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はじめに 
アマゾンウェブサービス (AWS) により、データサイエンティスト、デザイナー、エンジニアは、クラ

ウドに関する豊富な経験がなくても、並列処理やディープラーニングトレーニングを必要とするスケー

ルアウトワークロードを実行できます。 

「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションは、コンピュータ支援エンジニアリ

ング (CAE) などの計算負荷の高いワークフローのために、マルチユーザー環境を簡単にデプロイして

運用するのに役立ちます。このソリューションは、多数のコンピューティングリソースと、高速ネット

ワークバックボーン、無制限のストレージ、そして AWS 内に直接統合された予算とコスト管理の機能

を備えています。このソリューションでは、クラウドワークステーション、ファイル管理、自動化ツー

ルを備えたユーザーインターフェイス (UI) もデプロイされます。これにより、独自のキュー、スケジ

ューラリソース、Amazon マシンイメージ (AMI) 、ユーザーとグループのアクセス許可の管理機能を

作成できます。 

このソリューションは、AWS 環境をデプロイしてスケールアウトワークロードを実行するための開始

点として使用できる本番環境のリファレンス実装として設計されており、ユーザーは複雑な計算問題を

解決するために設計されたシミュレーションの実行に集中できます。例えば、Amazon Elastic File 

System (Amazon EFS) が提供する無制限のストレージ容量を使用すると、ユーザーはプロジェクトの

入出力ファイル用のスペースが不足することはありません。さらに、既存の LDAP ディレクトリを 

Amazon Cognito と統合して、ユーザーが AWS 上でシームレスに認証してジョブを実行できるように

することができます。 

この実装ガイドでは、AWS クラウドに「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューショ

ンをデプロイするためのアーキテクチャ上の考慮事項と設定手順について説明します。セキュリティと

可用性に関する AWS ベストプラクティスを使用して、このソリューションを AWS にデプロイするた

めに必要な AWS のサービスを起動、設定、実行する AWS CloudFormation テンプレートへのリンク

が含まれています。  

このガイドは、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計の実務経験がある IT インフラストラク

チャアーキテクト、管理者、DevOps プロフェッショナルを対象としています。 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
http://aws.amazon.com/efs
http://aws.amazon.com/efs
https://aws.amazon.com/cognito/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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コスト 
このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となります。2021 

年 10 月の時点で、米国東部（バージニア北部）リージョンでこのソリューションをデフォルト設定で

実行するための合計コストは、1 か月あたり約 441.27 USD です。このコスト見積もりには、

m5.large Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Application Load 

Balancer (ALB)、高可用性のある Amazon OpenSearch Service クラスター、Amazon EFS、AWS 

Backup、NAT ゲートウェイのデプロイが含まれます。 

次の要因が、アクティブに使用されるデプロイのコスト増加の一因となることに注意してください。 

• 投入されたコンピューティングジョブとそれらが消費するリソース (Amazon EC2 インスタン

ス、Amazon EBS ボリューム) 

• 永続的な共有ストレージとスクラッチストレージに保存されるデータ量 

コストの例 

次の表に、米国東部 (バージニア北部) リージョンにデフォルト設定でこのソリューションをデプロイ

する場合のコスト内訳の例を示します。 

AWS のサービス コスト (1 か月あたり) 

Amazon OpenSearch Service (ユーザーと管理者の分析用のダッシュボードを提供)  231.30USD 

AWS EC2 インスタンス (WebUI、スケジューラ、ソリューションのスクリプトをホス

トする永続的なスケジューラ)  
144.73 USD 

AWS Elastic Load Balancer (アクセシビリティの提供) 16.21 USD 

Amazon Elastic Filesystem (ユーザーのホームディレクトリとアプリケーション用の永

続的なストレージ) 
0.33 USD 

AWS Secrets Manager、AWS Backup、その他の Amazon EC2 関連のネットワーク 48.70 USD 

月額費用の合計: 441.27 USD* 
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* この料金の見積もりには、一時的な可視化や計算用インスタンス、またはデータ転送コストは含まれ

ません。詳細については、このソリューションで使用される各 AWS サービスの料金表ウェブページを

参照してください。 

注意: このソリューションには、一時的な使用コストを管理するツールが含まれています。このガイ

ドの「プロジェクトの予算」セクションを参照してください。 

アーキテクチャの概要 
このソリューションをデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築されます。 

 

図 1: 「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションのアーキテクチャ 

このソリューションでは AWS CloudFormation テンプレートを使用して、インフラストラクチャコン

ポーネント、AWS サービス、オペレーティングシステムと管理ソフトウェア、およびカスタムロジッ

クスクリプトをデプロイし、スケールアウト設計とエンジニアリングワークフローリファレンス実装を

作成します。次の概要では、このソリューションとともにデプロイされる 8 つのコンポーネントとそ

https://aws.amazon.com/cloudformation/
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れらに関連する AWS のサービスについて説明します。コンポーネント毎の詳細については、ソリュー

ションコンポーネントセクションを参照してください。 

1. Amazon EC2 Auto Scaling は、スケールアウトしたコンピューティングジョブなどのクラス

ターユーザーのタスクの実行に必要なリソースを自動的にプロビジョニングします。 

2. また、このソリューションでは、永続的なストレージに Amazon Elastic File System 

(Amazon EFS)、永続的なログに Amazon S3、オプションで並列ファイルシステムに 

Amazon FSx for Lustre をデプロイしています。 

3. そのコアとなる部分で、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスは、

ユーザーが投入したジョブに必要な AWS リソースを動的にプロビジョンするスケジューラを

実装しています。また、このスケジューラインスタンスは、ユーザーや管理者が環境を操作す

るためのウェブインターフェイスもホストしています。 

4.  NICE Desktop Cloud Visualization (DCV) を使用した 2D または 3D ワークステーションを

起動し、バッチジョブの送信や GUI ツールの実行に使用できます。 

5. 使用されるセキュリティサービスとリソースには、AWS Secrets Manager、AWS Certificate 

Manager、セキュリティグループ、AWS Identity and Access Management (IAM) が含まれ

ます。 

6. AWS Lambda の機能により、必要な前提条件を確認し、Application Load Balancer (ALB) 

用のデフォルトの署名付き証明書を作成し、DCV ワークステーションセッションへのアクセス

を管理します。 

7. ジョブとホストの情報を保存するための Amazon OpenSearch Service (Amazon 

Elasticsearch Service の後継サービス) クラスター。 

8. Elastic Load Balancing は、アベイラビリティーゾーン間のアクセスを確保するために使用さ

れ、コスト割り当てタグは AWS Cost Explorer で使用されます。 

https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/hpc/dcv/
https://aws.amazon.com/secrets-manager/
https://aws.amazon.com/certificate-manager/
https://aws.amazon.com/certificate-manager/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://aws.amazon.com/opensearch-service/
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
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ソリューションコンポーネント   

ユーザーインターフェイス 
「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションは、管理者とユーザーが Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) クラスターとやり取りするために使用できる API の共通セッ

トを使用して、サンプルウェブユーザーインターフェイス (UI) をデプロイし、セットアップします。

このサンプル UI では、ユーザーはジョブの送信、ファイルの管理および共有、デスクトップクラウド

の可視化 (DCV) セッションの開始 / 停止、プライベートキーのダウンロード、およびリアルタイムで

キューとジョブのステータスのモニタリングを行うことができます。管理者はこの UI を使用して、

LDAP ユーザーとグループを管理し、アプリケーションプロファイル (ウェブベースのジョブ送信用) を

作成して、ジョブキューを管理することができます。 

クラウドでの前処理と後処理 
このソリューションではクラウドベースのワークステーションをデプロイして、ユーザーがクラスター

に簡単にアクセスし、前処理および後処理の可視化アクション（コンピュータ支援設計など）を実行で

きるようにします。ユーザーの作業ファイルはワークステーションセッションにわたって保持され、

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) のユーザーのホームディレクトリに保存されます。管理

者は、一般的なユーザーアプリケーションをクラウドワークステーションに事前にインストールして、

カスタマイズされた Linux の Amazon マシンイメージ (AMI) を作成できます。 

リアルタイム分析 
スケジューラとアプリケーションのログはリアルタイムで取り込まれ、データレイクに保存してから処

理されます。ノード数、ジョブステータス、およびメタデータは、自動的に Amazon OpenSearch 

Service クラスターに取り込まれます。 

https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/what-is-dcv.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/what-is-dcv.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html
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カスタムコードと自動化 
このソリューションはカスタマイズ可能なスクリプトの集まりと共にデプロイされ、管理者とユーザー

がデータを収集して共通のクラスタータスクを実行するのを支援するために拡張できます。これらのカ

スタマイズは /apps/soca/<your-soca-name> にあり、次のタスクを実行します。 

• 自動エラー処理: Amazon EC2 キャパシティーをプロビジョニングする前にドライランをチェック

します。  

• 自動ログ管理: クラスターログを収集して Amazon S3 にバックアップします。 

• カスタムジョブステータスツール: AWS 固有の情報でクラスターのステータスを改善します。 

• LDAP ユーザー管理の簡素化: 一般的な LDAP アクションを実行するスクリプトを使用します。 

• アプリケーションライセンスリソース: 特定の機能で利用可能なライセンス数を計算する FLexLM 

ソフトウェア対応スクリプトを有効にします。 

プロジェクトの予算  
このソリューションは、ユーザーと管理者が HPC の予算を簡単に管理するのに役立ちます。管理者は、

リソースへのタグ付けを使用して、ユーザー、ソフトウェア、チーム、キュー、プロジェクト、または

アプリケーションごとに詳細なレポートを作成できます。このソリューションでは、AWS Cost 

Explorer と AWS Budgets を使用して、ユーザーが経費を管理し、履歴データに基づいて予算を予測

できるようにします。リソースのタグ付けがアクティブになっていない場合は、コスト配分タグを使用

して、AWS Cost Explorer のレポートのプラットフォームで、手動でこれらのタグをアクティブにす

る必要があります 。 

カスタマイズ 
このソリューションは、ユーザーがビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。ビジネスロジッ

クは AWS CloudFormation テンプレートと Amazon EC2 のユーザーデータスクリプトを使用して設

定されています。このソリューションのコードベースはオープンソースで、GitHub から入手できます。

カスタマイズの例は、公式ドキュメントを参照してください。 

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/analytics/review-hpc-costs/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/
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永続的で無制限のストレージ 
このソリューションでは、2 つの無制限の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) のストレージ

ロケーション (/apps と /data) をデプロイします。また、高速な Amazon EBS SSD-Backed ディ

スクや Amazon FSx for Lustre をデプロイして、コンピューティングノード上のスクラッチロケーシ

ョンとして使用することもできます。 

一元化されたユーザー管理 
無制限の LDAP ユーザーとグループを作成できます。デフォルトで、このソリューションはデフォルト

の LDAP アカウントと、クラスター上の SUDO アクセス許可を管理する Sudoers LDAP グループをデ

プロイします。 

スケジューラインスタンス 
このソリューションでは、オープンソースの PBS Professional (OpenPBS) 20.0.1 ジョブスケジュー

リングソフトウェアを実行する Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。このソリューションに

は AGPLv3 ライセンスコンポーネントがあります。詳細については、「注意」を参照してください。 

アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) 
このソリューションは、管理者とユーザーがプログラムでクラスターとやり取りするための HTTP 

REST API を提供します。この API では、bash または python のいずれかを使用して、ユーザー、グ

ループ、およびキューの作成、ジョブの送信、ジョブのステータスの表示と変更を行うことができます。

API を使用して DCV セッションを管理することもできます。 

セキュリティ 
AWS インフラストラクチャでシステムを構築する場合は、セキュリティ上の責任はお客様と AWS の

間で共有されます。この責任共有モデルにより、ホストオペレーティングシステムと仮想化レイヤーか

らサービスが運用されているシステムの物理的なセキュリティに至るまでのコンポーネントについて、

https://aws.amazon.com/ebs/features/
https://aws.amazon.com/fsx/lustre/
https://www.sudo.ws/man/1.8.17/sudoers.ldap.man.html
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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AWS が運用、管理、および制御します。そのため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちます。

AWS のセキュリティの詳細については、「AWS クラウドセキュリティ」を参照してください。 

注意: AWS でセキュリティのベストプラクティスを維持するために、このソリューションを実装した後

に、次の手順を確認することをお勧めします。 

1. Amazon OpenSearch Service のドメインロギングがアクティブになっていることを確認する 

2. Elastic Load Balancing (ELB) のロギングがアクティブになっていることを確認する 

セキュリティグループ 
このソリューションで作成されたセキュリティグループは、スケジューラとコンピューティングコンポ

ーネント用の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 間のネットワークトラフィックを制御お

よび分離するように設計されています。セキュリティグループを確認し、必要に応じてアクセスをさら

に制限することをお勧めします。 

ユーザーインターフェイス (UI) の SSL 証明書のアップロ

ード 
デプロイされた UI は、Application Load Balancer エンドポイントで HTTPS を使用します。証明書

を更新またはインストールするには、次の手順を使用します。  

1. AWS マネジメントコンソールで、AWS Certificate Managerに移動します。 

2. 証明書のドロップダウンで、該当する証明書を選択します。次に、[アクション] を選択し、[証明

書の再インポート] を選択します。 

3. 該当する証明書に、[証明書本文]、[証明書のプライベートキー]、および [証明書チェーン] を入力

します。次に、[レビュー] を選択して、エントリが有効であることを確認します。 

4. [証明書 ID] をコピーします。証明書 ID を ALB にバインドすることをお勧めします。詳細につい

ては、「SSL 証明書のアップロード」を参照してください。 

5. 5 分後に、新しい SSL 証明書を使用してエンドポイントを検証します。 

http://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/console
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/tutorials/update-soca-dns-ssl-certificate/
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既存の LDAP ディレクトリとの統合 
Amazon Cognito を使用すると、ユーザーはウェブユーザーインターフェイスに自動的にサインインで

きます (パスワードは不要) 。Google、Facebook、Amazon などのソーシャル ID プロバイダー、ま

たは SAML を使用した Microsoft Active Directory などのエンタープライズ ID プロバイダーを使用で

きます。ウェブインターフェイスに対する SSO 認証をアクティブにする手順については、 Scale-Out 

Computing on AWS Knowledge Base の「Enable Oauth2 authentication with Cognito」を参照し

てください。 

注意: このソリューションでは、デフォルトで OpenLDAP サービスを使用してユーザーアカウント

を管理します。暗号化 (LDAPS) を使用して外部 LDAP ディレクトリへの接続を有効にすることをお

勧めします。 

AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、AWS クラウドでの「AWS でのスケー

ルアウトコンピューティング」ソリューションのデプロイを自動化します。このソリューションには次

の AWS CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

scale-out-computing-on-aws.template: このテンプレートを使用して、

ソリューションとすべての関連コンポーネントを起動します。デフォルト設定

では、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon EC2 Auto Scaling、AWS Lambda、

Amazon Elastic File System、AWS Secrets Manager、AWS Identity and Access Management が

デプロイされますが、特定のニーズに基づいてテンプレートをカスタマイズすることもできます。 

このテンプレートは、次のネストされたスタックを起動します。 

• scale-out-computing-on-aws-network.template: このテンプレートでは、このソリューシ

ョンで使用する Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、ルートテーブル、インターネッ

トゲートウェイ、Elastic IP アドレス、および NAT ゲートウェイのコンポーネントをデプロイしま

す。 

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/security/integrate-cognito-sso/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
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• scale-out-computing-on-aws-security.template: このテンプレートでは、このソリューシ

ョンで使用する AWS のセキュリティグループと AWS Identity and Access Management (IAM) 

ロールのコンポーネントをデプロイします。 

• scale-out-computing-on-aws-storage.template: このテンプレートでは、このソリューシ

ョンで使用する Amazon Elastic File System (Amazon EFS) のコンポーネントをデプロイしま

す。 

• scale-out-computing-on-aws-scheduler.template: このテンプレートでは、このソリュー

ションで使用する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のコンポーネントをデプロイ

します。 

• scale-out-computing-on-aws-analytics.template: このテンプレートでは、このソリューシ

ョンで使用する Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) のコンポーネントをデプロイしま

す。 

• scale-out-computing-on-aws-viewer.template: このテンプレートでは、このソリューショ

ンで使用する Desktop Cloud Visualization (DCV)、Application Load Balancer (ALB)、IAM ロ

ール、および AWS Certificate Manager のコンポーネントをデプロイします。 

• scale-out-computing-on-aws-configuration.template: このテンプレートでは、このソリ

ューションで使用する AWS Secrets Manager および AWS Backups のコンポーネントをデプロ

イします。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、前提条件、およびその他

の考慮事項をよくお読みください。このセクションの手順に従って、「AWS でのスケールアウトコン

ピューティング」ソリューションを設定してアカウントにデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 35 分  
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前提条件 

Amazon マシンイメージのサブスクライブ 

このソリューションでは、スケジューラインスタンス、ユーザーデスクトップインスタンス、コンピュ

ーティングノードインスタンスのホストオペレーティングシステムに対して Amazon マシンイメージ 

(AMI) を使用します。デフォルトでは、 Linux ディストリビューションテンプレートパラメータで 3 

つのインスタンスすべてに使用する基本 AMI を選択するか、カスタム AMI を指定する必要がありま

す。 このリリースの時点で、このソリューションはスケジューラインスタンスの次の AMI をサポート

します。 

• Red Hat Enterprise Linux 7 

• CentOS 7 

• Amazon Linux 2 

注意: CentOS 7 イメージを使用する場合は、インストール中にインストーラが AMI にアクセスで

きるように、AWS Marketplace で CentOS 7 にサブスクライブする必要があります。 

このソリューションは、異機種環境をサポートします。インストール後、管理者とユーザーは、ジョ

ブおよびキューごとにカスタム AMI を指定できます。 

Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロール 

このソリューションでは、Amazon EC2 Auto Scaling をデプロイして、ユーザーが送信したマルチイ

ンスタンスのジョブをスケールアウトします。AWS Identity and Access Management (AWS IAM) 

ロールに Auto Scaling をサポートする適切なアクセス許可があることを確認します。詳細については、

「Auto Scaling のサービスにリンクされたロール」を参照してください。 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00O7WM7QW/
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/autoscaling-service-linked-role.html
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デプロイの選択 
このソリューションは、AWS CloudFormation テンプレートのデフォルトのパラメータセットを使用

してデプロイできます。また、GitHub リポジトリをクローンして独自のカスタムインストーラを構築

し、このソリューションをカスタマイズできます。 

重要: テストと概念実証には、デフォルトパラメータを使用して AWS CloudFormation テンプレー

トをデプロイすることをお勧めします。ただし、本番環境でこのソリューションを使用している場合

は、独自のホストリポジトリでカスタムインストーラを使用してこのソリューションをデプロイする

ことをお勧めします。これにより、コストを削減して、カスタマイズと拡張性を維持できます。カス

タムインストーラを使用してこのソリューションをデプロイする場合は、「カスタムインストーラを

使用したデプロイ」を参照してください。 

このソリューションを AWS にデプロイする手順は、次のステップで構成されています。詳細な手順に

ついては、各ステップのリンクを参照してください。 

ステップ 1.スタックの起動 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値: スタックの名前、User Name、Password を入力します。  

• 他のテンプレートパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. Amazon EC2 クラスターにアクセス 

• UI または SSH を使用して Amazon EC2 クラスターにアクセスします。 

ステップ 3. 予算とモニタリングコストの管理 

• コスト配分と予算を設定します。 

https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws
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ステップ 1. スタックの起動  

重要: このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれてい

ます。当社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどの

ように使用しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。AWS は、

このアンケートを通じて収集されたデータを所有します。データ収集には、AWS プライバシーポリ

シーが適用されます。 

この機能を無効にするには、テンプレートをダウンロードして、AWS CloudFormation のマッピン

グセクションを変更し、AWS CloudFormation コンソールを使用してテンプレートをアップロード

し、このソリューションをデプロイします。詳細については、このガイドの「運用メトリックの収

集」セクションを参照してください。 

この自動化された AWS CloudFormation テンプレートは、AWS クラウドに「AWS でのスケールアウ

トコンピューティング」ソリューションをデプロイします。スタックを起動する前に、前提条件を満た

していることを確認します。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、「コスト」セクションを参照してください。詳細については、このソリューシ

ョンで使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページ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、右側のボタンをクリッ

クして、scale-out-computing-on-aws Amazon 

CloudFormation テンプレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでこのソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョン

セレクターを使用します。別の AWS リージョンで起動する場合は、データ転送コストを回避する

ために、独自の Amazon S3 バケットでカスタムインストーラを使用することをお勧めします。詳

細については、「カスタムインストーラを使用したデプロイ」を参照してください。 

ソリューション
の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/scale-out-computing-on-aws/latest/scale-out-computing-on-aws.template
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注意: このソリューションは 3 つのアベイラビリティーゾーンを使用して、ユーザーがジョブの送

信に使用できるリソースを最大化します。そのため、最低 3 つのアベイラビリティーゾーンを持つ 

AWS リージョンでこのソリューションを起動する必要があります。詳細については、「グローバル

インフラストラクチャ」を参照してください。 

3. スタックの作成ページで、正しいテンプレート URL が Amazon S3 URL テキストボックスに示

されていることを確認し、[次へ] を選択します。 

4. スタックの詳細を指定ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

注意: このソリューションでは、スタック名を小文字で 24 文字に制限する分析スタックがデプロイ

されます。このテンプレートは、ソリューションのスタック名にプレフィックス (soca-) を自動的

に追加します。 

5. パラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューショ

ンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

Install Location 

Installer S3 Bucket solutions-
reference 

デフォルトの AWS バケット名。カスタムインストーラを使用し

ている場合を除き、このパラメータを変更しないでください。 

Installer Folder scale-out-
computing-on-
aws/latest/ 

デフォルトの AWS フォルダ名。カスタムインストーラを使用し

ている場合を除き、このパラメータを変更しないでください。 

Linux Distribution 

Linux Distribution AmazonLinux2 スケジューラインスタンスおよびコンピューティングインスタ

ンス用に任意の Linux ディストリビューションを選択します。 

Custom AMI <入力は任意> カスタマイズされた Amazon マシンイメージを使用する場合

は、ID を入力します。 

注意: 独自の AMI を使用している場合は、基盤にする Linux 

オペレーティングシステムを指定する必要があります。詳細に

ついては、「Amazon マシンイメージをサブスクライブす

る」を参照してください。 

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
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パラメータ デフォルト 説明 

Network and Security   

EC2 Instance Type for 

Scheduler 

m5.large スケジューラ用のインスタンスタイプを選択します。 

VPC Cluster CIDR 10.0.0.0/16 VPC 用の CIDR(/16) ブロックを選択します。これは、クラスタ

ーが通信する内部ネットワークです。 

IP Address <入力が必須> 直接 SSH でスケジューラに接続し、Amazon ES にアクセスす

ることが許可されるデフォルトの IP を識別します。アクセスを

制限するには、IP/ サブネット (独自の IP の場合は x.x.x/32、

範囲の場合は x.x.x.x/24) を使用します。x.x.x.x を PUBLIC IP 

に置き換えます。パブリック  IP を識別するには、 

https://ifconfig.co/ などのツールを使用します。 

注意: 0.0.0.0/0 は、すべてのインターネットアクセスを意味

するため、それを使用することを推奨しません。 

Key Pair Name <入力が必須> パブリック/プライベートのキーペアを指定することで、起動後

にインスタンスに安全に接続できます。AWS アカウントを作成

した際に、選択したリージョンで作成したキーペアです。 

Default LDAP user 

User Name <入力が必須> デフォルトの LDAP ユーザーのユーザー名。 

Password <入力が必須> デフォルトの LDAP ユーザーのパスワード。 

注意: 5 文字以上。先頭は文字にする必要があります。使用で

きる特殊文字には、! # @ + _ ^ { } [ ] ( ) が含まれます。 

6. [次へ] を選択します。 

7. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。必要に応じて、スタック全体に関連付

けるタグを指定し、すべてのスタック作成の関数に使用する IAM ロールを指定できます。 

8. レビューページで、設定を見直して確認します。テンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) のリソースを作成することを承認するチェックボックスと、AWS 

https://ifconfig.co/
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CloudFormation の CAPABILITY_AUTO_EXPAND を確認するチェックボックスを必ずオンにし

てください。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で確認できます。約 

35 分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。カスタムインストーラでデプロイす

る場合は、約 60 分かかります。 

ステップ 2. Amazon EC2 クラスターにアクセス 
AWS CloudFormation テンプレートが正常に起動したら、ウェブポータルまたは SSH を介して 

HTTPS 経由で Amazon EC2 クラスターにアクセスできます。 

ウェブポータルからクラスターにアクセス 
次の手順に従って、ウェブポータルからクラスターにアクセスします。 

1. このソリューションがデプロイされたら、スタックの出力タブに移動します。 

2.   WebUserInterface の値をコピーし、ウェブブラウザにリンクを貼り付けます。 

注意: AWS CloudFormation テンプレートの完了後、UI がインストールされるまでに最大 15 分か

かる場合があります。 

ウェブページを開くには、自己署名セキュリティ証明書を信頼するウェブブラウザを許可する (例外

を追加する) か、Elastic Load Balancing エンドポイントに サーバー証明書をアップロード する必

要があります。ウェブ UI へのアクセスは、IP Address テンプレートパラメータで指定されたサブ

ネットに制限されます。 

SSH からクラスターにアクセス 
Administrator SSH 
デフォルトで、このソリューションは、Key Pair Name テンプレートパラメータで指定したキーペア

をインストールします。パブリックキー暗号化を使用するには、すべての SSH セッションが必要で

す。 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_server-certs.html#upload-server-certificate
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さらに、このソリューションでは、AWS CloudFormation スタックの出力タブにネイティブ SSH ク

ライアント (Mac/Linux) を使用するオペレーティングシステムの管理接続文字列が提供されます。 

注意: 最後のインストール手順が完了するまで、最大 15 分かかる場合があります。この間に SSH 

経由でログインしようとすると、インストールがまだ実行中であることを示すメッセージが生成され

ます。 

User SSH 
SSH からクラスターにアクセスするユーザーは、PEM キーをダウンロードする必要があります。

PEM/PPK キーのダウンロードと SSH クライアントのセットアップの詳細については、「How to 

access Scale-Out Computing on AWS」を参照してください。 

クラスターにユーザーを追加 
「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションでは、ディレクトリサービス用に 

OpenLDAP を使用します。 

注意: カスタムインストーラを使用する場合は、ID 管理に AWS のマネージド型 Directory Service 

を使用するオプションがあります。 

管理者は、LDAP を使用してディレクトリと直接やり取りできます。このソリューションでは、

/apps/soca/<cluster_id>/cluster_manager/ldap_manager.py にあるカスタムラッパーが

インストールされます。このラッパーは、SSH 経由でログインした管理者によって実行することも、

ウェブポータルからすばやくアクションを実行することもできます。例えば、ユーザーの追加 / 削除、

ユーザーパスワードのリセット、管理者権限の付与 / 取り消しなどです。 

次の手順に従って、ユーザーインターフェイスからユーザーを作成または削除します。 

Admin セクションで、Users Management に移動します。 

3. ユーザーを追加、または削除します。 

https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/access-soca-cluster/
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/access-soca-cluster/
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注意: ユーザーを削除すると、クラスターへのユーザーアクセスは禁止されますが、関連する 

$HOME ディレクトリとデータは削除されません。 

ステップ 3: 予算とモニタリングコストの管理 
このソリューションは、デフォルトで、クラスターリソースの包括的なタグ付けを実装し、クラスター

のデプロイ時に管理者定義のタグを許可します。このソリューションによって起動されるすべての 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) リソースには、クラスターの使用状況に関する詳細

情報を取得するために使用できる Amazon EC2 タグが付属しています。ビジネスニーズに基づいてタ

グを変更および追加できます。 

 

図 2: 「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションのデフォルトタグ 

AWS Cost Explorer 
次の手順を使用してコスト配分と予算を設定し、アカウントで実行されているソリューションリソース

に関連するコストを追跡します。 

コスト配分タグのアクティブ化  
1. AWS コスト管理コンソールで、[アカウント名] を選択し、[請求情報とコスト管理ダッシュボー

ド] を選択します。 

https://console.aws.amazon.com/cost-reports/home
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2. ナビゲーションペインで、[コスト配分タグ] を選択します。 

3. すべてのタグを検索し、[有効化] を選択します。 

注意: タグが有効化されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。 

Cost Explorer の有効化 
1. AWS コスト管理コンソールで、[請求情報とコスト管理ダッシュボード] を選択します。 

2. [Cost Explorer] を選択し、[コストエクスプローラーを起動] を選択します。 

注意: Cost Explorer は、開始するのに最大 24 時間かかる場合があります。 

クエリの Cost Explorer 
1. [Cost Explorer] を選択し、フィルタを指定します。 

2. 次の例は、ノードタイプスケジューラの EC2-Instance の 1 日毎のコストグループを示していま

す。 

 

図 3: EC2-Instance の 1 日毎のコストグループ 

https://console.aws.amazon.com/cost-reports/home
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3. 詳細については、[Group By] を選択し、追加のフィルタを適用します。 

4. [Tag] を選択してから [soca:JobOwner] というタグを選択します。グラフは、ユーザーごとの 

cpus キューのコストの内訳で自動的に更新されます。 

次の例は、 cpus キューのユーザーレベル情報を示しています。 

 

図 4: cpus キューのユーザーレベル情報 

AWS Budgets 
1. AWS Budgets コンソールで、[請求情報とコスト管理ダッシュボード] を選択します。 

2. ナビゲーションペインで、[Budgets] を選択し、[予算を作成] を選択します。 

3. コスト予算を指定し、モニタリングするタグ (例: コストセンター、チーム、ユーザー、キューまた

はプロジェクト) と、超過しない予算制限を適用します。 

https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/budgets
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その他のリソース 

AWS のサービス 
• AWS CloudFormation  

• AWS Lambda 

• AWS Auto Scaling 

• AWS Cost Explorer 

• AWS Budgets 

• Amazon Elastic File System 

• Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) 

• AWS Secrets Manger 

• AWS Identity and Access Management 

(IAM) 

• Amazon EC2 

• Application Load Balancer 

• AWS Backup 

• Amazon OpenSearch Service 

 

 

その他のドキュメント 
• Scale-Out Computing on AWS Knowledge Base 

カスタムインストーラを使用したデプロイ 
カスタマイズと拡張性を維持しながら、このソリューションに必要な既存の AWS リソースを使用した

い場合は、このソリューションでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ベースのカスタムイ

ンストーラを使用して、本番環境用にホストされたリポジトリに AWS CloudFormation テンプレート

をデプロイできます。CDK ベースのインストーラでは、インストール時に作成されるすべてのリソー

スをカスタマイズすることもできます。例えば、デプロイする NAT ゲートウェイの数 (デフォルトは 

1)、ファイルシステムに使用する AWS KMS の暗号化 (デフォルトは aws/key)、スケジューラ用にプ

ロビジョニングするインスタンスタイプ (デフォルトは m5.large)、AWS CloudFormation の実装で

指定されるその他のオプションを選択できます。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/
http://aws.amazon.com/efs
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/secrets-manager/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://aws.amazon.com/backup/
https://aws.amazon.com/opensearch-service/
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/
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注意:この手順は、このソリューションのバージョン 2.7.0 以降に適用されます。古いバージョンに

ついては、「レガシードキュメント」を参照してください。 

このソリューションは、AWS CloudFormation テンプレート、Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) ユーザーデータブートストラップスクリプト、および Python スクリプトの集まりで

す。デプロイする前に、使用するビルド ID に基づいてカスタムインストーラを作成します。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、前提条件、およびその他

の考慮事項をよくお読みください。このセクションの手順に従って、カスタムインストーラを使用して

このソリューションをアカウントにデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 60 分 

デプロイの概要 

次の手順を使用して、このソリューションを AWS にデプロイします。詳細は、各ステップのリンクを

参照してください。 

前提条件 

• Amazon S3 バケットをセットアップします。 

ステップ 1. 必要な IAM ポリシーの作成と確認 

• このソリューションのデプロイに必要な IAM ポリシーを適用します。 

ステップ 2. ソリューションテンプレートのダウンロード 

• GitHub リポジトリからソリューションをダウンロードします。 

ステップ 3. インストーラーの作成と実行  

https://awslabs.github.io/soca-new-ui/tutorials/install-soca-cluster-legacy/
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/tutorials/install-soca-cluster/
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• ビルドを作成してアップロードします。 

• ソリューションのパラメータを確認して、必要に応じて調整します。 

• ソリューションのインストーラを起動します。 

前提条件 

Amazon S3 バケットのセットアップ 
このソリューションでは、Amazon S3 バケットを使用してデータを保存します。このソリューション

をデプロイする前に、AWS アカウントに新しい Amazon S3 バケットを作成する必要があります。ま

たは、既存の Amazon S3 バケットを使用することもできます。 

ステップ 1: 必要な IAM ポリシーの作成と確認 

注意: ステップ 2 に続いて、installer/SOCAInstallerIamPolicy.json を使用して、このソ

リューションのインストールに必要なすべての IAM ポリシーのリストを確認できます。 

必要に応じて、IAM ポリシーを作成し、このソリューションのインストールに使用する IAM ユーザー 

/ ロールに割り当てることができます。 

1) AWS コンソールで IAM に移動し、左側のサイドバーメニューの [ポリシー] を選択し、[ポリシー

を作成] を選択します。 

2) JSON を選択し、installer/SOCAInstallerIamPolicy.json の内容をコピーして貼り付けま

す。 

3) 「AWS でのスケールアウトコンピューティング」 (SOCA) ソリューションをインストールに使用

している IAM ユーザー / ロールを選択します。 

4) [Permissions] を選択し、作成したポリシーをアタッチします。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
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ステップ 2: ソリューションテンプレートのダウンロード 
このソリューションはオープンソースで、GitHub でホストされています。次の手順に従って、このソ

リューションのテンプレートをダウンロードします。 

1. GitHub リポジトリに移動し、[Clone] または [Download] を選択します。 

2. [Download Zip] を選択します。 

3. zip ファイルをダウンロードしたら、ローカルマシンにファイルを展開します。 

ステップ 3: インストーラーの作成と実行 

リポジトリのクローンを作成したら、installer/soca_installer.sh スクリプトを実行します。インスト

ーラは次のタスクを実行します。 

注意: ビルドおよびインストーラー環境では、Linux (Amazon Linux 2、RHEL、Centos) または 

MacOS のホストオペレーティングシステムがこのソリューションのインストーラーを実行するため

にサポートされています。 

• ご使用のシステムで Python3 が使用可能かどうかを確認する 

• カスタマイズされた Python の仮想環境を作成して、必要なライブラリをインストールする 

• 必要に応じて、NodeJS、NPM、CDK、AWS CLI をインストールする 

• 「AWS  でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションのクラスターをセットアッ

プする 

インストーラは AWS Cloud Development Kit (CDK) で構築されています。詳しくは、「CDK」を参

照してください。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS のサービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、「コスト」セクションを参照してください。詳細については、このソリューシ

ョンで使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/home.html
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1. installer フォルダにある soca_install.sh スクリプトを実行します。現在の作業ディレクト

リがこのソリューションのスタックのルートレベルとします。 

./installer/soca_install.sh 

2. インストーラースクリプトにより、クラスターパラメータの入力を求めるプロンプトが表示さ

れます。手順に従って、ご使用の Amazon S3 バケット、クラスターの名前、使用する SSH 

キーペア、その他のクラスターパラメータを選択します。 

注意: すべてのパラメータを引数として渡すことで、インストールのプロセスを自動化できま

す。 ./soca_installer.sh --help を実行して、使用可能なすべてのオプションを確認してく

ださい。 

すべてのパラメータを指定すると、インストーラは cdk bootstrap コマンドを実行します。この

アクションにより、ステージングの Amazon S3 バケットが作成され、CDK で生成されたすべて

のアセットが保存されます。すでに CDK 用に環境をアクティブにしている場合は、このアクショ

ンは実行されません。 

インストーラは、スケジューラを設定するために必要なスクリプト (100 MB 未満) を、指定した 

Amazon S3 バケットにアップロードします。 

次に、インストーラーが cdk deploy コマンドをトリガーして、デプロイを開始します。これに

より、AWS アカウントに新しい AWS CloudFormation スタックが作成されます。 

AWS CloudFormation スタックが作成されると、インストーラーはソリューションが正しく設定

されているかどうかを確認します。ソリューションが完全に設定され、利用可能になると、インス

トーラは終了します。 

トラブルシューティング 
「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションのスタックがアカウントにデプロイ

されたときに失敗する場合は、次を確認してください。 

https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/bootstrapping.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/bootstrapping.html
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• リージョンリソースの承認メールが届いていることを確認してください。Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2) リソースを初めてデプロイする場合は、自動承認が必要です。E 

メールが届いていない場合は、5 分待ってから、もう一度試してください。 

• スケジューラインスタンスのセキュリティグループに正しいインバウンド制限が設定されているこ

とを確認してください。 

• スタックの名前パラメータが 24 文字未満で、大文字が含まれていないことを確認してください。 

• 少なくとも 3 つのアベイラビリティーゾーンがある AWS リージョンでこのソリューションが起動

されていることを確認してください。このソリューションは 3 つのアベイラビリティーゾーンを使

用して、ユーザーがジョブの送信に使用できるリソースを最大化します。 

注意: トラブルシューティングを容易にするために、AWS CloudFormation テンプレートで失敗時

のロールバック機能を無効にすることをお勧めします。 

また、「AWS でのスケールアウトコンピューティングとは」にもトラブルシューティングに関する

ヘルプがあります。 

運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどのように使用

しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。有効にすると、次の情報

が収集され、AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Base Operating System: このソリューションのデプロイ用に選択されたオペレーティングシス

テム 

• Unique ID (UUID): ソリューションのデプロイごとにランダムに生成された一意の識別子  

• Timestamp : データ収集タイムスタンプ 

• Instance Data: 各 AWS リージョンのジョブごとに Amazon EC2 スケジューラインスタンスに

よって提供されるインスタンスの状態とタイプのタイプまたは数  

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/linux-credentials-error/
https://awslabs.github.io/scale-out-computing-on-aws/
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• Keep Forever: 実行中のジョブがないときにインスタンスが実行されている場合 

• EFA Support: EFA サポートが選択されている場合 

• Spot Support: 新しい Auto Scaling スタックに対して Spot サポートが呼び出された場合 

• Stack Creation Version: 作成または削除されたスタックのバージョン 

• Status: スタックのステータス (stack_created または stack_deleted) 

• Scratch Disk Size: ソリューションのデプロイごとに選択されたスクラッチディスクのサイズ 

• Region: スタックがデプロイされるリージョン 

• FSxLustre: ジョブが FSx for Lustre を使用している場合 

このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。データ収集には、AWS プライバシーポリ

シーが適用されます。この機能を無効にするには、次のように AWS CloudFormation テンプレートマ

ッピングセクションを変更します。 

1. AWS CloudFormation テンプレートをローカルのハードドライブにダウンロードします。 

2. テキストエディタで AWS CloudFormation テンプレートを開きます。 

3. AWS CloudFormation テンプレートのマッピングセクションを次のように変更します。 

AnonymousData: 
    SendAnonymousData: 
      Data: Yes 

次のように変更します。 

AnonymousData: 
    SendAnonymousData: 
      Data: No 

4. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

5. [スタックの作成] を選択します。 

6. スタックの作成ページのテンプレートの指定セクションで、[テンプレートファイルのアップロー

ド] を選択します。 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
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7. テンプレートファイルのアップロードで、[ファイルの選択] を選択し、ローカルドライブから編集

したテンプレートを選択します。 

[次へ] を選択し、このガイドの「自動デプロイメント」セクションの「スタックの起動」の手順に従い

ます。 

ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのテンプレートとスクリプトをダウンロード

し、カスタマイズした上で他のユーザーと共有できます。 

改訂 
日付 変更 

2019 年 11 月 初回リリース 

2020 年 4 月 ソリューションの耐久性を実現する AWS Backup と、エンドユーザーのシングルサインオン 

(SSO) をアクティブにするための AWS Cognito のカスタマイズオプションを統合 v2 アッ

プデートのリストは、CHANGELOG.md を参照してください。 

2020 年 5 月 デスクトップクラウドの可視化 (DCV) が正しく設定されない Amazon Linux 2 Amazon 

Machine Image (AMI) のバグを修正 

2020 年 7 月 REST API、ジョブをリザーブドインスタンスに制限する機能、アプリケーション固有のジョ

ブ送信テンプレートを使用したウェブベースのファイルシステムエクスプローラー、高可用

性の Amazon Elasticsearch Service クラスターを追加 v2.5 アップデートの全リストは、

CHANGELOG.md を参照してください。 

2021 年 3 月 リリース v2.6.1: バージョン 2.6.1 への変更点の詳細については、GitHub リポジトリの 

CHANGELOG.md を参照してください。 

2021 年 10 月 ジョブ共有キューが追加され、同様の要件を持つジョブに対して複数のジョブを同じ 

Amazon EC2 インスタンスで実行できるようになりました。DCV セッション管理が REST 

API 経由で利用できるようになりました。デスクトップセッションが Amazon OpenSearch 

Service で「soca_desktops」インデックスを介して追跡されるようになりました。SOCA 

インストーラーは CDK (https://aws.amazon.com/cdk/) で管理されるようになりました。

https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws
https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws/blob/master/CHANGELOG.md
https://aws.amazon.com/cdk/
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日付 変更 

バージョン 2.7 への変更点の詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md を参

照してください。 

 

  

https://github.com/awslabs/scale-out-computing-on-aws/blob/main/CHANGELOG.md
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注意  

「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションでは、インストール時またはビルド時に、サードパー

ティーのサーバーから多数のサードパーティー製ソフトウェアパッケージ（オープンソースパッケージなど）を取得し

ます（外部依存関係）。外部依存関係には、Affero GPL ライセンスを含む、このソリューションを使用するために受諾

する必要があるライセンス条項が適用されます。該当するすべてのライセンス条項に同意しない場合は、このソリュー

ションを使用しないでください。このソリューションを導入する前に、会社のオープンソース承認ポリシーを参照する

ことをお勧めします。 

次に示しているのは、Amazon による当該ドキュメントの最新レビュー時に外部依存関係に関連するドキュメントに示

されている外部依存関係および該当するライセンス条件のリストです。 

この情報は便宜のためにのみ提供されます。Amazon は、リストまたは該当する利用規約が完全であること、正確であ

ること、または最新であることを保証しません。また、Amazon は、不正確さについて一切の責任を負いません。最も

完全で最新のライセンス情報については、外部依存関係 のダウンロードサイトを参照してください。 

外部依存関係の使用は、お客様の責任で行ってください。Amazon は、外部依存関係に起因または関連して生じた、直

接的損害、間接的損害、派生的損害、特別損害、付随的損害、または懲罰的損害（信用損失、事業の中断、逸失利益ま

たはデータの損失、またはコンピュータの故障または誤動作を含む）を含むがこれらに限らずいかなる場合において

も、Amazon がそのような責任の可能性について知っていたか否かに関わらず、一切責任を負いません。これらの制限

および免責事項は、適用法令で禁止されている範囲を除き、適用されます。 

お客様は、この文書に記載されている情報を独自に評価する責任を負うものとします。このドキュメントは、(a) 情報提

供のみを目的としており、(b) AWS の現行製品とプラクティスを表したものであり、予告なしに変更されることがあ

り、(c) AWS およびその関連会社、サプライヤー、またはライセンサーからの契約義務や確約を意味するものではあり

ません。AWS の製品やサービスは、明示または暗示を問わず、いかなる保証、表明、条件を伴うことなく「現状のま

ま」提供されます。お客様に対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS とお客様の間で行

われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するものでもありません。 

「AWS でのスケールアウトコンピューティング」ソリューションは、https://www.apache.org/licenses/LICENSE-

2.0で閲覧可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 の条項に基づいてライセンスされます。 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 
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