータ転送が完了するま
でに時間がかかる場合があります。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3537

INFO

クラスター '[cluster name]' のデータ転送は [time
in UTC] に完了しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3600

INFO

Amazon Redshift クラスター [クラスター名] のリ
クエストされたサイズ変更オペレーションは過去
にキャンセルされました。ロールバックは [時刻]
に完了しました。

Pending

REDSHIFTEVENT-3601

INFO

クラスター <クラスター名> のノードは、<開始
時間> と <終了時間> の間に置き換えられます。
このメンテナンスを延期することはできません。
変化に応じて計画を立てましょう。

Pending

REDSHIFTEVENT-3602

INFO

クラスター <クラスター名> のノードは、<開始
時間> と <終了時間> の間に置き換えが予定され
ています。クラスターはアクセスできません。変
化に応じて計画を立てましょう。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

管理

REDSHIFTEVENT-3603

INFO

内部エラーのため、スナップショット [スナップ
ショット名] からクラスター [クラスター名] を作
成する復元オペレーションが失敗しました。クラ
スターは、互換性のない復元ステータスにあり、
削除できます。異なる設定のクラスターでスナッ
プショットの復元を試みてください。

管理

REDSHIFTEVENT-3614

INFO

スケジュールされたアクション [スケジュールさ
れたアクション名] は [UTC での時刻] に作成され
ました。最初の呼び出しは [UTC での時刻] にス
ケジュールされています。

管理

REDSHIFTEVENT-3615

INFO

スケジュールされたアクション [スケジュール
されたアクション名] は [UTC での時刻] にスケ
ジュールされています。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3616

INFO

[UTC での時刻] にスケジュールされたアク
ション [スケジュールされたアクション名] が
「SUCCEEDED」ステータスで終了しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3617

ERROR

スケジュールされたアクション [スケジュールさ
れたアクション名] は、遅延のため [UTC での時
刻] にスキップされました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3618

INFO

クラスター [クラスター名] の一時停止オペレー
ションが [UTC 時間] に開始しました。一時停止
開始

モニタリング REDSHIFTEVENT-3619

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] が
[UTC time] に正常に一時停止されました。

管理

REDSHIFTEVENT-3626

INFO

スケジュールされたアクション [スケジュールさ
れたアクション名] が [UTC での時刻] に変更され
ました。最初の呼び出しは [UTC での時刻] にス
ケジュールされています。

管理

REDSHIFTEVENT-3627

INFO

スケジュールされたアクション [スケジュールさ
れたアクション名] が [UTC での時刻] に削除され
ました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3628

ERROR

[UTC での時刻] にスケジュールされたアク
ション [スケジュールされたアクション名] が
「FAILED」ステータスで終了しました。

管理

REDSHIFTEVENT-3629

INFO

Amazon Redshift [cluster name] は、お客様の再
配置リクエストを受け取りました。アベイラビ
リティーゾーンの再配置が完了すると、Amazon
Redshift はイベント通知を送信します。

管理

REDSHIFTEVENT-3630

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name] は、
[availability zone] から [availability zone] に正常に
再配置されました。これで、クラスターを使用で
きます。
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベント
の重大度

説明

管理

REDSHIFTEVENT-3631

INFO

Amazon Redshift クラスターは、復旧のために
Amazon Redshift クラスター [cluster name] を
[availability zone] から [availability zone] に正常に
再配置しました。

管理

REDSHIFTEVENT-3632

INFO

Amazon Redshift では、設定の変更により
Amazon Redshift クラスター [cluster name] のク
ラスターの再配置が一時的に無効になっていま
す。クラスターの再配置を後でもう一度お試しく
ださい。

管理

REDSHIFTEVENT-3652

INFO

Redshift クラスター [クラスター名] のAQUA 設定
ステータスが [AQUA 設定ステータス] に変更され
ました。次のクラスターを再起動すると、この変
更が有効になります。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3658

ERROR

Redshift クラスター [cluster id] の EC2-Classic か
ら EC2-VPC への移行に失敗しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3659

INFO

Redshift クラスター [cluster id] の EC2-Classic か
ら EC2-VPC への移行が成功しました。

モニタリング REDSHIFTEVENT-3660

INFO

クラスターは、ハードウェア障害の状態に配置
されます。EC2-Classic クラスターを削除した上
で、[time in UTC] に作成された最新のスナップ
ショット [snapshot name] から EC2-VPC クラス
ターに復元してください。

セキュリティ REDSHIFTEVENT-4000

INFO

Amazon Redshift クラスター: [cluster name] の管
理者認証情報が [time] に更新されました。

セキュリティ REDSHIFTEVENT-4001

INFO

セキュリティグループ [セキュリティグループ名]
が [時間] に変更されました。変更は、関連付けら
れたすべてのクラスターに対して自動的に行われ
ます。

セキュリティ REDSHIFTEVENT-4500

ERROR

指定されたセキュリティグループ [セキュリティ
グループ名] は無効です。クラスター [クラスター
名] の設定の変更が適用されませんでした。AWS
Management Console にアクセスして問題を修正
してください。

セキュリティ REDSHIFTEVENT-4501

ERROR

クラスターセキュリティグループ [クラスター
セキュリティグループ名] で指定されたセキュリ
ティグループ [セキュリティグループ名] が見つか
りませんでした。認可を完了できません。

セキュリティ REDSHIFTEVENT-4502

ERROR

同時に実行されるアクティビティがあったた
め、Amazon Redshift クラスター [cluster name]
の管理者認証情報が、[time] に更新できませんで
した。現在のワークロードがアクティブなワーク
ロードを完了または減らしてから、オペレーショ
ンを再試行します。
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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。
パラメータグループソースタイプのカテゴリとイベント
Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベントの重
大度

説明

設定

REDSHIFTEVENT-1002

INFO

パラメータ [パラメータ名] が [時間] に
[value] から [value ] に更新されました。

設定

REDSHIFTEVENT-1003

INFO

クラスターパラメータグループ [グループ名]
が作成されました。

設定

REDSHIFTEVENT-1004

INFO

クラスターパラメータグループ [グループ名]
が削除されました。

設定

REDSHIFTEVENT-1005

INFO

クラスターパラメータグループ [名前] が [時
間] に更新されました。動的パラメータのみ
を変更した場合は、関連付けられているクラ
スターが現在変更中です。静的パラメータを
変更した場合、動的パラメータを含む、すべ
ての更新は、関連するクラスターを再起動し
た場合に適用されます。

次の表は、セキュリティ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。
セキュリティグループソースタイプのカテゴリとイベント
Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベントの重
大度

説明

セキュリティ

REDSHIFTEVENT-4002

INFO

クラスターセキュリティグループ [グループ
名] が作成されました。

セキュリティ

REDSHIFTEVENT-4003

INFO

クラスターセキュリティグループ [グループ
名] が削除されました。

セキュリティ

REDSHIFTEVENT-4004

INFO

クラスターセキュリティグループ [グループ
名] が [時間] に変更されました。変更は、関
連するすべてのクラスターに自動的に適用さ
れます。

次の表は、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ま
す。
スナップショットソースタイプのカテゴリとイベント
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Amazon
Redshift のカ
テゴリ

イベント ID

イベントの重
大度

説明

管理

REDSHIFTEVENT-2009

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
のユーザースナップショット [snapshot
name] が [time] に開始されました。スナッ
プショットの進行状況をモニタリングするに
は、AWS Management Console にアクセス
してください。

管理

REDSHIFTEVENT-2010

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
のユーザースナップショット [snapshot
name] が [time] にキャンセルされました。

管理

REDSHIFTEVENT-2011

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
のユーザースナップショット [snapshot
name] が [time] に削除されました。

管理

REDSHIFTEVENT-2012

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
の最終スナップショット [snapshot name] が
[time] に開始されました。

モニタリング

REDSHIFTEVENT-3004

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
のユーザースナップショット [snapshot
name] が [time] に正常に完了しました。

モニタリング

REDSHIFTEVENT-3005

INFO

Amazon Redshift クラスター [name] の最終
スナップショット [name] が [time] に正常に
完了しました。

モニタリング

REDSHIFTEVENT-3006

INFO

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
の最終スナップショット [snapshot name] が
[time] にキャンセルされました。

モニタリング

REDSHIFTEVENT-3502

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
の最終スナップショット [snapshot name] が
[time] に失敗しました。チームは問題を調査
しています。AWS Management Console に
アクセスしてオペレーションを再試行してく
ださい。

モニタリング

REDSHIFTEVENT-3503

ERROR

Amazon Redshift クラスター [cluster name]
のユーザースナップショット [snapshot
name] が [time] に失敗しました。チームは
問題を調査しています。AWS Management
Console にアクセスしてオペレーションを再
試行してください。

Amazon Redshift コンソールを使用してイベント通知
を管理する
トピック
• イベント通知サブスクリプションを作成する (p. 587)
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Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) イベント通知サブスクリプションを作成すると、特定
の Amazon Redshift クラスター、スナップショット、セキュリティグループ、またはパラメータグループ
にイベントが発生したときに通知を送信できます。これらの通知は SNS トピックに送信され、トピック
にサブスクライブした SNS ユーザーに順番にメッセージが送信されます。ユーザーへの SNS メッセー
ジは、AWS リージョンの Amazon SNS によりサポートされているいずれかの形式にすることができます
(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)。たとえば、すべてのリージョン
でメール通知がサポートされますが、SMS 通知は 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ作成でき
ます。詳細については、「Amazon Redshift イベント通知 (p. 573)」を参照してください。
このセクションでは、AWS Management Console から Amazon Redshift イベント通知サブスクリプショ
ンを管理する方法について説明します。

イベント通知サブスクリプションを作成する
イベントサブスクリプションを作成するには
1.
2.
3.
4.
5.

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。
ナビゲーションメニューで [Events] (イベント) を選択します。
[イベントサブスクリプション] タブを選択してから、[イベントサブスクリプションの作成] を選択し
ます。
名前、ソースタイプ、カテゴリ、重要度など、イベントサブスクリプションのプロパティを入力しま
す。また、Amazon SNS トピックを有効化して、イベントの通知を受け取ることもできます。
[イベントサブスクリプションの作成] を選択してサブスクリプションを作成します。

AWS CLI および Amazon Redshift API を使用したイ
ベント通知の管理
次の Amazon Redshift CLI 操作を使用してイベント通知を管理することができます。
• create-event-subscription
• delete-event-subscription
• describe-event-categories
• describe-event-subscriptions
• describe-events
• modify-event-subscription
次の Amazon Redshift API アクションを使用してイベント通知を管理することができます。
• CreateEventSubscription
• DeleteEventSubscription
• DescribeEventCategories
• DescribeEventSubscriptions
• DescribeEvents
• ModifyEventSubscription
Amazon Redshift の詳細については、「Amazon Redshift イベント通知 (p. 573)」を参照してください。

587

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift オブジェクトのクォータ

Amazon Redshift でのクォータと制
限
Amazon Redshift には、AWS リージョンごとに AWS アカウント内の複数のリソースの使用を制限する
クォータがあります。各クォータにはデフォルト値があり、一部のクォータは調整可能です。調整可能な
クォータについては、Amazon Redshift 上限緩和申請を送信して、AWS リージョンの AWS アカウントへ
の制限を緩和するようリクエストできます。

Amazon Redshift オブジェクトのクォータ
Amazon Redshift には、複数のオブジェクトタイプの使用を制限するクォータがあります。それぞれにデ
フォルト値があります。
クォータ名

AWS デフォ
ルト値

調整可能

説明

スナップ
ショットご
とにスナッ
プショット
の復元を許
可できる
AWS アカウ
ント

20

いいえ

スナップショットごとにスナップショットの復元を許可で
きる AWS アカウントの最大数。

AWS KMS
key ごとに
スナップ
ショットの
復元を許可
できる AWS
アカウント

100

いいえ

KMS キーごとにスナップショットの復元を許可できる
AWS アカウントの最大数。つまり、1 つの KMS キーで暗
号化された 10 個のスナップショットがある場合、10 個の
AWS アカウントに各スナップショットを復元することを
許可できます。または、最大 100 個のアカウントのその他
の組み合わせや、スナップショットごとに 20 個のアカウ
ントを超えないその他の組み合わせを許可できます。

他の AWS
サービス
にアクセ
スするため
の Amazon
Redshift の
クラスター
IAM ロール

50

1

いいえ

クラスターと IAM ロールを所有するユーザーの他の AWS
サービスへのアクセスを Amazon Redshift に許可するため
に、クラスターに関連付けることができる IAM ロールの
最大数。

すべての
ユーザー定
義の手動
WLM キュー
の同時実行
レベル (クエ
リスロット)

50

1

クォータが 10 である AWS リージョン は次のとお
りです: ap-northeast-3、af-south-1、eu-south-1、apsoutheast-3、us-gov-east-1、us-gov-west-1、us-isoeast-1、us-isob-east-1
いいえ

手動ワークロード管理によって定義されるすべてのユー
ザー定義キューの最大クエリスロット。

588

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift オブジェクトのクォータ

クォータ名

AWS デフォ
ルト値

調整可能

説明

同時実行ス
ケーリング
クラスター

10

[Yes (はい)]

同時実行スケーリングクラスターの最大数。

クラスター
内の DC2
ノード

128

はい

クラスターに割り当てることができる DC2 ノードの最
大数。各ノードタイプのノード制限の詳細については、
「Amazon Redshift のクラスターとノード (p. 63)」を参照
してください。

クラスター
内の DS2
ノード

128

はい

クラスターに割り当てることができる DS2 ノードの最
大数。各ノードタイプのノード制限の詳細については、
「Amazon Redshift のクラスターとノード (p. 63)」を参照
してください。

イベントサ
ブスクリプ
ション

20

はい

現在の AWS リージョンにおけるこのアカウントのイベン
トサブスクリプションの最大数。

ノード

200

はい

現在の AWS リージョンにある、このアカウントのすべて
のデータベースインスタンスにおけるノードの最大数。

パラメータ
グループ

20

いいえ

現在の AWS リージョンにおけるこのアカウントのパラ
メータグループの最大数。

クラスター
内の RA3
ノード

128

はい

クラスターに割り当てることができる RA3 ノードの最
大数。各ノードタイプのノード制限の詳細については、
「Amazon Redshift のクラスターとノード (p. 63)」を参照
してください。

クラスター
に接続され
た RedShift
マネージド
VPC エンド
ポイント

30

はい

クラスターに接続できる RedShift マネージド VPC エンド
ポイントの最大数。RedShift マネージド VPC エンドポイ
ントの詳細については、「Amazon Redshift での Redshift
管理の VPC エンドポイントの操作 (p. 102)」を参照して
ください。

RedShift マ
ネージド
VPC エンド
ポイントを
介してアク
セスされる
クラスター
に対する被
付与者

5

はい

クラスターの所有者がクラスターの RedShift マネージド
VPC エンドポイントを作成するよう許可できる被付与者
の最大数。RedShift マネージド VPC エンドポイントの詳
細については、「Amazon Redshift での Redshift 管理の
VPC エンドポイントの操作 (p. 102)」を参照してくださ
い。

認可ごとの
RedShift マ
ネージド
VPC エンド
ポイント

5

はい

認可ごとに作成できる RedShift マネージド VPC エンドポ
イントの最大数。RedShift マネージド VPC エンドポイン
トの詳細については、「Amazon Redshift での Redshift 管
理の VPC エンドポイントの操作 (p. 102)」を参照してく
ださい。

リザーブド
ノード

200

はい

現在の AWS リージョンにおけるこのアカウントのリザー
ブドノードの最大数。
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クォータ名

AWS デフォ
ルト値

調整可能

説明

クラスター
ごとの各
データベー
スのスキー
マ

9,900

いいえ

クラスターごとに各データベースで作成できるスキーマの
最大数。ただし、pg_temp_* スキーマはこのクォータに
はカウントされません。

セキュリ
ティグルー
プ

20

はい

現在の AWS リージョンにおけるこのアカウントのセキュ
リティグループの最大数。

COPY によ
りロードす
るときの単
一行のサイ
ズ

4

いいえ

COPY コマンドを使用してロードするときの単一行の最大
サイズ (MB 単位)。

スナップ
ショット

20

はい

現在の AWS リージョンにおけるこのアカウントのユー
ザースナップショットの最大数。

サブネット
グループ

20

はい

現在の AWS リージョンにおけるこのアカウントのサブ
ネットグループの最大数。

サブネット
グループ内
のサブネッ
ト

20

はい

サブネットグループのサブネットの最大数。

large クラ
スターノー
ドタイプの
テーブル

9,900

いいえ

大規模クラスターノードタイプのテーブルの最大数。こ
の制限には、永続テーブル、一時テーブル、データシェア
テーブル、マテリアライズドビューが含まれています。外
部テーブルは、一時テーブルとしてカウントされます。一
時テーブルには、ユーザー定義の一時テーブルや、クエリ
の処理またはシステムメンテナンス中に Amazon Redshift
によって作成された一時テーブルが含まれます。ビューお
よびシステムテーブルはこの制限には含まれません。

xlarge クラ 9,900
スターノー
ドタイプの
テーブル

いいえ

xlarge クラスターノードタイプのテーブルの最大数。こ
の制限には、永続テーブル、一時テーブル、データシェア
テーブル、マテリアライズドビューが含まれています。外
部テーブルは、一時テーブルとしてカウントされます。一
時テーブルには、ユーザー定義の一時テーブルや、クエリ
の処理またはシステムメンテナンス中に Amazon Redshift
によって作成された一時テーブルが含まれます。ビューお
よびシステムテーブルはこの制限には含まれません。

単一ノー
9,900
ドクラス
ターを持つ
xlplus クラ
スターノー
ドタイプの
テーブル。

いいえ

単一ノードクラスターを持つ xlplus クラスターノードタ
イプのテーブルの最大数。この制限には、永続テーブル、
一時テーブル、データシェアテーブル、マテリアライズド
ビューが含まれています。外部テーブルは、一時テーブル
としてカウントされます。一時テーブルには、ユーザー定
義の一時テーブルや、クエリの処理またはシステムメンテ
ナンス中に Amazon Redshift によって作成された一時テー
ブルが含まれます。ビューおよびシステムテーブルはこの
制限には含まれません。
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クォータ名

AWS デフォ
ルト値

マルチノー
20,000
ドクラス
ターを持つ
xlplus クラ
スターノー
ドタイプの
テーブル。

調整可能

説明

いいえ

マルチノードクラスターを持つ xlplus クラスターノー
ドタイプのテーブルの最大数。この制限には、永続テーブ
ル、一時テーブル、データシェアテーブル、マテリアライ
ズドビューが含まれています。外部テーブルは、一時テー
ブルとしてカウントされます。一時テーブルには、ユー
ザー定義の一時テーブルや、クエリの処理またはシステム
メンテナンス中に Amazon Redshift によって作成された一
時テーブルが含まれます。ビューおよびシステムテーブル
はこの制限には含まれません。

4xlarge
クラスター
ノードタイ
プのテーブ
ル

100,000

いいえ

4xlarge クラスターノードタイプのテーブルの最大数。
この制限には、永続テーブル、一時テーブル、データシェ
アテーブル、マテリアライズドビューが含まれています。
外部テーブルは、一時テーブルとしてカウントされます。
一時テーブルには、ユーザー定義の一時テーブルや、
クエリの処理またはシステムメンテナンス中に Amazon
Redshift によって作成された一時テーブルが含まれます。
ビューおよびシステムテーブルはこの制限には含まれませ
ん。

8xlarge
クラスター
ノードタイ
プのテーブ
ル

100,000

いいえ

8xlarge クラスターノードタイプのテーブルの最大数。
この制限には、永続テーブル、一時テーブル、データシェ
アテーブル、マテリアライズドビューが含まれています。
外部テーブルは、一時テーブルとしてカウントされます。
一時テーブルには、ユーザー定義の一時テーブルや、
クエリの処理またはシステムメンテナンス中に Amazon
Redshift によって作成された一時テーブルが含まれます。
ビューおよびシステムテーブルはこの制限には含まれませ
ん。

16xlarge
クラスター
ノードタイ
プのテーブ
ル

100,000

いいえ

16xlarge クラスターノードタイプのテーブルの最大
数。この制限には、永続テーブル、一時テーブル、データ
シェアテーブル、マテリアライズドビューが含まれていま
す。外部テーブルは、一時テーブルとしてカウントされま
す。一時テーブルには、ユーザー定義の一時テーブルや、
クエリの処理またはシステムメンテナンス中に Amazon
Redshift によって作成された一時テーブルが含まれます。
ビューおよびシステムテーブルはこの制限には含まれませ
ん。

クラスター
内のユー
ザー定義
データベー
ス

60

いいえ

クラスターごとに作成できるユーザー定義データベースの
最大数。

アイドル状
態または非
アクティブ
なセッショ
ンのタイム
アウト

4 時間

いいえ

この設定は、クラスターにのみ適用されます。ユーザー
のアイドルセッションのタイムアウト値の設定について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの
「ALTER USER」を参照してください。ユーザー設定は、
クラスター設定よりも優先されます。
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クォータ名

AWS デフォ
ルト値

調整可能

説明

アイドル状
態のトラン
ザクション
のタイムア
ウト

6 時間

いいえ

Amazon Redshift がトランザクションに関連付けられた
セッションを終了するまでの、オープントランザクション
のアイドル状態の最大期間。この設定は、ユーザー定義の
アイドル状態のタイムアウト設定よりも優先されます。ク
ラスターにのみ適用されます。

データベー
スのストア
ドプロシー
ジャ

10,000

いいえ

ストアドプロシージャの最大数です。制限の詳細について
は「ストアドプロシージャサポートの制限と違い」を参照
してください。

Amazon Redshift Serverless オブジェクトのクォー
タ
Amazon Redshift には、mazon Redshift Serverless インスタンスで複数のオブジェクトタイプの使用を制
限するクォータがあります。それぞれにデフォルト値があります。
クォータ名

AWS デフォ
ルト値

調整可能

説明

データベー
スの数

100

いいえ

Amazon Redshift Serverless インスタンスで許可される
データベースの最大数です。

スキーマの
数

9,900

いいえ

Amazon Redshift Serverless インスタンスで許可されるス
キーマの最大数です。

テーブルの
数

100,000

いいえ

Amazon Redshift Serverless インスタンスで許可される
テーブルの最大数です。

アイドル状
態または非
アクティブ
なセッショ
ンのタイム
アウト

4 時間

いいえ

ユーザーのアイドルセッションのタイムアウト値の設定に
ついては、Amazon Redshift データベースデベロッパーガ
イドの「ALTER USER」を参照してください。ユーザー設
定が優先されます。

アイドル状
態のトラン
ザクション
のタイムア
ウト

6 時間

いいえ

Amazon Redshift Serverless がトランザクションに関連付
けられたセッションを終了するまでの、オープントラン
ザクションのアイドル状態の最大期間。この設定は、ユー
ザー定義のアイドル状態のタイムアウト設定よりも優先さ
れます。

最大接続数

2000

いいえ

ワークグループに接続できる接続の最大数。

Amazon Redshift Serverless 請求がタイムアウト設定によってどのように影響を受けるかについては、
「Amazon Redshift Serverless での請求 (p. 24)」を参照してください。
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クエリエディタ v2 オブジェクトのクォータ
Amazon Redshift には、Amazon Redshift クエリエディタ v2 で複数のオブジェクトタイプの使用を制限す
るクォータがあります。それぞれにデフォルト値があります。
クォータ名

AWS デフォ
ルト値

調整可能

説明

接続

500

はい

現在のリージョンで、このアカウントでクエリエディタ
v2 を使用して作成できる最大の接続数。

保存された
クエリ

2,500

はい

現在のリージョンで、このアカウントでクエリエディタ
v2 を使用して作成できる保存済みクエリの最大数。

クエリの
バージョン

20

はい

現在のリージョンでこのアカウントのクエリエディタ v2
を使用して作成できる、クエリごとの最大バージョン数。

保存済みの
チャート

500

はい

現在のリージョンで、このアカウントのクエリエディタ
v2 を使用して作成できる保存済みのチャートの最大数。

クエリごと
にフェッチ
された行

100,000

はい

現在のリージョンのこのアカウントでクエリエディタ v2
によってクエリごとにフェッチされる行の最大数。

クエリごと
にフェッチ
されるデー
タのサイズ

5

はい

現在のリージョンのこのアカウントのクエリエディタ v2
によってクエリごとにフェッチされるデータの最大サイズ
（MB 単位）。

1 プリンシパ 10
ルあたりの
同時ソケッ
ト接続数

はい

現在のリージョンで、単一のプリンシパルが確立できる
クエリエディタ v2 への同時ソケット接続の最大数です。
ソケット接続が制限を超えたというエラーが表示された場
合、このクォータを引き上げるかどうかを評価します。

1 アカウント 250
あたりの同
時ソケット
接続数

はい

現在のリージョンで、アカウント内のすべてのプリンシパ
ルが確立できるクエリエディタ v2 への同時ソケット接続
の最大数です。ソケット接続が制限を超えたというエラー
が表示された場合、このクォータを引き上げるかどうかを
評価します。

Amazon Redshift Spectrum のクォータと制限
Amazon Redshift Spectrum には、次のクォータと制限があります。
• AWS Glue Data Catalog を使用する場合の AWS アカウントあたりのデータベースの最大数。この値に
ついては、Amazon Web Services 全般のリファレンスで「AWS Glue service quotas」を参照してくだ
さい。
• AWS Glue Data Catalog を使用する場合のデータベースあたりのテーブルの最大数。この値について
は、Amazon Web Services 全般のリファレンスで「AWS Glue service quotas」を参照してください。
• AWS Glue Data Catalog を使用する場合のテーブルあたりのパーティションの最大数。この値について
は、Amazon Web Services 全般のリファレンスで「AWS Glue service quotas」を参照してください。
• AWS Glue Data Catalog を使用する場合の AWS アカウントあたりのパーティションの最大数。この値
については、Amazon Web Services 全般のリファレンスで「AWS Glue service quotas」を参照してく
ださい。
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• AWS Glue Data Catalog を使用する場合の外部テーブルの列の最大数。疑似列が有効な場合は 1,597、
疑似列が有効でないときは 1,600 です。
• AWS Glue Data Catalog を使用する場合の ION ファイルまたは JSON ファイルの文字列値の最大サイズ
は 16 KB です。
• 単一の ALTER TABLE ステートメントを使用して、最大 100 のパーティションを追加することができま
す。
• すべての S3 データは、Amazon Redshift クラスターと同じ AWS リージョンにある必要があります。
• ION および JSON 形式のタイムスタンプには、ISO8601 形式を使用する必要があります。
• ORC ファイルの外部圧縮はサポートされていません。
• テキスト、OpenCSV、Regex SERDE では、'\177' より大きい 8 進数の区切り記号はサポートされてい
ません。
• すべてのパーティションからの読み取りを回避するには、パーティション列に述語を指定する必要があ
ります。
たとえば、次の術語は ship_dtm 列でフィルタリングしますが、パーティション列 ship_yyyymm には
フィルタリングを適用しません。
WHERE ship_dtm > '2018-04-01'.
不要なパーティションをスキップするには、術後 WHERE ship_yyyymm = '201804' を追加する必要
があります。この述語はパーティション \ship_yyyymm=201804\ への読み込みオペレーションを制限
します。
これらの制限は Apache Hive メタストアに適用されません。

命名に関する制約
以下の表に、Amazon Redshift での命名に関する制約を示します。
クラスター識別子

• クラスター識別子には小文字のみ使用できます。
• 1～63 文字の英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。
• AWS アカウントのすべてのクラスター間で一意である必要
があります。

データベース名

• データベース名には、1～64 文字の英数字を使用する必要
があります。
• 小文字のみを使用する必要があります。
• 予約語は使用できません。予約語の一覧について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの予約語を参照してください。

RedShift マネージド VPC エンドポイン
トのエンドポイント名

• エンドポイント名には 1～30 文字を使用する必要がありま
す。
• 有効な文字は、A～Z、a～z、0～9、- (ハイフン) です。
• 1 字目は文字である必要があります。
• 名前にハイフンを 2 つ続けて使用したり、文字列の最後に
ハイフンを使用したりすることはできません。
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管理者ユーザー名

• 管理者ユーザー名には、小文字のみを使用できます。
• 1～128 個の英数字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。
• 予約語は使用できません。予約語の一覧について
は、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイ
ドの予約語を参照してください。

管理者パスワード

• 管理者パスワードには、8～64 文字を使用する必要があり
ます。
• 最低 1 個の大文字を含める必要があります。
• 最低 1 個の小文字を含める必要があります。
• 数字を 1 個含める必要があります。
• ASCII 文字 (ASCII コード 33～126) のうち、' (一重引用
符)、" (二重引用符)、\、/、@ を除く任意の文字を使用でき
ます。

パラメーターグループ名

• パラメータグループ名には 1～255 文字の英数字またはハ
イフンを使用する必要があります。
• 小文字のみ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。
• 文字列の最後にハイフンを使用したり、ハイフンを 2 つ続
けて使用したりすることはできません。

クラスターセキュリティグループ名

• クラスターセキュリティグループ名には 255 文字以下の英
数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 小文字のみを使用する必要があります。
• 「Default」という文字列を使用することはできません。
• AWS アカウントで作成したすべてのセキュリティグループ
間で一意である必要があります。

サブネットグループ名

• サブネットグループ名には 255 文字以下の英数字またはハ
イフンを使用する必要があります。
• 小文字のみを使用する必要があります。
• 「Default」という文字列を使用することはできません。
• AWS アカウントで作成したすべてのサブネットグループ間
で一意である必要があります。

クラスタースナップショット識別子

• クラスタースナップショット識別子には 255 文字以下の英
数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 小文字のみを使用する必要があります。
• 「Default」という文字列を使用することはできません。
• AWS アカウントで作成したすべてのスナップショット識別
子間で一意である必要があります。
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Amazon Redshift のリソースへのタ
グ付け
トピック
• タグ付けの概要 (p. 596)
• コンソールを使用したリソースタグの管理 (p. 597)
• Amazon Redshift API を使用したタグの管理 (p. 597)

タグ付けの概要
AWS では、タグはキーと値のペアで構成されるユーザー定義のラベルです。Amazon Redshift では、一目
で分かるリソースに関するメタデータを提供し、コスト配分に基づいて請求レポートを分類するタグ付け
がサポートされます。コスト配分にタグを使用するには、まず AWS Billing and Cost Management サービ
スでタグをアクティブ化する必要があります。請求目的でタグを設定および使用する方法の詳細について
は、「コスト配分タグを使用したカスタム請求レポート」と「月別コスト割り当てレポートの設定」を参
照してください。
タグは、Amazon Redshift のリソースに必須ではありませんが、コンテキストの提供に役立ちます。コス
トセンター、プロジェクト名、リソースについての他の関連情報に関するメタデータを持つリソースにタ
グ付けできます。たとえば、テスト環境に属するリソースと本稼働環境に属するリソースを追跡するとし
ます。environment というキーを作成し、値 test または production を指定して、各環境で使用され
るリソースを特定できます。他の AWS サービスでタグ付けを使用する場合や、ビジネスの標準カテゴリ
がある場合、一貫性を保つために Amazon Redshift のリソースには同じキーと値のペアを作成することを
お勧めします。
タグは、クラスターのサイズを変更した後や、同じリージョン内のクラスターのスナップショットを復元
した後も保持されます。一方、別のリージョンにスナップショットをコピーした場合はタグが保持されな
いため、新しいリージョンでタグを再作成する必要があります。リソースを削除した場合、関連付けられ
たタグが削除されます。
各リソースには、リソースに割り当てられた 1 つ以上のタグの集合であるタグセットが 1 つあります。リ
ソースごとに、タグセットあたり最大 50 個のタグを含めることができます。タグは、リソースの作成時
とリソースの作成後に追加できます。Amazon Redshift では、以下のリソースタイプにタグを追加できま
す。
• CIDR/IP
• クラスター
• クラスターセキュリティグループ
• クラスターのセキュリティグループの進入ルール
• Amazon EC2 セキュリティグループ
• ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 接続
• HSM クライアント証明書
• パラメータグループ
• スナップショット
• サブネットグループ
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Amazon Redshift コンソールからタグ付けを使用するために、IAM ユーザーは AWS 管理ポリシー
AmazonRedshiftFullAccess を添付できます。Amazon Redshift コンソールユーザーにアタッチでき
る、タグ付け権限が制限された IAM ポリシーの例については、例 7: ユーザーが Amazon Redshift コン
ソールを使用してリソースにタグを付けることを許可する (p. 438) を参照してください。タグ付けの詳細
については、「What is AWS Resource Groups?」を参照してください。

タグ付け要件
タグには、次の要件があります。
• キーにプレフィックス aws: を付けることはできません。
• キーはタグセットごとに一意であることが必要です。
• キーに使用できる文字数は 1～128 文字です。
• 値に使用できる文字数は 0～256 文字です。
• 値は、タグセットごとに一意にする必要はありません。
• キーと値に使用できる文字は、Unicode 文字、数字、空白、および _ . : / = + - @ の記号です。
• キーと値は大文字と小文字が区別されます。

コンソールを使用したリソースタグの管理
Amazon Redshift リソースでタグを管理するには
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で [Configurations] (設定)、[Manage tags] (タグの管理) の順に選択します。

3.

リソースの選択肢を入力して、追加、変更、または削除するタグを選択します。次に、[Manage tags
of the resources that you chose (選択したリソースのタグを管理する)] を選択します。
タグ付けできるリソースには、クラスター、パラメータグループ、サブネットグループ、HSM クライ
アント証明書、HSM 接続、スナップショットがあります。

4.

[Manage tags] (タグの管理) ナビゲーションページで、[Review and apply tag changes] (タグの変更を
レビューして適用する)、[Apply] (適用) の順に選択して変更を保存します。

Amazon Redshift API を使用したタグの管理
次の AWS CLI オペレーションを使用して、Amazon Redshift のタグを管理できます。
• create-tags
• delete-tags
• describe-tags
次の Amazon Redshift API オペレーションを使用して、タグを管理できます。
• CreateTags
• DeleteTags
• DescribeTags
• [Tag] (タグ)
• TaggedResource
597

Amazon Redshift 管理ガイド
Amazon Redshift API を使用したタグの管理

また、次の Amazon Redshift API オペレーションを使用して、特定のリソースのタグを管理および参照す
ることもできます。
• CreateCluster
• CreateClusterParameterGroup
• CreateClusterSecurityGroup
• CreateClusterSnapshot
• CreateClusterSubnetGroup
• CreateHsmClientCertificate
• CreateHsmConfiguration
• DescribeClusters
• DescribeClusterParameterGroups
• DescribeClusterSecurityGroups
• DescribeClusterSnapshots
• DescribeClusterSubnetGroups
• DescribeHsmClientCertificates
• DescribeHsmConfigurations
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Amazon Redshift のクラスターバー
ジョン
Amazon Redshift はクラスターバージョンを定期的にリリースしています。Amazon Redshift クラスター
は、システムメンテナンスウィンドウ中にパッチが適用されます。パッチのタイミングは、AWS リージョ
ン やメンテナンスウィンドウの設定によって異なります。Amazon Redshift コンソールでメンテナンス
ウィンドウの設定を表示または変更できます。メンテナンスの詳細については、「クラスターのメンテナ
ンス (p. 76)」を参照してください。
クラスターのバージョンは、Amazon Redshift コンソールのクラスターの詳細のメンテナンスタブで確認
できます。または、SQL コマンドの出力でクラスターのバージョンを確認できます。
SELECT version();

トピック
• Amazon Redshift パッチ 170 (p. 599)
• Amazon Redshift パッチ 169 (p. 599)
• Amazon Redshift パッチ 168 (p. 600)

Amazon Redshift パッチ 170
このパッチのクラスターバージョン:
• 1.0.41465 – 2022 年 9 月 7 日にリリースしました。
• 1.0.40325 - 2022 年 7 月 27 日にリリース

このパッチの新機能と改善点
• ST_GeomFromGeoJSON: GeoJSON 表現の VARCHAR から Amazon Redshift 空間ジオメトリオブジェ
クトを構築します。

Amazon Redshift パッチ 169
このパッチのクラスターバージョン:
• 1.0.40083 - 2022 年 7 月 16 日にリリース
• 1.0.39734 - 2022 年 7 月 7 日にリリース
• 1.0.39380 - 2022 年 6 月 23 日にリリース
• 1.0.39251 - 2022 年 6 月 15 日にリリース
• 1.0.39009 - 2022 年 6 月 8 日にリリース
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このパッチの新機能と改善点
• ロールベースのアクセス制御をサポートするため、デフォルト権限の変更コマンドのパラメータとして
ロールを追加します。
• Parquet と ORC ファイルからコピーする際に無効な UTF-8 文字の置き換えをサポートするた
め、ACCEPTINVCHARS パラメータを追加します。
• OBJECT (k,v) 関数を追加して、キーと値のペアから SUPER オブジェクトを構築します。

Amazon Redshift パッチ 168
このパッチのクラスターバージョン:
• 1.0.38698 – 2022 年 5 月 25 日にリリース
• 1.0.38551 – 2022 年 5 月 20 日にリリース
• 1.0.38463 – 2022 年 5 月 18 日にリリース
• 1.0.38361 – 2022 年 5 月 13 日にリリース
• 1.0.38199 - 2022 年 5 月 9 日にリリース
• 1.0.38112 — 2022 年 5 月 6 日にリリース
• 1.0.37684 — 2022 年 4 月 20 日にリリース

このパッチの新機能と改善点
• Amazon Redshift ML の線形学習モデルタイプのサポートを追加しました。
• SQL トランザクション分離レベルの SNAPSHOT オプションを追加しました。
• VARBYTE および VARCHAR データの新しいハッシュアルゴリズムとして farmhashFingerprint64 を
追加しました。
• マテリアライズドビューの増分更新で AVG 関数をサポートします。
• Redshift Spectrum の外部テーブルの相関サブクエリをサポートします。
• 初期状態のクエリパフォーマンスを向上させるために、Amazon Redshift は、特定のテーブルにおける
単一列のプライマリキーを分散キーとして自動的に選択します。
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ドキュメント履歴
次の表に、2018 年 6 月以降の「Amazon Redshift 管理ガイド」の各リリースにおける重要な変更点が記
されています。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできま
す。
API バージョン: 2012-12-01
Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドへの変更点一覧については、「Amazon Redshift デー
タベースデベロッパーガイドのドキュメント履歴」を参照してください。
新機能の詳細については、修正点のリストや、各リリースに関連付けられたクラスターバージョン番号も
含めて、「クラスターバージョンの履歴」を参照してください。

変更

説明

日付

Amazon Redshift パッチ 170 が
リリースされました。 (p. 599)

新しい Amazon Redshift パッ
2022 年 7 月 20 日
チがデプロイされていま
す。Amazon Redshift がサポー
トされているすべての AWS リー
ジョン で新しいバージョンが利
用可能になるまでには数週間か
かります。このバージョンの詳細
については、「Amazon Redshift
パッチ 170」を参照してくださ
い。

Amazon Redshift パッチ 169 が
リリースされました。 (p. 599)

新しい Amazon Redshift パッ
2022 年 6 月 8 日
チがデプロイされていま
す。Amazon Redshift がサポー
トされているすべての AWS リー
ジョン で新しいバージョンが利
用可能になるまでには数週間か
かります。このバージョンの詳細
については、「Amazon Redshift
パッチ 169」を参照してくださ
い。

Amazon Redshift パッチ 168 が
リリースされました。 (p. 600)

新しい Amazon Redshift パッ
2022 年 4 月 19 日
チがデプロイされていま
す。Amazon Redshift がサポー
トされているすべての AWS リー
ジョン で新しいバージョンが利
用可能になるまでには数週間か
かります。このバージョンの詳細
については、「Amazon Redshift
パッチ 168」を参照してくださ
い。

Amazon Redshift ドライバーによ 認証プロファイルを使用して
2021 年 8 月 2 日
る認証プロファイルのサポート
Amazon Redshift に接続できるよ
うになりました。
AQUA のサポート

AQUA (Advanced Query
Accelerator) は、Amazon
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Redshift の分析クエリアクセラ
レータです。カスタム設計のハー
ドウェアを使用して、大規模な
データセットをスキャンするクエ
リを高速化します。
AWS PrivateLink を活用した
Amazon Redshift でのクロス
VPC エンドポイントのサポート

Amazon Redshift で Redshift 管
理の VPC エンドポイントを使用
できるようになりました。

2021 年 4 月 1 日

Amazon Redshift クエリエディタ 拡張された VPC ルーティング、 2021 年 2 月 17 日
拡張機能のサポート
より長いクエリ実行時間、および
より多くのクラスターノードタイ
プを備えたクエリエディタを使用
できるようになりました。
パートナーとのコンソール統合
のサポート

Amazon Redshift コンソールを使 2020 年 12 月 9 日
用してパートナーと統合できま
す。

アベイラビリティーゾーン間で
クラスターを移動する機能のサ
ポート

アベイラビリティーゾーン間で
RA3 クラスターを移動できるよ
うになりました。

2020 年 12 月 9 日

ra3.xlplus ノードタイプのサポー
ト

ra3.xlplus ノードタイプを作成で
きるようになりました。

2020 年 12 月 9 日

JDBC ドライバーのバージョン
2.0 のサポート

JDBC ドライバーのバージョン
2.0 を構成できるようになりまし
た。

2020 年 11 月 5 日

Lambda UDF とトークン化のサ
ポート

Lambda UDF を記述して、デー
2020 年 10 月 26 日
タの外部トークン化を有効にでき
るようになりました。

SQL ステートメントの実行をス
ケジュールするためのサポート

Amazon Redshift コンソールでク 2020 年 10 月 22 日
エリをスケジュールできるように
なりました。

Amazon Redshift のデータ API
のサポート

組み込みのデータ API を使用し
て、Amazon Redshift にアクセ
スできるようになりました。ド
キュメントの更新には Amazon
Redshift データ API リファレン
スが含まれます。

2020 年 9 月 10 日

Amazon Redshift コンソールのク 新しいクエリモニタリングのグラ 2020 年 5 月 7 日
エリモニタリングのサポート
フについて説明するようにガイド
を更新しました。
使用制限のサポート

使用制限を説明するガイドを更新 2020 年 4 月 23 日
しました。

多要素認証

多要素認証のサポートについて説 2020 年 4 月 20 日
明するガイドを更新しました。

Elastic サイズ変更でのノードタ
イプ変更のサポート

伸縮自在なサイズ変更の説明を更 2020 年 4 月 6 日
新しました。
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マネージドストレージでの
ra3.4xlarge ノードタイプのサ
ポート

ra3.4xlarge ノードタイプを含め
2020 年 4 月 2 日
るようにガイドを更新しました。

一時停止と再開のサポート

クラスターの一時停止および再開 2020 年 3 月 11 日
操作について説明するように、ガ
イドを更新しました。

ID プロバイダーとして Microsoft
Azure AD をサポート

アイデンティティプロバイダーと 2020 年 2 月 10 日
して Microsoft Azure AD を使用
するステップを説明するガイドを
更新。

RA3 ノードタイプのサポート

新しい RA3 ノードタイプについ 2019 年 12 月 3 日
て説明するようにガイドを更新し
ました。

新しいコンソールのサポート

新しい Amazon Redshift コン
2019 年 11 月 11 日
ソールについて説明するようにガ
イドを更新しました。

セキュリティ情報の更新

セキュリティ情報のドキュメント 2019 年 6 月 24 日
に対する更新。

スナップショットの機能強化

Amazon Redshift は、スナップ
2019 年 4 月 4 日
ショットの管理とスケジューリン
グに対するいくつかの機能強化を
サポートするようになりました。

同時実行スケーリング

ワークロード管理 (WLM) を設定 2019 年 3 月 21 日
して、同時実行スケーリングモー
ドを有効にすることができます。
詳細については、「ワークロー
ド管理の設定」を参照してくださ
い。

JDBC および ODBC ドライバの
更新

Amazon Redshift では、新し
2019 年 2 月 4 日
いバージョンの JDBC および
ODBC ドライバーがサポートさ
れるようになりました。詳細に
ついては、「JDBC 接続を設定す
る」および「ODBC 接続を設定
する」を参照してください。

遅延メンテナンス

クラスターのメンテナンスウィン 2018 年 11 月 20 日
ドウを変更する必要がある場合、
メンテナンスを最長 14 日まで遅
延できます。遅延期間中にハード
ウェアを更新する必要がある、ま
たは他の必須の更新を行う必要が
ある場合、通知して必要な変更を
行います。更新中は、クラスター
を使用できません。詳細について
は、「メンテナンスの遅延」を参
照してください。
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事前通知

Amazon Redshift では、いく
2018 年 11 月 20 日
つかのイベントを事前に通
知します。これらのイベント
は、pendingのイベントカテゴ
リーを持ちます。例えば、クラス
ターにあるノードの 1 つに更新
が必要な場合、事前通知を送信し
ます。他の Amazon Redshift イ
ベントと同様、保留中のイベント
にサブスクライブできます。詳細
については、Amazon Redshift イ
ベント通知にサブスクライブす
るを参照してください。

伸縮自在なサイズ変更

伸縮自在なサイズ変更は、クラ
2018 年 11 月 15 日
スターのサイズを変更する最速の
方法です。伸縮自在なサイズ変更
は、既存のクラスターにあるノー
ドを追加または削除し、自動的に
データを新しいノードに再分散し
ます。新しいクラスターを作成し
ないため、伸縮自在なサイズ変更
オペレーションは、素早く (通常
は数分以内に) 完了します。詳細
については、「クラスターのサイ
ズ変更」を参照してください。

新しい ODBC ドライバー

Amazon Redshift ODBC ドライ
バーがバージョン 1.4.3.1000 に
更新されました。詳細について
は、「ODBC 接続を設定する」
を参照してください。

サイズ変更オペレーションの
キャンセル

サイズ変更オペレーションを進行 2018 年 11 月 2 日
中にキャンセルできるようになり
ました。詳細については、「サイ
ズ変更オペレーションの概要」を
参照してください。

暗号化を変更するためのクラス
ターの変更

AWS管理キーまたはカスタマー
2018 年 10 月 16 日
管理キーを使用し、暗号化され
ていないクラスターを変更して
AWS Key Management Service
(AWS KMS) 暗号化を使用できま
す。クラスターを変更して KMS
暗号化を有効にすると、Amazon
Redshift は自動的にデータを新た
な暗号化されたクラスターに移行
します。また、クラスターを変更
することで、暗号化されていない
クラスターを暗号化されたクラス
ターに移行することもできます。
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Amazon Redshift Spectrum によ
る拡張された VPC のルーティン
グのサポート

拡張された VPC のルーティ
2018 年 10 月 10 日
ングが有効化された Redshift
Spectrum をクラスターで使用で
きるようになりました。追加の
設定ステップを実行する必要が
ある場合があります。詳細につ
いては、「拡張された VPC の
ルーティングで Amazon Redshift
Spectrum を使用する」を参照し
てください。

クエリエディタ

Amazon Redshift マネジメントコ 2018 年 10 月 4 日
ンソールから SQL クエリを実行
できるようになりました。

ワークロードの実行内訳表

コンソールのワークロードの実行 2018 年 7 月 30 日
内訳表を確認して、ワークロード
のパフォーマンスの詳細を表示で
きるようになりました。詳細につ
いては、「ワークロードパフォー
マンスの分析」を参照してくださ
い。

メンテナンストラック

クラスターが、常に最新バージョ 2018 年 7 月 26 日
ンの Amazon Redshift に更新さ
れるか、前のバージョンに更新さ
れるかを、メンテナンストラック
を選択して指定できるようになり
ました。詳細については、「クラ
スターメンテナンストラックの選
択」を参照してください。

次の表に、2018 年 7 月以前の「Amazon Redshift 管理ガイド」の重要な変更点が記されています。
変更

説明

リリース日

新しい CloudWatch
メトリクス

クエリのパフォーマンスをモニタリングするための新しい
CloudWatch メトリクスが追加されました。詳細について
は、CloudWatch メトリクスを使用した Amazon Redshift
のモニタリング (p. 540) を参照してください。

2018 年 5 月 17 日

HSM 暗号化

Amazon Redshift では、ハードウェアセキュリティモ
ジュール (HSM) のキー管理に AWS CloudHSM のみが
サポートされています。詳細については、「Amazon
Redshift データベース暗号化 (p. 394)」を参照してくださ
い。

2018 年 3 月 6 日

IAM ロールの連鎖

クラスターに添付された IAM ロールに必要なリソースへ
のアクセスがない場合、他のアカウントに属している可
能性がある別のロールを連鎖することができます。クラ
スターは、このデータにアクセスするための連鎖ロールを
一時的に引き受けます。また、ロールを連鎖してクロスア
カウントアクセスを付与することもできます。連鎖におけ
る各ロールは、クラスターが連鎖の末尾のロールを引き受
けるまで、連鎖の次のロールを引き受けます。最大で 10
個のロールを連鎖できます。詳細については、「Amazon

2018 年 2 月 23 日

605

Amazon Redshift 管理ガイド

変更

説明

リリース日

Redshift で IAM ロールを連鎖する (p. 486)」を参照してく
ださい。
新しい DC2 ノードタ 新しい世代の Dense Compute (DC) ノードタイプは、DC1 2017 年 10 月 17 日
イプ
と同じ価格で、はるかに高いパフォーマンスを提供し
ます。DC1 クラスターを新しい DC2 ノードタイプに移
行すると、向上したパフォーマンスを利用できます。詳
細については、「Amazon Redshift のクラスターとノー
ド (p. 63)」を参照してください。
ACM 証明書

現在 Amazon Redshift では、クラスターの SSL 証明書
は、AWS Certificate Manager(ACM) 発行の証明書に置き
換えられています。ACM は、現在のほとんどのシステム
で信頼されている信頼のある公開認証機関 (CA) です。
引き続き SSL でクラスターに接続するには、現在の信頼
ルート CA 証明書を更新する必要があります。詳細につい
ては、「SSL 接続用 ACM 証明書への移行 (p. 254)」を参
照してください。

2017 年 9 月 18 日

サービスにリンクさ
れたロール

サービスにリンクされたロールは、Amazon Redshift 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 Redshift によって事
前定義されており、サービスがお客様の Amazon Redshift
クラスターの代わりに AWS サービスを呼び出すのに必要
なアクセス許可がすべて含まれています。詳細について
は、「Amazon Redshift でのサービスにリンクされたロー
ルの使用 (p. 442)」を参照してください。

2017 年 9 月 18 日

IAM データベース
ユーザー認証

ユーザーがユーザー認証情報を作成し、IAM 認証情報に
基づいてデータベースにログオンできるようにシステムを
設定できます。ユーザーが SAML 2.0 互換 ID プロバイダ
を通じ、フェデレーテッドシングルサインオンを使用して
サインオンできるようにシステムを設定することもできま
す。詳細については、「IAM 認証を使用したデータベース
ユーザー認証情報の生成 (p. 446)」を参照してください。

2017 年 8 月 11 日

テーブルレベルの復
元は、拡張された
VPC のルーティング
をサポートします

テーブルレベルの復元は、拡張された VPC のルーティン
グ (p. 333)を使用するクラスターをサポートするようにな
りました。詳細については、「スナップショットからの
テーブルの復元 (p. 367)」を参照してください。

2017 年 7 月 19 日

クエリのモニタリン
グルール

WLM クエリモニタリングルールを使用すれば、WLM
2017 年 4 月 21 日
キューのメトリクスベースのパフォーマンス境界を定義
し、クエリがそれらの境界を超えた場合に実行するアク
ション (ログ、ホップ、または中断) を指定できます。ワー
クロード管理 (WLM) 構成の一部としてクエリモニタリン
グルールを定義します。詳細については、「ワークロード
管理の設定 (p. 342)」を参照してください。

拡張された VPC の
ルーティング

Amazon Redshift の拡張された VPC のルーティングを
2016 年 ９ 月 15 日
使用すると、Amazon Redshift は Amazon VPC におけ
るクラスターとデータリポジトリ間のすべての COPY と
UNLOAD トラフィックを強制します。詳細については、
「Amazon Redshift の拡張 VPC ルーティング (p. 333)」を
参照してください。

606

Amazon Redshift 管理ガイド

変更

説明

リリース日

接続ログの新しい
フィールド

接続ログ (p. 506) 監査ログには、SSL 接続を追跡する 2
つの新しいフィールドがあります。Amazon Redshift テー
ブルに定期的に監査ログをロードする場合、ターゲット
テーブルに sslcompression と sslexpansion という新しい
列を追加する必要があります。

2016 年 5 月 5 日

新しい ODBC ドライ
バ

Amazon Redshift ODBC ドライバーがバージョン
1.2.7.1007 に更新されました。詳細については、「ODBC
接続の設定 (p. 240)」を参照してください。

2016 年 3 月 30 日

COPY および
UNLOAD 用の IAM
ロール

クラスターで他の AWS サービスへのアクセス認証
に使用できる、1 つ以上の AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールを指定できます。IAM ロー
ルは COPY、UNLOAD、または CREATE LIBRARY コ
マンドを使用して認証を提供する安全な代替方法を提
供しています。詳細については、「ユーザーに代わっ
て Amazon Redshift が他の AWS サービスにアクセ
スすることを許可する (p. 483)」および「IAM ロール
を使用して COPY、UNLOAD、CREATE EXTERNAL
FUNCTION、CREATE EXTERNAL SCHEMA オペレー
ションを承認する (p. 489)」を参照してください。

2016 年 3 月 29 日

テーブルからの復元

クラスタースナップショットからアクティブなクラス
ターの新しいテーブルにテーブルを復元できます。詳
細については、「スナップショットからのテーブルの復
元 (p. 367)」を参照してください。

2016 年 3 月 10 日

ポリシーでの IAM 条
件の使用

IAM ポリシーで Condition エレメントを使用することで、
リソースへのアクセスをさらに制限できます。詳細につい
ては、「詳細に設定されたアクセスコントロールのための
IAM ポリシー条件の使用 (p. 411)」を参照してください。

2015 年 12 月 10 日

パブリックにアクセ
ス可能かどうかの変
更

VPC の既存のクラスターを変更し、そのクラスターがパ
ブリックにアクセス可能かどうかを変更できます。詳細に
ついては、「クラスターの変更 (p. 108)」を参照してくだ
さい。

2015 年 11 月 20 日

ドキュメントの修正

さまざまなドキュメント修正を公開しました。

2015 年 8 月 28 日

ドキュメントの更新

さまざまなサイズの最大送信単位 (MTU) を持つホストが
接続用のパケットサイズを指定できるようにネットワーク
設定を定義する方法に関するトラブルシューティングガイ
ダンスを更新しました。詳細については、「クエリがハン
グして、クラスターに達しない場合がある (p. 304)」を参
照してください。

2015 年 8 月 25 日

ドキュメントの更新

構成と明快さを改善するため、パラメータグループに
関するセクション全体を改訂しました。詳細について
は、「Amazon Redshift パラメータグループを作成しま
す。 (p. 339)」を参照してください。

2015 年 8 月 17 日
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変更

説明

リリース日

WLM の動的プロパ
ティ

WLM 設定パラメータは一部のプロパティの動的な適用を
サポートするようになりました。他のプロパティは静的な
ままであり、設定の変更を適用するには、該当するクラ
スターを再起動する必要があります。詳細については、
「WLM の動的プロパティと静的プロパティ (p. 342)」お
よび「Amazon Redshift パラメータグループを作成しま
す。 (p. 339)」を参照してください。

2015 年 8 月 3 日

KMS で暗号化され
たクラスターを別の
AWS リージョンにコ
ピーする

AWS KMS で暗号化されたクラスター用に別の AWS リー
ジョンへのスナップショットのコピー権限を設定する方法
について内容を追加しました。詳細については、「別の
AWS リージョンに AWS KMS暗号化スナップショットを
コピーする (p. 395)」を参照してください。

2015 年 7 月 28 日

ドキュメントの更新

データベースの暗号化に関するセクションを更新
し、Amazon Redshift でキー管理に AWS KMS または
HSM を使用する方法、これらの各オプションでの暗号
化プロセスの仕組みについて説明を追加しました。詳
細については、「Amazon Redshift データベース暗号
化 (p. 394)」を参照してください。

2015 年 7 月 28 日

新しいノードタイプ

Amazon Redshift では、新しいノードタイプである DS2
が用意されました。更新されたドキュメントでは、既存の
ノードタイプを参照して、このリリースで導入された新し
い名前を使用しています。さらに、ノードタイプの組み合
わせについて説明を追加し、デフォルトのクォータ制限を
明確にするように、該当するセクションを改訂しました。
詳細については、「Amazon Redshift のクラスターとノー
ド (p. 63)」を参照してください。

2015 年 6 月 9 日

リザーブドノード
サービス

新しいリザーブドノードサービスについて内容を追加し
ました。また、使用可能なサービスを説明し比較するよう
に、該当するセクションを改訂しました。さらに、オンデ
マンドおよびリザーブドノードの料金によって請求額がど
のように変わるかを示す例を追加しました。詳細について
は、「概要 (p. 382)」を参照してください。

2015 年 6 月 9 日

新しい ODBC ドライ
バ

Amazon Redshift ODBC ドライバーが更新されました。こ
れらのドライバの以前のバージョンのセクションと、ドラ
イバのリリースノートへのリンクを追加しました。詳細に
ついては、「ODBC 接続の設定 (p. 240)」を参照してくだ
さい。

2015 年 6 月 5 日

ドキュメントの修正

さまざまなドキュメント修正を公開しました。

2015 年 4 月 30 日

新機能

このリリースの Amazon Redshift では、Amazon Redshift
で使用するために最適化された新しい ODBC および
JDBC ドライバーが導入されています。詳細については、
「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 (p. 162)」を参照してください。

2015 年 2 月 26 日

新機能

このリリースの Amazon Redshift では、クラスターのパ
フォーマンスメトリクスが導入されたため、クエリ実行の
詳細を確認したり分析したりできます。詳細については、
「クエリとロードの表示 (p. 563)」を参照してください。

2015 年 2 月 26 日

608

Amazon Redshift 管理ガイド

変更

説明

リリース日

ドキュメントの更新

Amazon Redshift が依存する一般的な AWS サービスのア
クションおよびリソースに対するアクセス許可を付与する
方法を示す、新しいポリシーの例が追加されました。詳細
については、「お客様が管理するポリシーの例 (p. 434)」
を参照してください。

2015 年 1 月 16 日

ドキュメントの更新

最大送信単位 (MTU) を設定して TCP/IP ジャンボフレーム 2015 年 1 月 16 日
を無効にする方法のガイダンスが更新 詳細については、
「クラスターの作成時に EC2-VPC を使用する (p. 67)」お
よび「クエリがハングして、クラスターに達しない場合が
ある (p. 304)」を参照してください。

ドキュメントの更新

wlm_json_configuration パラメータに関する内容が
改訂され、Linux、Mac OS X、Microsoft Windows オペ
レーティングシステムで AWS CLI を使用してこのパラ
メータを設定するサンプル構文が追加されました。詳細に
ついては、「ワークロード管理の設定 (p. 342)」を参照し
てください。

2015 年 1 月 13 日

ドキュメントの更新

欠落しているイベントの通知と説明が追加されました。詳
細については、「Amazon Redshift のイベントカテゴリと
イベントメッセージ (p. 575)」を参照してください。

2015 年 1 月 8 日

ドキュメントの更新

Amazon Redshift のアクションとリソースの IAM ポリシー 2014 年 11 月 21 日
に関するガイダンスが更新されました。構成と明快さを改
善するため、セクションが改訂されました。詳細について
は、「Amazon Redshift のセキュリティ (p. 391)」を参照
してください。

新機能

Amazon Redshift のリリースによって、AWS Key
Management Service(AWS KMS) の暗号化キーを使用し
てクラスターを暗号化する機能が導入されました。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 と Amazon Redshift の
暗号化オプションの詳細については、「Amazon Redshift
データベース暗号化 (p. 394)」および「コンソールを使っ
たクラスターの管理 (p. 105)」を参照してください。

2014 年 11 月 12 日

新機能

Amazon Redshift のこのリリースでは、クラスターやス
ナップショットなどのリソースをタグ付けする機能が追
加されました。タグを使用すると、コスト配分に基づいて
請求レポートを分類するユーザー定義のメタデータを使用
できるようになり、リソースを一目で特定しやすくなりま
す。詳細については、「Amazon Redshift のリソースへの
タグ付け (p. 596)」を参照してください。

2014 年 11 月 4 日

新機能

dw1.8xlarge および dw2.8xlarge ノードサイズの最大ノー
ド制限が 128 ノードに増加しました。詳細については、
「Amazon Redshift のクラスターとノード (p. 63)」を参照
してください。

2014 年 10 月 30 日
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変更

説明

リリース日

ドキュメントの更新

Amazon Redshift が PostgreSQL ODBC ドライバーを使
用するために必要な Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可
能パッケージへのリンクが追加されました。詳細について
は、「Microsoft Windows に Amazon Redshift ODBC ドラ
イバーをインストールして設定する (p. 241)」を参照して
ください。

2014 年 10 月 30 日

新機能

Amazon Redshift コンソールからクエリとロードを終了
する機能が追加されました。詳細については、「クエリ
とロードの表示 (p. 563)」および「ロード操作中にクラ
スターメトリクスを表示する (p. 567)」を参照してくださ
い。

2014 年 10 月 28 日

ドキュメントの修正

さまざまなドキュメント修正を公開しました。

2014 年 10 月 17 日

新しいコンテンツ

クラスターのシャットダウンとクラスターの削除に関する
内容が追加されました。詳細については、「クラスターの
シャットダウンと削除 (p. 94)」および「クラスターの削
除 (p. 109)」を参照してください。

2014 年 8 月 14 日

ドキュメントの更新

クラスターの [Allow Version Upgrade (バージョンアップ
グレードの許可)] 設定の動作が明確になりました。詳細に
ついては、「Amazon Redshift クラスターの概要 (p. 63)」
を参照してください。

2014 年 8 月 14 日

ドキュメントの更新

Amazon Redshift コンソールでクラスターを処理する方法
に関するトピックの構成、およびその中の手順とスクリー
ンショットを改訂しました。詳細については、「コンソー
ルを使ったクラスターの管理 (p. 105)」を参照してくださ
い。

2014 年 7 月 11 日

新しいコンテンツ

Amazon Redshift クラスターのサイズ変更に関連する新し
いチュートリアルを追加しました。これには、読み込み
専用モードになる期間を最小限に抑えながらクラスター
のサイズを変更する方法が含まれます。詳細については、
「Amazon Redshift でのクラスターのサイズ変更 (p. 82)」
を参照してください。

2014 年 6 月 27 日

新機能

クラスターの名前変更機能を追加しました。詳細について 2014 年 6 月 2 日
は、「クラスターの名前変更 (p. 94)」および「クラスター
の変更 (p. 108)」を参照してください。

ドキュメントの更新

.NET を使ってクラスターにプログラムで接続する際に
ODBC データプロバイダーを使用するように .NET コード
の例を更新しました。詳細については、「.NET の使用に
よるクラスターへの接続 (p. 297)」を参照してください。

2014 年 5 月 15 日

新機能

スナップショットからクラスターを復元するときに、別の
パラメータグループおよびセキュリティグループを選択す
るオプションを追加しました。詳細については、「スナッ
プショットからのクラスターの復元 (p. 372)」を参照して
ください。

2014 年 5 月 12 日
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変更

説明

リリース日

新機能

デフォルトの Amazon CloudWatch アラームを Amazon
2014 年 4 月 28 日
Redshift クラスターで使用されているディスク容量の割合
をモニタリングするように設定する方法を説明するセク
ションを新しく追加しました。このアラームは、クラス
ター作成プロセスの新しいオプションです。詳細について
は、「デフォルトのディスク容量アラーム (p. 80)」を参照
してください。

ドキュメントの更新

Amazon Redshift における Elliptic Curve Diffie—Hellman
Ephemeral (ECDHE) のサポートに関する情報を明確に
しました。詳細については、「SSL を使用して接続す
る (p. 251)」を参照してください。

新機能

Elliptic Curve Diffie—Hellman Ephemeral (ECDHE) の鍵契 2014 年 4 月 18 日
約プロトコルに対する Amazon Redshift のサポートに関す
る記述が追加されました。詳細については、「SSL を使用
して接続する (p. 251)」を参照してください。

ドキュメントの更新

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 (p. 162) セクションのトピックが改訂
され、再編成されました。JDBC および ODBC 接続に関
する詳細情報、および接続の問題のトラブルシューティン
グの新しいセクションが追加されました。

2014 年 4 月 15 日

ドキュメントの更新

ガイド全体に IAM ポリシーのバージョンの例を追加しま
した。

2014 年 4 月 3 日

ドキュメントの更新

クラスターのサイズを変更するときの料金体系につい
ての情報を追加しました。詳細については、「Amazon
Redshift リザーブドノードの購入 (p. 382)」を参照してく
ださい。

2014 年 4 月 2 日

新機能

結果セットの最大サイズをメガバイト単位で設定
し、カーソルごとに保存できる新しいパラメータ
max_cursor_result_set_size についてのセクション
を追加しました。このパラメータ値は、クラスターで同時
実行できるカーソルの数にも影響を与えます。詳細につい
ては、「Amazon Redshift パラメータグループを作成しま
す。 (p. 339)」を参照してください。

2014 年 3 月 28 日

新機能

[Cluster Version] フィールドに現在クラスターエンジンの
バージョンとデータベースのリビジョン番号が含まれる
ことについての説明を追加しました。詳細については、
「Amazon Redshift クラスター (p. 63)」を参照してくださ
い。

2014 年 3 月 21 日

新機能

クラスターの [Status] タブで新しいサイズ変更の進捗情報
が表示されるためサイズ変更の手順を更新しました。詳細
については、「クラスターのサイズ変更 (p. 109)」を参照
してください。

2014 年 3 月 21 日

ドキュメントの更新

「Amazon Redshift とは (p. 1)」および改訂された
「Amazon Redshift 管理の概要 (p. 2)」を再編して更新し
ました。さまざまなドキュメント修正を公開しました。

2014 年 2 月 21 日
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変更

説明

リリース日

新機能

Amazon Redshift クラスターの新しいノードタイプとサイ
ズを追加し、関連するクラスターの概要のトピックを、
フィードバックに基づいてよりよい構成でわかりやすく
なるように書き直しました。詳細については、「Amazon
Redshift クラスター (p. 63)」を参照してください。

2014 年 1 月 23 日

新機能

仮想プライベートクラウドで、公開でアクセス可能な
Amazon Redshift クラスターに対して Elastic IP (EIP)
アドレスを使用することに関する情報を追加しまし
た。Amazon Redshift の EIP の詳細については、「VPC
でクラスターを管理する (p. 114)」および「VPC でクラス
ターを作成する (p. 116)」を参照してください。

2013 年 12 月 20 日

新機能

Amazon Redshift の AWS CloudTrail ログに関する情報
を追加しました。CloudTrail に対する Amazon Redshift
のサポートの詳細については、CloudTrail によるログ記
録 (p. 513)を参照してください。

2013 年 12 月 13 日

新機能

Amazon Redshift のデータベース監査ログ作成といった特
徴に対する、新しいユーザーアクティビティログ、およ
び enable_user_activity_logging データベースパ
ラメータに関する情報を追加しました。データベース監
査ログ作成の詳細については、「データベース監査ログ作
成 (p. 505)」を参照してください。データベースパラメー
タの詳細については、「Amazon Redshift パラメータグ
ループを作成します。 (p. 339)」を参照してください。

2013 年 12 月 6 日

新機能

セカンダリ AWS リージョンに自動および手動でスナップ 2013 年 11 月 14 日
ショットをコピーするための Amazon Redshift の設定方法
を更新しました。リージョン間スナップショットコピーの
設定に関する詳細については、「別の AWS リージョンに
スナップショットをコピーする (p. 364)」を参照してくだ
さい。

新機能

接続とユーザーアクティビティの Amazon Redshift 監査
ログ作成、および Amazon S3 にログを保存する方法を
説明するセクションを追加しました。データベース監査
ログ作成の詳細については、「データベース監査ログ作
成 (p. 505)」を参照してください。

2013 年 11 月 11 日

新機能

ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) で暗号化
キーを管理してローテーションする新しい機能をもつ
Amazon Redshift 暗号化を説明するセクションを追加し
ました。暗号化、HSM、およびキーローテーションに関
する詳細については、「Amazon Redshift データベース
暗号化 (p. 394)」、「Amazon Redshift でのハードウェア
セキュリティモジュールを使用した暗号化 (p. 396)」およ
び「Amazon Redshift における暗号化キーのローテーショ
ン (p. 397)」を参照してください。

2013 年 11 月 11 日

新機能

Amazon SNS を使用して Amazon Redshift イベント通知
を発行する方法を更新しました。Amazon Redshift イベン
ト通知の詳細については、「Amazon Redshift イベント通
知 (p. 573)」を参照してください。

2013 年 11 月 11 日
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リリース日

新機能

IAM リソースレベルの許可についての説明が更新されまし
た。Amazon Redshift IAM のアクセス許可の詳細について
は、「Amazon Redshift のセキュリティ (p. 391)」を参照
してください。

2013 年 8 月 9 日

新機能

復元の進捗メトリクスについて説明しています。詳細
については、「スナップショットからのクラスターの復
元 (p. 364)」を参照してください。

2013 年 8 月 9 日

新機能

クラスタースナップショット共有とスナップショット作成
の進捗メトリクスについて説明しています。詳細について
は、「スナップショットの共有 (p. 368)」を参照してくだ
さい。

2013 年 7 月 17 日

ドキュメントの修正

さまざまなドキュメント修正を公開しました。

2013 年 7 月 8 日

新しいコンソール画
面

Amazon Redshift コンソールの変更内容と一致するよう
に、「Amazon Redshift 管理ガイド」を更新しました。

2013 年 4 月 22 日

新規ガイド

これは Amazon Redshift 管理ガイドの初版リリースです。 2013 年 2 月 14 日
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