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ようこそ
このガイドでは、AWS クラウドで実行される完全マネージド型の安全なアプリケー
ションストリーミングサービス、Amazon AppStream 2.0 を使用して、貴社のデスク
トップアプリケーション (この例では DemoCo) をデプロイおよびストリーミングする
方法について説明します。
目標:
•

隔離された仮想ネットワークインフラストラクチャを AWS クラウド内で使
用できるように、Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) をプロ
ビジョンします。お客様の AppStream 2.0 のリソースでは、この環境を使用
します。

•

AWS マネジメントコンソールを使用して、AppStream 2.0 環境の構築に必要
な基本管理タスクを実行します。具体的な内容は以下のとおりです。
1. Image Builder を使用して、ストリーミング用に 2 種類のデスクトップアプ
リケーションをインストールおよび設定する。
2. インスタンスのフリートをプロビジョンしてアプリケーションをストリー
ミングする。フリートでは、標準のインスタンスタイプを使用します。
また、同時にストリーミングできるユーザーの数と一致するように、ス
ケーリングポリシーに従います。
3. ユーザーがアプリケーションをストリーミングするウェブポータルを作成
するためのスタックをプロビジョンする。
4. ユーザーがアプリケーションのストリーミングセッション全体にアクセス
できる永続的ストレージを設定する。
5. ストリーミングアプリケーションにアクセスするユーザーを管理するユー
ザープールを作成する。

開始する前に以下を準備します。
•

AWS アカウント: AppStream 2.0 や AWS のその他のサービスを使用するに
は、AWS アカウントが必要です。AWS アカウントにサインアップし、アク
ティブ化する方法については、「付録 A」を参照してください。

•

有効な E メールアドレス: AppStream 2.0 環境のユーザー設定プロセスでは、
AWS より 2 通のメールが送信されます。プロセスを完了するには、これらの
確認メールを使用する必要があります。

•

スキルレベル: これらの演習を完了するために AWS の使用経験は必要ありま
せん。デスクトップコンピューティングの基本的な知識があれば役立ちます
が、必須ではありません。
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ステップ 1: AWS マネジメントコンソールにサインイン
し、AWS リージョンを選択する
AWS アカウントをお持ちでない場合は、まず付録 A のステップを完了する必要があり
ます。
1. AppStream 2.0 コンソール (http://console.aws.amazon.com/appstream2) にサ
インインします。
2. E メールアドレスまたは AWS アカウント ID を入力し、[Next (次へ)] を選択し
ます。
3. AWS アカウントのパスワードを入力し、[Sign In (サインイン)] を選択します。
4. コンソールの右上のメニューで、環境の AWS リージョンを選択します。現
在、AWS では、18 の地域でサービスをホストしています。

AppStream 2.0 を利用できる次の 7 つのリージョンのうち、いずれかを選択し
てください。

図 1: AppStream 2.0 を利用できる AWS リージョン。

ステップ 2: ネットワークリソースを作成する
このセクションでは、Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) と、AppStream 2.0 環
境に必要なその他のネットワークリソースを作成します。次のステップでは、AWS
CloudFormation のテンプレートを使用して、必要なネットワークリソースを自動的に
作成、設定します。ネットワークリソースを手動で作成して設定するには、「付録 B」
を参照してください。
1. AWS マネジメントコンソールにサインインしていることを確認します。
2. 以下のリージョンの選択リストで、AppStream 2.0 環境を構築する AWS リー
ジョンに関連付けられているリンクを開きます。
-

米国東部 (バージニア北部)

-

米国西部 (オレゴン)

-

欧州 (フランクフルト)

-

欧州 (アイルランド)

-

アジアパシフィック (シンガポール)

-

アジアパシフィック (シドニー)

-

アジアパシフィック (東京)
AWS CloudFormation コンソールに、ネットワークリソースの作成に使用され
るテンプレートの URL と、作成される AWS CloudFormation スタックの名前が
表示されます。

3. ウィンドウの右下隅にある [Create (作成)] を選択します。AWS CloudFormation
によってリソースの作成が開始され、進行状況を示すステータスメッセージが
表示されます。

図 2: AWS CloudFormation でテンプレートを使用してネットワークリソースを作成する。

4. 作成プロセスが完了すると (通常 5 分以内)、AWS CloudFormation コンソールに
CREATE_COMPLETE ステータスが表示されます。
5. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) に移動します。
6. ナビゲーションペインで、[Virtual Private Cloud] の下にある [Your VPCs (お客様
の VPC)] を選択します。VPC のリストに、自動的に作成された次の VPC が表示
されます。

図 3: AWS CloudFormation によって作成された VPC。

注意: VPC ID の値は、VPC によって異なります。
7. ナビゲーションペインで、[Virtual Private Cloud] の下にある [Subnets (サブネッ
ト)] を選択します。サブネットのリストに、自動的に作成された次のサブネット
が表示されます。

図 4: AWS CloudFormation によって作成されたサブネット。

注意: サブネット ID と VPC の値は、サブネットによって異なります。
8. AWS CloudFormation によって、ネットワークリソースが正常に作成されまし
た。ステップ 3 に進みます。

ステップ 3: AppStream 2.0 Image Builder を作成する
AppStream 2.0 では、EC2 インスタンスを使用してアプリケーションをストリーミン
グします。インスタンスは、Image Builder と呼ばれるベースイメージから起動しま
す。これは、AppStream 2.0 より提供されます。独自のカスタムイメージを作成するに
は、Image Builder インスタンスに接続し、ストリーミングするアプリケーションをイ
ンストールおよび設定します。次に、Image Builder インスタンスのスナップショット
を作成してイメージを作成します。
ユーザーにストリーミングするアプリケーションをインストールして設定するには、
次の手順に示すように Image Builder インスタンスを作成する必要があります。

Image Builder をデプロイしてアプリケーションをインストールする
1. AppStream 2.0 コンソール (https://console.aws.amazon.com/appstream2) を開
きます。
2. 過去に AppStream 2.0 の設定を行ったことがない場合は、次のページが表示さ
れます。

図 5: AppStream 2.0 を初めて設定する際に表示されるページ。

注意: AppStream 2.0 ナビゲーションページが表示された場合は、ステップ 5 に
進みます。
3. [Get started (開始方法)] を選択します。
4. ページの右下隅にある [Skip (スキップ)] を選択します (このガイドでは、
AppStream 2.0 の使用を開始するための手順を説明します)。

図 6: AppStream 2.0 開始方法オプション

5. ナビゲーションペインで、[Images (イメージ)]、[Image Builder]、[Launch Image
Builder (Image Builder を起動] の順に選択します。

6. [Step 1: Choose Image (ステップ 1: イメージの選択)] ウィンドウのイメージのリ
ストで、Base-Image-Builder-mm-dd-yyyy という名前の Image Builder を選択し
ます。mm-dd-yyyy は、最新の日付を表します。ベースイメージには、Microsoft
Windows および AppStream 2.0 エージェントソフトウェアの最新アップデート
が含まれます。このベースイメージを使用して、ユーザー独自のアプリケー
ションを含むカスタムイメージを作成します。

図 7: Image Builder を選択する。

7. ページの最下部にある [Next (次へ)] を選択します。
8. [Step 2: Configure Image Builder (ステップ 2: Image Builder の設定)] に、次の
Image Builder 設定オプションが表示されます。

図 8: Image Builder 設定オプション。

9. 次の情報を入力し、[Review (確認)] を選択します。
Image Builder フィールドを設定する
オプション
名前

値
Image Builder の固有の名前 (例:
DemoCo_Image_v1_mmddyyyy) を入力します。
使用できる文字は a-Z、0–9、-、_、. です。

表示名

オプションの名前 (例: DemoCo Image v1
April 2018) を入力します。この名前はコンソール
に表示されるため、参照しやすさと読みやすさを
重視します。

インスタンスタイプ

デフォルト値: [General Purpose (汎用)] をそのまま使用
します。

インスタンスファミリー

使用可能なインスタンスタイプのリストから、
[stream.standard.medium] を選択します。

[Next (次へ)] を選択して、[ステップ 3: ネットワークの設定] に進み、
次の情報を入力します。

オプション
デフォルトのインターネット

値
このオプションが選択されていないことを確認します。

アクセス
VPC

[AppStream 2 VPC] に対応するオプションを選択します。

サブネット

IP アドレス範囲 10.0.1.0/24 (AppStream2 Private
Subnet1) のサブネットを選択します。

セキュリティグループ

表示されているデフォルトのセキュリティグループ
をそのまま使用します。

Active Directory ドメイン

オプションは設定しないでください。

(オプション)

10. [Review (確認)] を選択し、Image Builder の詳細を確認します。任意のセクショ
ンの設定を変更するには、[Edit (編集)] を選択し、変更します。
11. 設定内容を確認した後、[Launch (起動)] を選択します。Image Builder を作成す
るのに十分な制限がないことを示すエラーメッセージが表示された場合は、
AWS サポートセンターに制限の引き上げリクエストを送信してください。詳細
については、「AWS サービスの制限」を参照してください。
12. Image Builder の作成プロセスが完了するまでに 15 分ほどかかります。この作成
プロセスで、AppStream 2.0 によって必要なリソースがプロビジョンされている
間、Image Builder のステータスは [Pending (保留中)] と表示されます。
13. Image Builder のステータスを更新するには、[Refresh (更新)] アイコンを定期的
にクリックします。ステータスが [Running (実行中)] に変わると、Image Builder
の準備完了となり、カスタムイメージを作成できます。
注意: ユーザーがアクティブに接続しなくても、Image Builder インスタンスに対
して料金が発生します。Image Builder はいつでも停止または削除することがで
きます。Image Builder に接続してもユーザーに手数料はかかりません。詳細に
ついては、「AppStream 2.0 料金表」を参照してください。

ステップ 4: Image Builder に接続し、アプリケーションを
インストールする
これで Image Builder がプロビジョンされたため、アプリケーションをインストールし
て設定し、ユーザーにストリーミングできるようになりました。まず、インスタンス
へのリモート接続を確立後、アプリケーションをインストールして設定する必要があ
ります。

Image Builder インスタンスに接続する
1. AppStream 2.0 コンソール (https://console.aws.amazon.com/appstream2) を開
きます。
2. ナビゲーションペインで、[Images (イメージ)]、[Image Builder] の順に選択します。
3. 先ほど作成した Image Builder インスタンス (DemoCo_Image1_mmddyyyy) を選
択します。ステータスが [Running (実行中)] であることを確認し、[Connect (接
続)] を選択します。

図 9: Image Builder インスタンスを選択する。

注意: ステータスが [Stopped (停止)] の場合は、インスタンスを選択し、[Actions
(アクション)]、[Start (開始)] の順に選択します。ステータスが [Running (実行
中)] になるまでインスタンスリストを更新するには、定期的に [Refresh (更新)]
アイコンをクリックします。

4. 新しいブラウザタブが開きます。この画面には、Image Builder インスタンスに
ログインするオプションが表示されています。 [Local User (ローカルユー
ザー)]、[Administrator (管理者)] の順に選択します。

図 10: Image Builder インスタンスログインオプションウィンドウ。

注意: 新しいブラウザタブが開かない場合は https://console.aws.amazon.com/ か
らのポップアップを許可するようにブラウザを設定します。
5. しばらくすると、管理者権限で Image Builder インスタンスに接続されます。

アプリケーションのインストールファイルを Image Builder インスタンスに
ダウンロードする
この演習では、ブラウザを使用して、次の 2 つのアプリケーションをダウンロードお
よびインストールします。


Google Chrome ブラウザ (企業向け):



https://enterprise.google.com/chrome/chrome-browser/
Notepad++: https://notepad-plus-plus.org/

1. Image Builder インスタンスデスクトップの Firefox アイコンを開き、Mozilla Firefox
を起動します。


Firefox インポートウィザードで画面が表示されたら、[何もインポートしない]、
[次へ] の順に選択します。



Firefox にサインインするよう求められた場合は、[このステップをスキップ] を
選択します。



アプリケーションが古い旨を示す通知が Firefox に表示された場合は、その通知
を閉じます。



デフォルトブラウザに設定するよう求められた場合は、[Firefox を既定のブラウ
ザにする] を選択します。



Windows より、HTTP リンクを開くブラウザを選択するよう求められた場合
は、Firefox アイコンを選択します。

2. Firefox を開き、URL (https://enterprise.google.com/chrome/chrome-browser/) に移
動して、Chrome ブラウザのインストーラをダウンロードします。

3. 開いたウェブページで、Windows 64 ビット版の Chrome MSI をダウンロードし
ます。

図 11: Firefox を使用して Chrome をダウンロードする。

4. Firefox で URL (https://notepad-plus-plus.org/) を開き、Notepad++ インストーラを
ダウンロードします。
5. ナビゲーションウィンドウで、ダウンロードリンクを開きます。
6. 開いたウェブページで、[Download 64-bit x64 (64 ビット x64 のダウンロード)] セク
ションまでスクロールします。

図 12: Notepad++ をダウンロードする。

7. [Notepad++Installer 64-bit x64] をダウンロードします。
8. プロンプトが表示されたら、[Save File] を選択します。Notepad++ インストーラが
ダウンロードフォルダに保存されます。
9. Firefox を閉じます。プロンプトが表示されたら、[Close tabs] を選択します。

アプリケーションをインストールする
1. タスクバーの [フォルダ] アイコンをクリックして、エクスプローラを開きます。
2. [ダウンロード] フォルダを選択して開きます。ダウンロードした Chrome と
Notepad++ インストーラファイルが表示されます。

図 13: エクスプローラのダウンロードフォルダ内の Chrome と Notepad++ .msi ファイル。

3. Chrome をインストールするには、googlechromestandaloneenterprise64.msi ファ
イルを開きます。セキュリティ警告が表示された場合は、[実行] を選択します。
注意: Chrome には、自動更新プロセスが搭載されています。ユーザー使用時に更
新が実行されないようにこのプロセスを無効にする方法については、「付録 C」
を参照してください。
4. Chrome を開き、正常に動作していることを確認します。
5. Notepad++ をインストールするには、npp.x.x.x.Installer.x64.exe ファイ
ルを開きます。
6. デフォルト値を選択し、プロンプトが表示されたら、[Finish] を選択してインス
トールを完了します。
注意: Notepad++ のインストールについては、「付録 D」を参照してください。
7. インストールが完了したら、エクスプローラを閉じます。
8. Notepad++ を開き、正常に動作していることを確認します。
これで、アプリケーションのインストール、設定、確認が完了し、ユーザーにスト
リーミングできるようになりました。

ステップ 5: Image Assistant を使用して AppStream 2.0
イメージを作成する
この時点で、Image Builder インスタンスを起動し、2 つのアプリケーション (Chrome
と Notepad++) はその Image Builder にインストールされています。次に、ストリーミ
ング用のアプリケーションを準備して、ストリーミングのパフォーマンス向けに最適
化し、イメージを作成します。
このセクションでは、以下の作業を行います。
-

Image Assistant を使用してアプリケーションカタログを作成する。

-

ストリーミングセッションでエンドユーザーに付与されるアクセス許可と同じ
アクセス許可を持つローカルユーザーアカウントを使用して、アプリケーショ
ンをテストする。

-

アプリケーションの起動パフォーマンスを最適化する。

-

イメージを設定する。

-

イメージの作成を完了する。

AppStream 2.0 アプリケーションカタログを作成する
AppStream 2.0 アプリケーションカタログを作成するプロセスとして、ストリーミング
予定のアプリケーションごとに、名前、表示名、起動する実行可能ファイル、表示す
るアイコンを指定します。
1. Image Builder デスクトップから、Image Assistant を開きます。

2. [Add Applications to Image (アプリケーションをイメージに追加)] ダイアログボッ
クスの [Add Apps (アプリを追加)] タブで、[Add Application (アプリケーションを
追加)] を選択します。

図 14: Image Assistant の [Add Applications to Image (アプリケーションをイメージに追加)]
ダイアログボックス。

3. Chrome の実行可能ファイル (C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application) の
場所に移動して、chrome.exe ファイルを開き、[Open (開く)] を選択します。

4. [Edit Application Setting (アプリケーションの設定)] に次の情報を入力して [Save
(保存)] を選択します。
オプション
名前

値
Chrome_x64_vW.X.Y.Z (W.X.Y.Z が Chrome イン
ストーラのバージョン番号と一致している)

表示名

エンドユーザーに表示されているアプリケー
ションの名前。「Chrome」と入力します。

起動パス

アプリケーション実行可能ファイルの場所。
デフォルト値の C:\Program Files
(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe を
そのまま使用します。

アイコンパス

デフォルト値の
C:\ProgramData\Amazon\Photon\AppCatalogHelper
… をそのまま使用します。

起動パラメータ

起動時にアプリケーションに渡すことがで
きるコマンドラインの引数。次のテキスト
を入力します。
--make-default-browser-for-user --nofirst-run http://aws.amazon.com

作業ディレクトリ

空白のままにします。

次のように、[Edit Application Setting (アプリケーション設定の編集)] ダイアログボッ
クスが表示されます。

図 15: Chrome アプリケーションの設定。

5. [Add Apps (アプリを追加)] タブで、[Add Application (アプリケーションを追加)]
を選択して、ストリーミングする 2 番目のアプリケーション (Notepad++) を追加し
ます。
6. Notepad++ をインストールした場所 (例: C:\ProgramFiles\Notepad++) に移動して、
notepad++.exe ファイルを選択後、[Open (開く)] を選択します。
7. [Edit Application Setting (アプリケーションの設定)] に次の情報を入力して [Save
(保存)] を選択します。
オプション
名前

値
Notepad++_x64_vX.Y.Z (W.X.Y.Z が
Notepad++ インストールファイルのバー
ジョン番号と一致している)

表示名

Notepad++

オプション
起動パス

値
デフォルト値の C:\Program
Files\Notepad++\notepad++.exe をそのまま使用
します。

アイコンパス

デフォルト値の
C:\ProgramData\Amazon\Photon\AppCatalog\....
をそのまま使用します。

起動パラメータ

空白のままにします。

作業ディレクトリ

空白のままにします。

次のように、[Edit Application Setting (アプリケーション設定の編集)] ダイアログ
ボックスが表示されます。

図 16: Notepad++ アプリケーションの設定。

アプリケーションはいずれも、次のように [Add Apps (アプリを追加)] タブに表示され
ます。

図 17: [Add Apps] タブに表示されている Chrome および Notepad++ アプリケーション。

8. これらのアプリケーションが追加されたら、[Next (次へ)] を選択します。

ローカルユーザーアカウントを使用してアプリケーションをテストする
Image Builder には、対象ユーザーと同じポリシーおよびアクセス許可を使用してアプ
リケーションをテストすることができるテストユーザーアカウントが含まれます。
以下のステップに従って、アプリケーションが適切に開いていることを確認します。
1. [Test (テスト)] タブで、[Switch User (ユーザーの切り替え)]、[Test User (テスト
ユーザー)] の順に選択します。
通常 (管理者以外) のユーザー権限を持つローカルユーザーと同じ Windows
Server 2012 R2 インスタンスにログインしました。

2. Image Assistant を開きます。[Test Applications (テストアプリケーション)] に、
追加した 2 つのアプリケーションが表示されています。

図 18: [Test Applications] ダイアログボックスに表示されている Chrome および Notepad++ アプリケーション。

3. 最初のアプリケーション (Chrome) を選択して開きます。
注意: アプリケーションは、[Test Applications (テストアプリケーション)] ダイ
アログボックスから開く必要があります。デスクトップやスタートメニューか
ら開かないでください。
4. Chrome でアプリケーションが開き、アマゾン ウェブ サービスのウェブサイトが
ロードされたら、ブラウザを閉じます。
5. [Test Applications (テストアプリケーション)] ウィンドウで、2 つ目のアプリケー
ション (Notepad++) を開きます。
6. Notepad++ が開き、起動したら、このアプリケーションを閉じます。プロンプトが
表示されたら、[OK] を選択してアプリケーションを終了します。
これで、アプリケーションテスト確認は完了です。
7. [Switch User (ユーザーの切り替え)] を選択します。
8. [Local User (ローカルユーザー)] タブで、[Administrator (管理者)] を選択します。
9. [Test (テスト)] タブで、[Next (次へ)] を選択します。

アプリケーションの起動パフォーマンスを最適化する
このステップでは、Image Assistant でアプリケーションをひとつずつ開き、起動の依
存関係を識別し、アプリケーションがすばやく起動するように最適化を実行します。
1. [Optimize (最適化)] タブで、[Chrome]、[Launch (起動)] の順に選択します。

図 19: [Optimize (最適化)] タブで起動するために選択されている Chrome アプリケーション。

2. Chrome ブラウザが開いたら、デフォルトのホームページが http://aws.amazon.com
に設定されます。これは、アプリケーションが正常に設定されていることを表し
ます。
3. アプリケーションのメッセージが表示されるため、Chrome が完全に起動するまで
待ちます。
4. アプリケーションの初回実行エクスペリエンスが完了し、アプリケーションが正常
に動作することを確認したら、[Continue (続行)] を選択します。2 つ目のアプリケー
ション (Notepad++) が自動的に開きます。
5. このアプリケーションが完全に起動したら、[Continue (続行)] を選択します。

イメージを設定する
1. [Configure Image (イメージの設定)] タブに、以下の情報を入力します。
オプション
名前

値
イメージの固有の名前 (例:
DemoCo_Image_Chrome_Notepad_v1_mmddyyyy)。
使用できる文字は a-Z、0–9、-、_、. です。
注意: この名前は、「Amazon」、「AWS」、または
「AppStream」から始めることはできません。

表示名

コンソールに表示されるわかりやすい名前 (例: DemoCo
Chrome and Notepad++ Image v1 mm/dd/yyyy)。

説明

イメージの説明 (オプション): 例: 20yy/mm/dd に (イニ
シャルまたは名前) によって作成された Image v1。アプリ
には、Chrome Enterprise x64 vWW.XX.YYYY.ZZZ および
Notepad++ vX.Y.Z があります。

常に最新バージョンの

このチェックボックスをオンのままにし、イメージから起

エージェントを使用する

動されるストリーミングインスタンスで、常に最新の
AppStream 2.0 機能、パフォーマンス、セキュリティ更新
が適用されるようにします。詳細については、「Amazon
AppStream 2.0 エージェントのバージョン履歴」を参照し
てください。

2. [Configure Image (イメージの設定)] タブに、イメージの詳細が次のように表示
されます。[Next (次へ)] を選択します。

図 20: [Configure Image (イメージの設定)] タブの DemoCo_Image の詳細

イメージの作成を完了する
次のステップに従い、リモートセッションを切断し、イメージ作成プロセスを開始し
ます。
1. イメージの詳細を確認し、[Disconnect and Create Image (切断してイメージを
作成)] を選択します。
2. 数秒以内に、リモートセッションが切断されます。[Lost Connectivity (接続が
失われました)] メッセージが表示されたら、ブラウザタブを閉じます。

図 21: イメージ作成プロセスが開始したことを示す [Lost Connectivity (接続が失われました)] メッセージ。

3. Amazon AppStream 2.0 コ ン ソ ー ル に 戻 り 、 [Images ( イ メ ー ジ )] 、 [Image
Registry (イメージレジストリ)] の順に選択します。イメージの作成中、イメー
ジのステータスは、コンソールのイメージレジストリに [Pending (保留中)] と表
示されます。イメージの作成中は、そのイメージに接続できません。
4. ステータスを更新するには、定期的に [Refresh (更新)] アイコンをクリックしま
す。イメージの作成にはおよそ 20 分かかります。イメージが作成されたら、イ
メージのステータスは [Available (使用可能)] に変わり、Image Builder は自動的
に停止されます。
注意: イメージに変更を加えるには (他のアプリケーションの追加や既存のアプ
リケーションの更新など)、新しいイメージを作成する必要があります。これを
行うには、Image Builder を再起動して再接続し、変更します。次に、変更を含
む新しいイメージを作成する Image Assistant プロセスを繰り返します。

ステップ 6: フリートをプロビジョンする
AppStream 2.0 フリートは、アプリケーションストリーミングインフラストラクチャの
ハードウェア、ネットワーク、Active Directory (該当する場合)、スケーリング設定を定
義しています。詳細については、「Amazon AppStream 2.0 のスタックとフリート」を
参照してください。
このセクションでは、以下の作業を行います。


フリートの詳細を入力する。



イメージを選択する。



フリートを設定する。



ネットワークを設定する。

フリートの詳細を指定する。
1. AppStream 2.0 コンソール (https://console.aws.amazon.com/appstream2) を開
きます。
2. ナビゲーションペインで、[Fleets (フリート)]、[Create Fleet (フリートの作成)]
の順に選択します。

3. [Step 1: Provide Fleet Details (ステップ 1: フリートの詳細の入力)] に、次のテ
キストを入力して、[Next (次へ)] を選択します。
オプション
名前

値
フリートの固有の名前 (例:
DemoCo_Fleet_v1_mmddyyyy)。使用できる文字は
a-Z、0–9、-、_、. です。
注意: この名前は、「Amazon」、「AWS」、または
「AppStream」から始めることはできません。

表示名

コンソールに表示される名前 (例: DemoCo
Fleet v1 April 2018)。

説明

フリートの説明 (オプション)。例: 20yy/mm/dd に
(イニシャルまたは名前) によって作成された Fleet v1。
DemoCo_Image_Chrome_Notepad_v1_mmdd20yy
イメージを使用して作成。アプリには、Chrome
Enterprise x64 vWW.XX.YYYY.ZZZ および Notepad++
vX.Y.Z の AWS URL があります。

イメージを選択する
[Step 2: Choose an image (ステップ 2: イメージの選択)] で、作成したイメージを選択
後、ページの一番下までスクロールして、[Next (次へ)] を選択します。

図 22: アプリケーションをストリーミングするためにフリートで使用される DemoCo_Image イメージ。

フリートを設定する
1. [Step 3: Configure fleet (ステップ 3: フリートの設定)] の [Choose instance
type (インスタンスタイプの選択)] で、フリートを構成するインスタンスごとに
ハードウェア設定を定義します。イメージは [General Purpose (汎用)] ファミ
リーを使用して作成したため、インスタンスタイプはすでに追加されていま
す。ただし、表示されている 3 つのインスタンスタイプのいずれも選択するこ
とができます。

図 23: [Configure fleet (フリートの設定)] ページの [Choose instance type (インスタンスタイプの選択)]
セクション。

2. この演習では、[General Purpose (汎用)] インスタンスタイプを選択したままに
して、[stream.standard.medium] を選択します。詳細については、「Amazon
AppStream 2.0 インスタンスファミリー」を参照してください。

3. [Fleet Type details (フリートタイプの詳細)] で、お客様のニーズに合うフリート
タイプを選択します。選択するフリートタイプによって、ストリーミングイン
スタンスの可用性が決まり、コストにも影響します。次のいずれかを選択し
ます。
•

Always-on (常時オン): アプリケーションをストリーミングしているユーザー
がいなくても、インスタンスは常に実行されます。このオプションを選択す
ると、ただちに次のユーザーが接続できるようにインスタンスが使用できる
ようになります。

•

On-Demand (オンデマンド): インスタンスは、ユーザーがアプリケーション
をストリーミングしている場合にのみ実行されます。ストリーミングで使用
可能なアイドル状態のインスタンスは停止状態となります。このオプション
を選択した場合、ユーザーはインスタンスが起動するまで、1～2 分待機する
必要があります。

この演習では、[On-Demand (オンデマンド)] オプションを選択します。
4. [User session detail (ユーザーセッションの詳細)] で、ユーザーがストリーミン
グセッションに接続できる最大時間と、切断後にストリーミングセッションを
アクティブ状態に維持する時間を定義します。
•

[Maximum session duration (最大セッション期間)] では、ユーザーのスト
リーミングセッションをアクティブ状態に維持することができる時間を定義
します。この制限に達する前にユーザーが 5 分間ストリーミングセッション
に接続されている場合は、切断される前に、開いているドキュメントを保存
するように求められます。[8 hours (8 時間)] を選択します。

•

[Disconnect timeout (切断タイムアウト)] では、ユーザーが切断されてから
ユーザーのストリーミングセッションをアクティブ状態に維持することがで
きる時間を定義します。この時間間隔内の切断後またはネットワークの中断
後にユーザーがストリーミングセッションへの再接続を試みると、前のセッ
ションに接続されます。切断タイムアウト時間が過ぎると、セッションは終
了するため、ユーザーは新しいセッションを開始して再接続する必要があり
ます。デフォルト設定の [15 minutes (15 分)] のままにしておきます。

5. [Fleet capacity (フリートのキャパシティー)] で、[Minimum capacity (最小キャ
パシティー)] を 2、[Maximum Capacity (最大キャパシティー)] を 4 に設定し
ます。
メモ:
•

キャパシティーはフリート内のインスタンス数、したがって各インスタンス
で行われる一意のユーザーストリーミングセッションごとに定義されます。

•

フリートの最小キャパシティーは、同時にストリーミングされる予定の最小
ユーザー数です。

•

フリートの最大キャパシティーは、同時にストリーミングされる予定の最大
ユーザー数です。

6. [Next (次へ)] を選択します。

ネットワークを設定する
1. [Step 4: Configure Network (ステップ 4: ネットワークの設定)] で、[Default
Internet Access (デフォルトのインターネットアクセス)] チェックボックスがオ
フになっていることを確認します。NAT ゲートウェイを使用して VPC を設定
し、インターネットアクセスできる状態になっているため、このオプションを
選択する必要はありません。
2. [VPC] で、[vpc-xxxxxxxx (AppStream2 VPC)] を選択します。
3. [Subnet 1 (サブネット 1)] で、[subnet-xxxxxxxx | (10.0.1.0/24)] を選択します。
これが AppStream2 Private Subnet1 です。
4. [Subnet 2 (サブネット 2)] で、[subnet-xxxxxxxx | (10.0.2.0/24)] を選択します。
これが、AppStream2 Private Subnet2 になります。
5. [Next (次へ)] を選択します。
6. フリート設定の詳細を確認します。任意のセクションの設定を変更するには、
[Edit (編集)] を選択し、必要に応じて変更します。設定内容を確認したら、
[Create (作成)] を選択します。
7. [pricing acknowledgement (料金確認)] ダイアログボックスで確認チェックボック
スをオンにし、[Create (作成)] を選択して、実行中のインスタンスの初期セット
でフリートをプロビジョンします。

図 24: AppStream 2.0 ストリーミングインスタンスの [pricing acknowledgement (料金確認)] ダイアログ
ボックス。

注意: フリートを作成するのに十分な制限がないことを示すエラーメッセージが
表示された場合は、AWS サポートセンターに制限の引き上げリクエストを送信
してください。詳細については、「Amazon AppStream 2.0 サービスの制限」を
参照してください。
フリートのプロビジョニングが終了するには、通常 10 分かかります。フリート
が作成中で、フリートインスタンスがプロビジョンされている場合、フリート
のステータスは、[Fleets (フリート)] リストに [Starting (開始中)] と表示されま
す。ステータスが [Running (実行中)] になるまでフリートステータスを更新す
るには、定期的に [Refresh (更新)] アイコンを選択します。
8. ステータスが [Running (実行中)] に変わったら、フリートを使用して、スタック
を作成することができます。

ステップ 7: AppStream 2.0 スタックとストリーミング
URL を作成する
AppStream 2.0 スタックは、フリート、ユーザーアクセスポリシー、ストレージ設定で
構成されます。ユーザーに対してストリーミングアプリケーションを開始するには、
スタックを作成します。
このセクションでは、以下の作業を行います。
•

スタックの詳細を入力し、スタックをフリートに関連付ける。

•

スタックの永続的ストレージを有効化する。

•

ストリーミング URL を作成する。

スタックの詳細を入力し、スタックをフリートに関連付ける
1. AppStream 2.0 コンソール (https://console.aws.amazon.com/appstream2) を開
きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[Stacks (スタック)]、[Create Stack (スタックの
作成)] の順に選択します。

3. [Step1: Stack Details (ステップ 1: スタックの詳細)] に、次の情報を入力し、
[Next (次へ)] を選択します。
オプション
名前

値
スタックの固有の名前 (例:
DemoCo_Stack_mmddyyyy)。使用できる文字は
a-Z、0–9、-、_ です。

注意: この名前は、「Amazon」、「AWS」、
または「AppStream」から始めることはでき
ません。
表示名

コンソールに表示される名前 (例: DemoCo
Stack April 2018)。

説明

スタックの詳細を入力できるオプションのテ
キストボックス。例: 20yy/mm/dd に (イニシャ
ルまたは名前) によって作成された Stack v1。
DemoCo_Image_Chrome_Notepad_v1_mmdd20yy
イメージを使用して作成された
DemoCo_Fleet_v1_mmdd20yy フリートを活用し
ます。アプリには、Chrome Enterprise x64
vWW.XX.YYYY.ZZZ および Notepad++ vX.Y.Z があ
ります。

リダイレクト URL

ユーザーがストリーミングセッションの終了時
にリダイレクトされるオプションの URL。
タイプ: https://aws.amazon.com

フリート

作成した DemoCo_Fleet_v1_mmddyyy フリー
トを選択します。

スタックの永続的ストレージを有効化する
1. [Step 2: Enable Storage (ステップ 2: ストレージの有効化)] で、[Enable Home
Folders (ホームフォルダの有効化)] オプションが選択されていることを確認し
ます。AppStream 2.0 スタックに対して、このオプションが選択されている場
合、スタックのエンドユーザーには AppStream 2.0 セッションの永続的スト
レージフォルダが表示されます。ユーザーによってホームフォルダに保存され
たデータは、AWS アカウントで自動的に作成される Amazon S3 バケットに
バックアップされます。詳細については、「 永続的ストレージと Amazon
AppStream 2.0 ホームフォルダ」を参照してください。

図 25: [Enable Home Folders (ホームフォルダの有効化)] ページ (自動的に作成される Amazon S3 バケッ
トが表示される)。

2. [Review (確認)] を選択します。
3. スタック設定の詳細を確認します。任意のセクションの設定を変更するには、
[Edit (編集)] を選択し、必要に応じて変更します。設定内容を確認したら、
[Create (作成)] を選択します。
しばらくすると、[Stacks (スタック)] リストが再度表示されます。スタックのステータ
スは、[Active (アクティブ)] と表示されます。

ストリーミング URL を作成する
ユーザーをセットアップせずにアプリケーションのストリーミングをすばやくテスト
するには、一時的な URL を作成して、新しいブラウザウィンドウに貼り付けます。
1. ナビゲーションペインで、[Stacks (スタック)] を選択します。
2. [Stacks (スタック)] で、先ほど作成したスタックを選択します。

3. [Actions (アクション)]、[Create streaming URL (ストリーミング URL の作成)]
の順に選択します。

図 26: [Create streaming URL (ストリーミング URL の作成)] メニュー項目。

4. [Create streaming URL (ストリーミング URL の作成)] ダイアログボックスに、
次の情報を入力して [Get URL (URL の取得)] を選択します。
オプション
ユーザー ID

値
ストリーミング URL のユーザーの ID。この演習では、
「DemoCoTestUser1」と入力します。
注意: このエントリは、Active Directory または LDAP タ
イプのディレクトリサービスと関連付けられていませ
ん。この ID は、一意の URL を作成するためにのみ使用
します。

セッションの有効期限

この URL を使用できる時間の長さ。この演習では、
[1 hour (1 時間)] を選択します。

5. [Create streaming URL (ストリーミング URL の作成)] ダイアログボックスが更
新され、入力したユーザー ID と、AppStream 2.0 によってユーザー向けに生成
された URL が表示されます。

6. 完全な URL をクリップボードにコピーするには、[Copy Link (リンクのコピー)]
を選択します。

図 27: [Create streaming URL (ストリーミング URL の作成)] ダイアログボックス。

7. [Create streaming URL (ストリーミング URL の作成)] ダイアログボックスが再
度更新され、リンクがクリップボードに正常にコピーされました。 [Create
streaming URL (ストリーミング URL の作成)] ダイアログボックスを閉じ
ます。
メモ:
-

この手順に示されているように、コンソールで生成されたリンクを使用した
AppStream 2.0 ストリーミングセッションへのアクセスは、テストでのみ行って
ください。

-

本稼働環境では、複数の認証オプションおよび認可オプションを使用して、
AppStream 2.0 へのアクセス権をユーザーに付与することができます。
このオプションには、SAML 2.0 を使用したフェデレーション、AppStream 2.0
ユーザープール (組み込み ID 管理機能)、カスタム ID ソリューションなどがあ
ります。詳細については、「SAML のセットアップ」および「AppStream 2.0
ユーザープールを使用したアクセスの管理」を参照してください。

8. ブラウザで新しいタブを開き、ストリーミング URL 名をアドレスバーに貼り付
けて、[Enter] キーを押します。AppStream 2.0 によって、ストリーミング用に
設定したアプリケーションを一覧表示するアプリケーションカタログページが
表示されます。

図 28: ストリーミング環境用の AppStream 2.0 アプリケーションカタログページ。

9. Chrome アイコンを選択して Chrome アプリケーションをストリーミングし、
正常に動作していることを確認します。

10. ストリーミング時に Notepad++ が正常に動作していることを確認するには、
AppStream 2.0 ウェブツールバーのアプリケーションカタログアイコンを選択
し、[Notepad++] を選択します。

図 29: AppStream 2.0 ウェブツールバーのアプリケーションカタログアイコンを使用して利用可能なスト
リーミングアプリケーションを選択する。

11. ストリーミング時に両方のアプリケーションが正常に動作することを確認した
ら、AppStream 2.0 環境をテストするために開いたブラウザタブを閉じます。

ステップ 8: AppStream 2.0 ユーザープールを使用して
ユーザーアクセスを管理する
AppStream 2.0 のユーザープールは、ストリーミングされたアプリケーションにユー
ザーがアクセスできるようにする組み込みの ID 管理機能です。または、SAML 2.0 を
使用して、Microsoft Active Directory か、SAML 2.0 をサポートするその他のカスタム
ID ソリューションプロバイダーを通じてフェデレーションします。

注意: このガイドでは、ユーザープールを使用して AppStream 2.0 へのユーザーアクセ
スを管理する方法について説明します。AppStream 2.0 を使用したサードパーティーの
SAML 2.0 ID プロバイダーソリューションの設定については、「AppStream 2.0 と
SAML 2.0 の統合」を参照してください。
AppStream 2.0 ユーザーポータルにサインイン後、ユーザープール内のユーザーがアプ
リケーションを開けるようにするには、アプリケーションを含む 1 つ以上のスタック
に各ユーザーを割り当てる必要があります。スタックにユーザーを割り当てると、
AppStream 2.0 によって、スタックおよび URL へのアクセス方法を示す手順を含むオ
プションの通知メールがユーザーに送信されます。ユーザーは、スタックを削除する
か、スタックからユーザーの割り当てを解除するまで、URL を使用してスタックにア
クセスすることができます。
このセクションでは、AppStream 2.0 ユーザープールを設定し、AppStream 2.0 への
ユーザーアクセスを許可するために次の操作を行います。
-

ユーザープールにユーザーを作成する。AppStream 2.0 によって、手順と仮
パスワードが記載されたようこそメールが送信されます。

-

作成したスタックをユーザーに割り当てる。

ユーザーの作成
1. AppStream 2.0 コンソール (https://console.aws.amazon.com/appstream2) を開
きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[User Pool (ユーザープール)]、[Create User
(ユーザーの作成)] の順に選択します。

3. [Create User (ユーザーの作成)] ダイアログボックスに次の情報を入力して、
[Create User (ユーザーの作成)] を選択します。
オプション

値

E メール

有効な E メールアドレス。

名

ユーザーの名。

姓

ユーザーの姓。

4. しばらくすると、ユーザープールリストが更新され、ユーザーが一覧に表示さ
れて有効になります。

図 30: 新しく作成されたユーザーを示すユーザープールのダッシュボード。

スタックをユーザーに割り当てる
1. ナビゲーションペインで、[User Pool (ユーザープール)] を選択し、作成した
ユーザーを選択します。
2. [Actions (アクション)]、[Assign Stack (スタックの割り当て)] の順に選択し
ます。
3. [Assign Stack (スタックの割り当て)] ダイアログボックスの [Stack (スタック)]
で、先ほど作成した [DemoCo_Stack_mmddyyyy] スタックを選択します。

4. [Send email notification to user (ユーザーに E メール通知を送信する)] オプ
ションは選択したままにします。
5. [Assign Stack (スタックの割り当て)] を選択します。
6. しばらくすると、[User Pool (ユーザープール)] リストが更新されます。作成し
たユーザーは、割り当てられたスタック [DemoCo_Stack_mmddyyyy] と一緒
に、[User Details (ユーザーの詳細)] に表示されます。

図 31: 新しく作成されたユーザーと先ほど割り当てられたスタックを示すユーザープールのダッシュ
ボード。

ステップ 9: エンドユーザー認証とアプリケーションスト
リーミング体験をテストする
前のセクションでは、名前と E メールアドレスを指定してユーザーをユーザープール
に追加し、スタックをユーザーに割り当てました。アクションが終わる度に、
AppStream 2.0 によって、指定の E メールアドレスに E メールが送信されました。
エンドユーザーエクスペリエンスをテストするには、作成したユーザーとして
AppStream 2.0 にサインインし、ストリーミングセッションを開始します。
1. 最初に受け取った通知メールを開き、記載されているログインページリンクを
開きます。ブラウザで AppStream 2.0 ポータルサインインページが開きます。

図 32: AppStream 2.0 のユーザーログインプロンプト。

2. 作成したユーザーの E メールアドレスと、E メールに記載されていた仮パス
ワードを入力し、[Log in (ログイン)] を選択します。

3. 入力画面が表示されたら、新しいパスワードを入力して確認し、[Set Password
(パスワードの設定)] を選択します。AppStream 2.0 アプリケーションカタログ
ページが開きます。この画面には、ストリーミングで利用できるアプリケー
ションが一覧表示されます。
4. アプリケーションを選択してストリーミングを開始します。

ステップ 10: AppStream 2.0 を使用して次のステップを
行う
おめでとうございます。アプリケーションをストリーミングするための AppStream 2.0
環境が正常に作成されました。以下は、作成した AppStream 2.0 環境を示すアーキテ
クチャ図です。
AppStream 2.0 サービス VPC
ストリーミングゲート
ウェブポータル

ウェイ

スタック
フリート

ストリーミング接続

スケーリング

Image Builder
ストリー
ミング接続

ホームフォルダ (S3)
インターネット

NAT ゲート

ゲートウェイ

ウェイ

ユーザープール

Public Subnet
10.0.0.0/24
サインイン
ユーザーがサインインする

EC2 リソース

データベースリソース

(オプション)

(オプション)

Private Subnet1
10.0.1.0/24

Private Subnet1
10.0.1.0/24
お客様の「AppStream2 VPC」: 10.0.0.0/20

ウェブポータルがユーザーに表示される
ユーザーがアプリケーションをストリーミン
グする

図 33: お客様の AppStream 2.0 環境。

このガイドでは、基本的な設定とデプロイの演習を行いながら、AppStream 2.0 につい
て紹介しました。AppStream 2.0 の理解を深め、多くの機能を活用するには、次のこと
を検討してください。

1. アプリケーションの要件に合うように、さまざまなタイプやサイズのインスタ
ンスを試してみる。たとえば、Graphics Design インスタンスタイプを使用し
て、ハードウェアグラフィックスアクセラレーションに依存するアプリケー
ションを実行します。AppStream 2.0 で利用可能なさまざまなタイプやサイズの
インスタンス、およびその料金については、「Amazon AppStream 2.0 料金表」
を参照してください。
2. SAML を使用して、ストリーミングされたアプリケーションにアクセスするに
は、シングルサインオン (SSO) アクセスを有効にします。この場合、ユーザー
は、既存の認証情報を使用して、独自のウェブポータル経由で AppStream 2.0
ストリーミングセッションにサインインすることができます。詳細について
は、「SAML 2.0 を使用した AppStream 2.0 へのシングルサインオンアクセス」
を参照してください。
3. AppStream 2.0 フリートと Image Builder を Microsoft Active Directory のドメイ
ンに結合します。これで、ユーザーは、ストリーミングセッション内のプリン
タやファイル共有などの Active Directory ネットワークリソースにアクセスする
ことができます。また、組織のニーズを満たすために、ストリーミングインス
タンスおよびユーザーにグループポリシー設定を適用することもできます。詳
細については、「AppStream 2.0 で Active Directory を使用する」を参照してく
ださい。
4. フリートのスケーリングポリシーを設定して、ユーザーの需要の変化または時
刻に応じてユーザーが使用できるインスタンスの数を増減します。詳細につい
ては、「Amazon AppStream 2.0 の Fleet Auto Scaling」を参照してください。
重要: アカウントに対して余分に請求が発生しないように、これらの演習で作成したリ
ソースは必ず削除してください。AppStream 2.0 のリソースを削除する方法について
は、「付録 E」を参照してください。 AppStream 2.0 料金表の詳細については、
「Amazon AppStream 2.0 料金表」を参照してください。

付録 A: AWS アカウントを作成してアクティベートする
AWS アカウントをまだお持ちでない場合は、次のステップに従って、アカウントの作
成とアクティベートを行ってください。このプロセスでは、次の操作を行います。
•

AWS アカウントを作成する。

•

支払方法を追加する。

•

電話番号を確認する。

•

AWS サポートプランを選択する。

•

アカウントの確認メール (3 通) を確認する。

AWS アカウントを作成する
1. ブラウザウィンドウで、アマゾン ウェブ サービスのウェブページを開きます。
2. [AWS アカウントの作成] を選択します。最近、AWS にサインインした場合は、
代わりに [コンソールにサインイン] が表示される場合があります。[新しい AWS
アカウントの作成] が表示されていない場合は、[別のアカウントにサインインす
る]、[新しい AWS アカウントの作成] の順に選択します。
3. [AWS アカウントの作成] ページに、有効な E メールアドレス、パスワード、確
認用パスワード、AWS アカウント名を入力します。
4. AWS にサインインするには、AWS アカウントで選択したアカウント名、E メー
ルアドレス、パスワードが必要になるため、これらの認証情報は書き留めてお
きます。
5. [続行] を選択します。
6. [連絡先情報] ページでは、企業アカウントまたは個人アカウントを選択すること
ができます。これらの 2 つのアカウントタイプは同等に機能します。このガイ
ドの演習では、[個人アカウント] を選択し、リクエストされた連絡先情報を入力
します。

7. AWS カスタマーアグリーメントを確認し、該当するチェックボックスをオンに
します。
8. [アカウントを作成して続行] を選択します。
注意: アカウントが作成されたことを確認する E メールを受け取ったら、入力し
た E メールアドレスおよびパスワードを使用して、新しいアカウントにサイン
インすることができます。ただし、AWS のサービスを使用する前にアクティ
ベーションプロセスを続行する必要があります。

支払方法を追加する
[支払情報] ページに、支払方法に関連付けられている必要な情報を入力します。支払方
法の住所が、アカウントで入力した住所と同じ場合は、[セキュアな送信] を選択し
ます。
住所が異なる場合は、[Use a new address (新しい住所を使用する)] を選択後、支払い
方法の請求連絡先を入力して、[Secure Submit (セキュアな送信)] を選択します。

電話番号を確認する
1. [電話による確認] ページに、着信可能な電話番号を入力します。
2. キャプチャに表示されているコードを入力します。
3. 着信する準備ができたら、[すぐに連絡を受ける] を選択します。しばらくする
と、AWS より自動呼び出しが行われ、AWS アカウントを検証するために PIN
を入力するよう求められます。
4. 着信したら、指定した PIN を電話のキーパッドで入力してください。
5. 入力が完了したら、[続行] を選択します。

AWS サポートプランを選択する
[サポートプランの選択] ページで、[ベーシック] を選択します。AWS サポートについ
ては、「AWS サポートの特徴」を参照してください。
サポートプランを選択すると、AWS アカウントがアクティベートされていることが確
認ページに表示されます。通常、アカウントは数分以内にアクティベートされます
が、このプロセスは最大 24 時間かかる場合があります。アカウントがアクティブにな
る前に AWS マネジメントコンソールにサインインしようとすると、次のメッセージが
表示されます。

図 34: アカウントのアクティベーションが完了する前にサインインした場合に表示されるメッセージ。

AWS アカウントの確認メール (3 通) を確認する
アカウントにサインアップすると、アカウントの確認メールが 3 通送信されます。
-

最初の確認メール (件名は「アマゾン ウェブ サービスへようこそ」) は、AWS
アカウントが作成されたことを確認する内容で、電話番号確認後すぐに送信さ
れます。

-

2 通目の確認メール (件名は「AWS サポート (ベーシック) へのサインアップの
確認」) は、アカウント作成プロセス中に選択した AWS サポートオプションを
確認する内容です。

-

3 通目の確認メール (件名は「お客様の AWS アカウントの準備ができました - 今
すぐ始めましょう」) は、お客様の AWS アカウント ID が使用できるようになっ
た時点で送信されます。この確認メールを受け取ったら、AWS マネジメントコ
ンソールを使用して AWS サービスにアクセスできます。

付録 B. ネットワークリソースを手動で作成して設定する
このガイドのステップ 2 では、CloudFormation テンプレートを使用して AppStream
2.0 環境に必要なネットワークリソースを自動的に作成して設定する方法について説明
しました。ネットワークリソースを手動で作成して設定するには、この付録のステッ
プに従います。この付録の最後にある「DemoCo」 VPC のトポロジは、以下の図のよ
うになります。
AppStream2 VPC: 10.0.0.0/20
アベイラビリティーゾーン: xx-yyyy-zz

Image Builder

AppStream
フリート

EIP: TBD

NAT
ゲート
ウェイ
AppStream2
Public Subnet

AppStream2 Private Subnet1

インター
ネット
ゲート
ウェイ

VPC エンド
AppStream2 Private Subnet2

ポイント

Amazon S3
バケット

フリート

アベイラビリティーゾーン: xx-yyyy-zz
AWS リージョン=TBD

図 35: DemoCo VPC アーキテクチャ。

注意: プライベートサブネットの CIDR ブロックの割り当ては、VPC ウィザードで使用
されるアベイラビリティーゾーンによっては逆になることがあります。

AppStream VPC の要件
AppStream 2.0 には、少なくとも 1 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサ
ブネットを含む VPC が必要です。パブリックサブネットでは、インターネットゲート
ウェイを通して直接インターネットにアクセスします。プライベートサブネットでイ
ンターネットにアクセスするには、ネットワークアドレス変換 (NAT) または NAT イン
スタンスが必要です。

Elastic IP アドレスを割り当てる
VPC を作成するには、Elastic IP アドレスを AppStream 2.0 リージョンに割り当てる必
要があります。Elastic IP アドレスを使用すると、インターネットゲートウェイ経由で
ストリーミングインスタンスにアクセスできるようになります。
1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [ネットワーク & セキュリティ] で、[Elastic IP] を選択
します。
3. [新しいアドレスの割り当て]、[割り当て] の順に選択します。
4. Elastic IP アドレスを書き留め、[閉じる] を選択します。

図 36: 割り当てられた Elastic IP アドレス。

VPC ウィザードを使用して VPC を作成する
VPC 環境を構築するには、VPC ウィザードを使用する方法が最も簡単です。このウィ
ザードでは、ルートテーブルを適切に設定して、パブリックサブネット、プライベー
トサブネット、NAT ゲートウェイ、インターネットゲートウェイを作成する方法につ
いて説明します。
1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[VPC ダッシュボード]、[VPC ウィザードの開始] の
順に選択します。
3. [ステップ 1: VPC 設定の選択] ページで [パブリックとプライベートサブネット
を持つ VPC] を選択し、[選択] を選択します。

図 37: VPC ウィザードを使用した VPC の作成。

4. [ステップ 2: パブリックとプライベートサブネットを持つ VPC] に、次の情報を
入力し、[VPC の作成] を選択します。
オプション

値

IPv4 CIDR ブロック

10.0.0.0/20

IPv6 CIDR ブロック

デフォルト値: [IPv6 CIDR ブロックなし]

使用します。
VPC 名

AppStream2 VPC

をそのまま

オプション
パブリックサブネットの IPv4

値
デフォルト値: 10.0.0.0/24

をそのまま使用します。

CIDR
アベイラビリティーゾーン

デフォルト値: [指定なし]

パブリックサブネット名

AppStream2 Public Subnet

プライベートサブネットの

デフォルト値: 10.0.1.0/24

をそのまま使用します。

をそのまま使用します。

IPv4 CIDR
アベイラビリティーゾーン

デフォルト値: [指定なし]

プライベートサブネット名

AppStream2 Private Subnet1

Elastic IP 割り当て ID

テキストボックスをクリックし、作成した Elastic IP

をそのまま使用します。

アドレスに対応する値を選択します。このアドレスは
NAT ゲートウェイに割り当てられています。
サービスエンドポイント
サービス

[エンドポイントの追加] を選択します。
「s3」で終わるリストのエントリ (VPC が作成されて
いるリージョンに対応する com.amazonaws.xxrrrr-x.s3 サービス) を選択します。注意: これは
デフォルト値ではありません。

サブネット
ポリシー

プライベートサブネットを選択します。
デフォルト値: フルアクセスをそのまま使用します。

DNS ホスト名を有効化

デフォルト値: はいをそのまま使用します。

ハードウェアのテナンシー

デフォルト値: デフォルトをそのまま使用します。

注意: VPC 名とサブネット名は識別専用です。別の名前を使用することができ
ます。
5. しばらくして、VPC ダッシュボードのメッセージで、VPC が作成されたことが
通知されたら、[OK] を選択します。

2 番目のプライベートサブネットの追加
1. ナビゲーションペインで、[サブネット] を選択します。
2. AppStream2 Private Subnet1 と い う 名 前 の サ ブ ネ ッ ト を 選 択 し ま す 。
[Summary (概要)] タブで、サブネットリストの下に表示されている、このサブ
ネットのアベイラビリティーゾーンを書き留めます。

図 38: AppStream2 Private Subnet1 のアベイラビリティーゾーンの識別

3. 同ページの上部にある [サブネットの作成] を選択します。[サブネットの作成] ダ
イアログボックスに次の情報を入力し、[はい]、[作成] の順に選択します。
オプション

値

名前タグ

AppStream2 Private Subnet2

VPC

AppStream2 VPC という名前の VPC を選択します。

アベイラビリティーゾーン

AppStream2 Private Subnet1 を使用していないアベ
イラビリティーゾーンを選択します。別のアベイラビ
リティーゾーンを選択すると耐障害性を高めることが
できます。

IPv4 CIDR ブロック

10.0.2.0/24
(これは VPC の CIDR ブロックのサブネットです。)

サブネットルートテーブルを変更する
1.

ナ ビ ゲ ー シ ョ ン ペ イ ン で [ サ ブ ネ ッ ト ] を 選 択 し 、 AppStream2 Public
Subnet という名前のサブネットを選択します。

2.

[ルートテーブル] タブで、ルートテーブルの ID (例: rtb-XXXXXXXX) を書き留
めます。

3.

ナビゲーションペインで、[ルートテーブル] を選択後、前のステップで書き
留めた ID を持つルートテーブルを選択します。

4.

[名前] で空のフィールドを開き、「AppStream2 Public Route Table」と入力
後、チェックマークを選択して変更を保存します。

図 39: AppStream2 Public Subnet を含むルートテーブルの名前フィールドを開く。

5.

現時点で AppStream2 Public Route が選択されていることを確認します。
[ルート] タブで、ルートテーブルに次の 2 つのルートが含まれていることを
確認します。
送信先

ターゲット

10.0.0.0/20

ローカル

0.0.0.0/0

igw-XXXXXXXX

以下の 2 つのルートは、ルートテーブルに関連付けられているサブネット内の
すべてのリソースに対して、次のように機能します。
-

ローカル: 10.0.0.0/20 CIDR ブロック内の IPv4 アドレス宛のリソースからのトラ
フィックはすべて、VPC 内にローカルにルーティングされます。

-

アウトバウンド: その他の IPv4 アドレス宛のトラフィックはすべて、VPC ウィ
ザードによって作成されたインターネットゲートウェイ (igw-XXXXXXXX で識
別) にルーティングされます。

ルートテーブルを変更するには、[編集] を選択して必要な変更を行います。詳細につい
ては、「ルートテーブル」を参照してください。
6.

ナビゲーションペインで、[サブネット] を選択し、AppStream2 Private
Subnet1 という名前のサブネットを選択します。

7.

[Route Table ( ル ー ト テ ー ブ ル )] タ ブ で 、 ル ー ト テ ー ブ ル の ID ( 例 :
rtb-XXXXXXXX) を書き留めます。

8.

ナビゲーションペインで、[ルートテーブル] を選択後、前のステップで書き
留めた ID を持つルートテーブルを選択します。

9.

[名前] で空のフィールドを開き、「AppStream2 Private Route」テーブルと
入力後、チェックマークを選択して変更を保存します。

図 40: AppStream2 プライベートサブネットを含むルートテーブルの名前フィールドを開く。

10.

現時点で AppStream2 Private Route Table が選択されていることを確認し、
[ルート] タブで、ルートテーブルに次のルートが含まれていることを確認し
ます。
送信先

ターゲット

10.0.0.0/20

ローカル

0.0.0.0/0

nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX

pl-YYYYYYYY (com.amazonaws.<region>-<#>.s3)

vpce-ZZZZZZZZ

以下の 3 つのルートは、ルートテーブルに関連付けられているサブネット内のすべて
のリソースに対して、次のように機能します。


ローカル: 10.0.0.0/20 CIDR ブロック内の IPv4 アドレス宛のリソースからのトラ
フィックはすべて、VPC 内にローカルにルーティングされます。



ス ト レ ー ジ : S3 バ ケ ッ ト 宛 の ト ラ フ ィ ッ ク は S3 エ ン ド ポ イ ン ト (vpceZZZZZZZZ で識別) にルーティングされます。



アウトバウンド: その他の IPv4 アドレス宛のトラフィックはすべて、NAT ゲー
トウェイ (nat-XXXXXXXX で識別) にルーティングされます。

ルートテーブルを変更するには、[編集] を選択して必要な変更を行います。詳細につい
ては、「ルートテーブル」を参照してください。
11.

ナビゲーションペインで、[サブネット] を選択し、AppStream2 Private
Subnet2 という名前のサブネットを選択します。

12.

[ルート] タブで、ルートテーブルの名前が「AppStream2 Private」ルート
テーブルとなっていることを確認します。ルートテーブルが異なる場合は、
[編集] を選択してこのルートテーブルを選択します。

付録 C. Chrome の設定
Image Builder インスタンスにアプリケーションをインストールしたら、イメージを作
成する前にアプリケーションを設定する必要があります。このステージで検討する必
要のあるタスクまたは設定の例を以下に示します。


パッチまたはアップデートの適用



自動更新機能の管理



startup コマンドまたは run/runonce コマンドの作成



パフォーマンスの調節



アプリケーション起動時のプロンプト (ライセンスプロンプトや初回実行時など)
を無効にする。



ファイルの関連付けを設定する



ログファイルやイベントログのクリアまたはリセット

Chrome には、自動更新プロセスが搭載されていますが、ユーザー使用時に更新が実行
されないようにこのプロセスを無効にすることができます。Windows タスクスケ
ジューラを使用して、次のステップで無効にします。
注意: これらのステップは Chrome に固有ですが、同様のステップを実行して、
AppStream 2.0 を通してストリーミングするために設定する他のアプリケーションの
アップデートも無効にする必要がある場合があります。
1. Image Builder インスタンスで、Windows の [スタート] メニューを選択します。
2. [コントロールパネル]、[システムとセキュリティ]、[管理ツール] の順に選択し
ます。
3. [タスクスケジューラ] を開きます。
4. タスクスケジューラが開いたら、表示しやすいようにウィンドウを全画面にし
ます。

5. 左側の [タスクスケジューラ (ローカル)] で、[タスクスケジューラライブラリ] を
選択します。中央ペインの [名前] 列をクリックし、タスク名をアルファベット
順に並べ替えます。必要に応じて、表示された項目が完全に表示されるよう
に、[名前] 列を広げます。
6. [GoogleUpdateTaskMachineUA] タスクを選択します。[操作]、[削除] の順に選
択します。プロンプトが表示されたら、[はい] を選択します。

図 41: GoogleUpdateTaskMachineUA が選択された Windows タスクスケジューラ。

7. ステップ 6 を繰り返して、[GoogleUpdateTaskMachineCore] タスクを削除し
ます。
8. タスクスケジューラを閉じます。
9. 自動更新サービスがある場合は無効にします。前に開いた管理ツールウィンド
ウで、[サービス] を開きます。

10. [サービス] ウィンドウが開いたら、表示しやすいようにウィンドウを全画面にし
ます。リストにある 2 つの [Google Update Service] エントリのうち、1 つ目の
[Google Update Service (gupdate)] を開きます。

図 42: Windows サービス (2 つの Google Update サービスが表示されている)

11. [スタートアップの種類] で、[手動] を選択します。
12. [サービスの状態] ラベルの横で、サービスが [停止] ステータスになっていること
を確認します。停止ステータスになっていない場合は、[停止] を選択します。
13. [適用]、[OK] の順に選択します。
14. [Google Update Service (gupdatem)] でステップ 10～13 を繰り返します。
15. [サービス] ウィンドウなど、開いているウィンドウを閉じます。

付録 D. Notepad++ のインストール
このガイドのステップ 4 では、Image Builder に接続して Notepad++ のインストーラを
ダウンロードする方法について説明しました。Notepad++ のインストールプロセスを
完了するには、次のステップを行います。
1. 作成した DemoCo_Image1_mmddyyyy Image Builder に接続します。
2. Image Builder のエクスプローラで、ダウンロードフォルダを開き、
[npp.x.x.x.Installer.x64.exe] を開きます。
3. [Installer Language] で、[English] を選択し (選択されていない場合)、[OK] を
選択します。
4. 「Welcome to Notepad++ Setup] で、[Next] を選択します。
5. [License Agreement] で契約内容を確認し、[I Agree] を選択します。
6. [Choose Install Location] で、[Next] を選択し、インストール先として選択され
ているフォルダをそのまま使用します。
7. [Choose Components] で、デフォルトのコンポーネントが選択されたままに
し、[Next] を選択します。
8. 次の [Choose Components] ページで、3 つのオプションはすべて選択せずに、
[Install] を選択します。
9. [Completing Notepad++ Setup] で、[Run Notepad++] チェックボックスをオフ
にして選択を外し、[Finish] を選択します。

付録 E. AppStream 2.0 リソースをクリーンアップする
引き続き、AppStream 2.0 を使用することはできますが、実行中のリソースに対しては
料金が発生することに注意してください。詳細については、「Amazon AppStream 2.0 料
金表」をご覧ください。
作成したリソースを削除してクリーンアップすると、リソースが解放され、アカウン
トに対して意図しない料金が請求されるの防ぐことができます。

Image Builder を停止して削除する
1. AppStream 2.0 コンソール (https://console.aws.amazon.com/appstream2) を開
きます。
2. ナビゲーションペインで、[Images (イメージ)]、[Image Builder] の順に選択し
ます。
3. このガイドのステップ 3 で作成した Image Builder が停止ステータスかどうかを
確認します。停止されていない場合は、その Image Builder を選択し、[Actions
(アクション)]、[Stop (停止)] の順に選択します。複数の Image Builder を作成し
た場合は、作成した Image Builder ごとにこのステップを繰り返します。
4. Image Builder が停止したら、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選
択します。作成した Image Builder ごとにこのステップを繰り返します。

ユーザープール内のユーザーのスタックのアクセス許可を取り消す
1. ナビゲーションペインで [User Pool (ユーザープール)] を選択します。
2. このガイドのステップ 9 で作成したユーザーを選択し、[Actions (アクショ
ン)]、スタックの [Unassign (割り当て解除)] の順に選択します。このアクショ
ンでは、ユーザーのスタックのアクセス許可を取り消します。

スタックからフリートの関連付けを解除し、スタックを削除します。
1. ナビゲーションペインで、[Stacks (スタック)] を選択します。
2. 作成したスタックを選択し、[Actions (アクション)]、[Dissociate Fleet (フリー
トの関連付けを解除する)] の順に選択します。このアクションでは、フリートと
スタックの関連付けを解除します。
3. スタックを削除するには、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択し
ます。

フリートを停止して削除する
1. ナビゲーションペインの [Fleets (フリート)] を選択します。
2. このガイドのステップ 6 で作成したフリートが停止ステータスかどうかを確認
します。停止されていない場合は、そのフリートを選択し、[Actions (アクショ
ン)]、[Stop (停止)] の順に選択します。
3. フリートが停止したら、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択し
ます。

付録 F. その他のリソース
AppStream 2.0 の詳細については、次のリソースを参照してください。
-

Amazon AppStream 2.0 製品の詳細

-

Amazon AppStream 2.0 の料金詳細

-

Amazon AppStream 2.0 のよくある質問

-

Amazon AppStream 2.0 開発者ガイド

-

Amazon AppStream 2.0 API リファレンス

-

Amazon AppStream 2.0 CLI リファレンス

-

Amazon AppStream 2.0 Try It Now Demo

-

Amazon AppStream 2.0 リソース

