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注意
本書は情報提供のみを目的としています。本書の発行時点における AWS の現行
製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更されることがあります。
お客様は本文書の情報および AWS 製品の使用について独自に評価する責任を負
うものとします。これらの情報は、明示または黙示を問わずいかなる保証も伴う
ことなく、「現状のまま」提供されるものです。本文書内のいかなるものも、
AWS、その関係者、サプライヤ、またはライセンサーからの保証、表明、契約
的なコミットメント、条件や確約を意味するものではありません。お客様に対す
る AWS の責任は AWS 契約によって規定されています。また、本文書は、
AWS とお客様との間の契約に属するものではなく、また、当該契約が本文書に
よって修正されることもありません。
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要約
本書では、アマゾンウェブサービス（AWS）で現在実行されているさまざまな
ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）アプリケーションについて説
明します。クラウドデプロイ、クラスターおよびジョブ管理、サードパーティソ
フトウェアの管理のためのベストプラクティスについて学習します。このホワイ
トペーパーでは、高度に分散および並列化されたグリッドコンピューティングア
プリケーションのほか、高レベルなノード間通信を必要とする従来のクラスター
コンピューティングアプリケーションを含む HPC ユースケースを取り上げます。
また、さまざまなタイプのハイパフォーマンスデータストレージへのアクセスに
必要な HPC アプリケーションについても説明します。
このホワイトペーパーでは、コスト最適化についても説明します。特に、大規模
でスケーラブルな HPC ワークロードを管理する場合にパフォーマンスを向上さ
せ、大幅なコスト削減を実現するために、Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2) スポットインスタンス1と、Amazon Simple Storage Service (S3)、
Amazon Elastic Block Store (EBS)、Amazon Glacier などのストレージオプ
ションを活用する方法について説明します。

はじめに
アマゾンウェブサービス（AWS）は、エンジニアリングシミュレーション、財
務リスク分析、分子動力学、天気予報など、世界で最も難しいコンピューティン
グ問題の多くを表すワークロードを始めとする、多様なコンピューティングおよ
びデータ集約型ワークロードにオンデマンドのスケーラビリティと伸縮自在性を
提供します。AWS クラウドをハイパフォーマンスコンピューティングに使用す
ることで、公共組織も民間組織も、刻々と増大するデータ集約型の世界で新たな
発見をし、より信頼性の高い効率的な製品を開発し、新たな洞察を得ることがで
きます。
あらゆる規模の組織が AWS を使用しています。グローバル企業は AWS を使用
することで、製品開発と製造作業の管理とスケーリングを行い、財務リスクを評
価し、ビジネス上の新たな洞察を得ています。研究教育機関では、AWS を使用
して、これまでは実際的でなかったスケールで計算とシミュレーションを行い、
新しい発見を加速させています。革新的な新興企業は、AWS を使用して、従来
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の HPC アプリケーション（特に、科学やエンジニアリングで使用されるアプリ
ケーション）を新しい革新的な方法でデプロイしています。また、AWS は、ク
ラウドが提供するほぼ無制限のスケーラビリティを活用した全く新しいアプリ
ケーションカテゴリに独自のメリットももたらしています。
AWS を使用すると、複雑な IT インフラストラクチャの構築と維持に時間を費
やす必要がなく、設計、シミュレーション、発見に集中できます。AWS は、オ
ンデマンドでアクセスできる仮想サーバーやストレージから、マネージド型デー
タベースやソフトウェア開発、デプロイツールなどの高レベルなコンピューティ
ングおよびデータサービスにいたる、さまざまなサービスを提供しています。ま
た、クラスター自動化、モニタリング、ガバナンスに対応したサービスも提供し
ています。

HPC とは
HPC を考える 1 つの方法として、HPC 要件と通常のサーバーの要件の比較が
挙げられます。HPC アプリケーションでは、通常の単一サーバーで利用できる
コアよりも多い（はるかに多い）プロセッサコアが必要であり、さらに、通常の
サーバーよりも大きなメモリ量や高いストレージ I/O が必要です。今日、ほと
んどの HPC アプリケーションでは並列処理が求められます。このためには、標
準サーバーと中央演算装置（CPU）のグリッドやクラスターをスケールアウトし
てデプロイするか、非常に多くのコア、大容量の合計メモリ、サーバー間および
サーバーからハイパフォーマンスストレージまでの高いスループットネットワー
ク接続を備えた、特殊なサーバーとシステムを作成します。これらのシステムに
は、グラフィック処理ユニット（GPU）やサーバーに接続されたその他のアク
セラレーターなどを使った、従来とは異なるコンピューティングプロセスも含ま
れる場合があります。このような特殊な HPC システムを大規模なスケールでデ
プロイしたものは、スーパーコンピュータとも呼ばれます。
HPC とスーパーコンピュータは、多くの場合、大規模な政府支援機関や教育機
関と関連していますが、今日のほとんどの HPC は、航空宇宙、自動車、半導体
設計、大型機器設計および製造、エネルギー開発、金融コンピューティングなど
の商業分野で使用されています。
HPC は、高い精度と予測可能性を確保することで高品質、安全かつ高効率の製
品を生み出すために、流体力学、電磁シミュレーション、複雑な材料分析など非
常に大規模な計算を行う必要があるその他の分野にも使用されています。たとえ
ば、実際の製品のプロトタイプの作成に多額のコストをかける前に、効率、信頼
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性、コスト、および安全性のバランスがとれた完璧な設計を見つけ出すため、自
動車のサブアセンブリやコンポーネントの空気力学、温度特性、機械的特性をモ
デル化する際に HPC が使用されています。
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HPC は、メディアやエンターテインメントの 2D および 3D レンダリング、ラ
イフサイエンスやヘルスケアのゲノムおよびプロテオミクス分析、エネルギー開
発における石油とガス貯留層のシミュレーション、半導体業界の設計検証などの
分野にも使用されています。金融部門では、機関の流動性のシミュレーションを
実行し、複雑な投資の将来の価値とリスクを予測するために使用されています。
建築設計では、HPC を使用して、建物の構造特性から何千もの入力パラメータ
に従う冷却システムの効率にいたる、あらゆる項目をモデル化し、数百万に及ぶ
シミュレーションシナリオが作成されています。
HPC プラットフォームは、サポートするアプリケーションと共に進化してきま
した。初期の HPC では、多くのコンピューティングおよびデータストレージプ
ラットフォームは特定のタイプのアプリケーション専用に最適化されていました。
たとえば、計算流体力学（CFD）や分子動力学（MD）では、CPU 密度、メモリ
の量と設定、ノード間の相互接続に対するニーズが大きく異なる二次元エンジニ
アリングアプリケーションが広く使用されています。
徐々に、研究部門や商業部門、特に製造、金融、エネルギー開発分野での HPC
の使用が広がり、それと共に HPC アプリケーションの数も増大し、さまざまな
ワークロードを処理するために構築された HPC プラットフォームへの関心が高
まりました。これらのプラットフォームはさらに広範に利用可能なコンポーネン
トを使って構築されています。この安価なハードウェアコンポーネントの使用は、
HPC のクラスターとグリッドの時代を特徴付けています。クラスターとグリッ
ドは現在も、商業および研究/教育の両部門で HPC をデプロイする主要な方法
となっています。スケールメリットに加え、さまざまな要件を持つ大規模な組織
間で HPC リソースを一元管理する必要性により、実際には、大きく異なるアプ
リケーションが 1 つの共有 HPC インフラストラクチャで実行されることが多く
なります。
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グリッドとクラスター
HPC 並列処理をサポートする 2 つの異なる方法として、グリッドコンピュー
ティングとクラスターコンピューティングがあり、この並列処理により、複数の
サーバーを必要とするアプリケーションが利用可能になります。広く使用されて
いるサーバーとワークステーションを使うグリッドコンピューティングとクラス
ターコンピューティングは、少なくとも 20 年にわたり HPC で一般的に利用さ
れており、今日の HPC ワークロードの圧倒的多数を占めています。
2 台以上のコンピュータが接続され、1 つのアプリケーションまたは関連するア
プリケーションで構成される 1 つのワークフローをサポートするために一緒に
使用される場合、その接続されたシステムはクラスターと呼ばれます。クラス
ター管理ソフトウェアは、クラスターのモニタリングと管理を行う場合や（異な
る部署で複数のユーザーがクラスターに共有アクセスする場合など）、ソフト
ウェアベンダーのライセンス条件に従って一連の同じユーザーに対してソフト
ウェアライセンスの共有プールを管理する場合などに使用されます。
クラスターは一般的に、同じタイプのコンピュータと CPU を使って構築されま
す（ハイパフォーマンスネットワーク相互接続を使って接続されたコモディティ
デュアルまたはクアッドソケットサーバーのラックなど）。このように構築され
た HPC クラスターは、1 つの永続的アプリケーションに使用され最適化される
場合もあれば、管理され、スケジュールされたリソースとして運用されて広範な
HPC アプリケーションをサポートする場合もあります。HPC クラスターの一般
的な特性として、局所性のメリットがあります。HPC クラスターは通常、ス
ループットを増大し、コンピューティングノード間、またはデータストレージデ
バイスへ、あるいはその両方のデータ移動のレイテンシーを最小化することを目
的として構築されます。
グリッドコンピューティングは、ハイスループットコンピューティング（HTC）
とも呼ばれ、少なくとも 2 つの点がクラスターコンピューティングとは異なり
ます。局所性は主な要件でなく、クラスターのサイズはリソースのコストと可用
性に応じて動的に拡大縮小できます。グリッドは、サーバーと CPU タイプの異
機種コレクションを使用したり、オフィス環境やインターネット上でアイドル状
態のマシンから予備のコンピューティングサイクルを「借りたり」することで広
範囲に構築することができます。
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グリッドコンピューティングの極端な例として、UC Berkeley SETI@home2
による実験があります。この実験では、地球外知的生命体（SETI）を探査する
ために、インターネットに接続された何千台ものコンピュータが使用されていま
す。SETI@home のボランティアは、電波望遠鏡のデータをダウンロードして
分析するフリープログラムをバックグラウンドプロセスとして実行することで参
加します。その間、彼らはそれぞれのコンピュータを通常どおり使用することが
できます。同じようなウェブスケールグリッドコンピューティングの例として、
Stanford Folding@home3 プロジェクトがあります。このプロジェクトでも、
がん研究に有益な分子レベルのプロテオミクスシミュレーションを実行するため
に、何千台ものボランティアのコンピュータが使用されています。
同じようなグリッドコンピューティング方法を使用して、コンピュータ支援設計
（CAD）3D レンダリングジョブを建築事務所環境にある使用率の低いコン
ピュータ全体に配布できます。これにより、専用 CAD クラスターを購入してデ
プロイする必要性を減らすか、なくすことができます。
グリッドコンピューティングには分散性があるため、この方法でデプロイするア
プリケーションは、耐障害性を備えて設計されている必要があります。グリッド
にある 1 つまたは複数のノードが予期せずに失われても、コンピューティング
ジョブ全体の障害となってはなりません。グリッドコンピューティングアプリ
ケーションは、近線形アプリケーションアクセラレーションを備え、接続された
任意数のコンピュータを利用できるように、水平方向にスケーラブルである必要
があります。

クラウド内の広範な HPC アプリケーション
HPC の需要は、より大規模なデータセットについてより貴重な洞察を得るため
に正確で高速なシミュレーションに対して増え続けている需要に牽引され、さら
に、その目的が安全性の向上か財務リスクの軽減かにかかわらず、新しい規制要
件を満たすために、増大を続けています。
増大を続ける HPC の需要と、物理的な HPC インフラストラクチャのデプロイ
と管理に必要な時間とコストにより、多くの HPC ユーザーは、既存の HPC イ
ンフラストラクチャを補強するため、またはそれを完全に置き換えるために、
AWS の使用を検討しています。公共および民間を含む HPC サポート組織では、
HPC ユーザーの新しい広範なコミュニティや、まったく新しいタイプのグリッ
ドおよびクラスターアプリケーションに対して、クラウドがコンピューティング
リソースへのほぼ瞬時のアクセスを提供するという認識が高まっています。
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HPC は AWS の初期の頃からクラウド上に存在していました。Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) の最初のユーザーは、ライフサイエンスのゲノム分析か
ら、高エネルギー物理学のシミュレーション、短期間に多数の CPU コアを必要
とするその他のコンピューティング問題にいたる、広範な問題に対するスケーラ
ブルでコスト効率の高いソリューションを探していた研究者たちでした。彼らは、
AWS の特徴と機能が、仮想 CPU の超並列グリッドをオンデマンドで作成する
のに適していることをいち早く発見しました。分子モデリングからモンテカルロ
財務リスク分析にいたる、確率的シミュレーションとその他の「驚異的並列」ア
プリケーションは Amazon EC2 スポットインスタンスの使用に特に適していま
した。このサービスでは、予備の EC2 インスタンス容量に入札することで、通
常のオンデマンドの時間料金の最大 90% の割引価格で利用することができます。
AWS の機能と性能の向上に伴い、AWS 上で実行される HPC アプリケーション
のタイプも進化し、オープンソースおよび商用ソフトウェアアプリケーションを
業種やアプリケーションカテゴリを越えて AWS で正常にデプロイできるように
なりました。
スケーラブル HPC のクラウドを利用する公共部門の多くのお客さまに加え、営
利事業への HPC のクラウド利用も増え、レガシー HPC インフラストラクチャ
の補強を行う場合や、完全に置き換える場合もあります。
たとえば製薬会社は、クラウド上のスケーラビリティを利用して大規模な計算化
学アプリケーションを実行することで創薬を加速しています。製造分野では、世
界中の企業が、コンピュータ支援設計（CAD）、電子設計自動化（EDA）、3D
レンダリング、材料並列シミュレーションなど、サードパーティ製と自社開発の
アプリケーションをデプロイしています。これらの企業は、数千から数百万に及
ぶ並列パラメータスイープを実行するなど、何千もの CPU コアで構成されるシ
ミュレーションクラスターを定期的に起動しています。
財務サービス部門では、ヘッジファンドから世界規模の銀行、さらに FINRA の
ような独立監査機関にいたるまで、さまざまな組織が AWS を使用して複雑な財
務シミュレーションを実行し、将来の結果を予想し、自己売買アルゴリズムを過
去のデータから検証しています。
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HPC アプリケーションと AWS の機能の対
応付け
Amazon EC2 には、さまざまなユースケースに合うように最適化された、広範
なインスタンスタイプをご用意しています。インスタンスタイプはさまざまな
CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーキングキャパシティの組み合わせで構成
されており、特定の HPC アプリケーションに合わせて適切なリソースの組み合
わせを柔軟に選択できます。また、AWS はさまざまなデータストレージオプ
ション、高度なデプロイ機能、クラスター自動化、ワークフロー管理機能も備え
ています。HPC でのこれらの機能の使用方法をよく理解するために、まず HPC
アプリケーションの幅広いカテゴリについて説明します。

疎結合グリッドコンピューティング
このカテゴリの HPC アプリケーションの特徴として、高スループットコン
ピューティング（HTC）が挙げられることがあります。例としては、財務リス
ク分析のモンテカルロシミュレーション、プロテオミクスの材質科学のほか、高
性能ノード間相互接続や高性能ストレージにはほとんど依存せずにグリッド内の
膨大な数の CPU コアやノードに分散できるさまざまなアプリケーションがあり
ます。
これらのアプリケーションは、耐障害性を備えて設計されることが多く、アプリ
ケーションには、実行中に個々のノードが追加されたり削除されたりすることに
対する耐性があります。そのようなアプリケーションは、Amazon EC2 スポッ
トインスタンスに最適であり、Auto Scaling4 を使用した自動化の恩恵も受ける
ことができます。高度にスケーラブルなアプリケーションをお使いのお客様は、
多数の EC2 インスタンスタイプ5から選択できます。実行を計画している特定
のコンピューティングタスクに合ったインスタンスタイプや、大型のバッチタス
クセットを長い期間をかけて完了するために要する総コストを抑えるインスタン
スタイプなど、最適なタイプを選択することができます。このカテゴリのアプリ
ケーションの多くは、Amazon EC2 G2 インスタンスを NVIDIA の CUDA 並
列コンピューティングプラットフォームなどのプログラミング手法や OpenCL
と組み合わせて使用することにより、GPU アクセラレーションを利用すること
ができます。
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密結合 HPC
このカテゴリのアプリケーションには、既に確立されている最大級の HPC ワー
クロードの多くが含まれます。ワークロードの例としては、気象モデリング、電
磁シミュレーション、計算流体力学などがあります。これらのアプリケーション
の多くは、Messaging Passing Interface (MPI) や共有メモリプログラミング
モデルを使用し、MPICH、OpenMP などのライブラリや、高レベルのノード間
通信を管理するその他の方法を使用して作成されます。
密結合アプリケーションは、クラウド上に小規模から中規模のスケールで効果的
にデプロイできます。ジョブあたりの最大コア数は、アプリケーションとその固
有の要件セット（たとえば、ノード間通信のパケットサイズ、周波数、レイテン
シー感度などの制約に適合するなど）によって異なります。AWS でこのような
ワークロードを実行することの顕著なメリットは、より高品質の結果を得るため
にスケールアウトできることです。たとえば、電磁シミュレーションを行うエン
ジニアは、非常に多くの Amazon EC2 オンデマンドインスタンスまたはスポッ
トインスタンスを使用し、独立した並列シミュレーションジョブの起動を自動化
することで、実用的となる数を超えてより多くのパラメータスイープを実行でき
ます。このようなエンジニアにとって、さらにメリットとなるのは、Amazon
Simple Storage Service (S3)、Amazon DynamoDB、およびその他の AWS
機能を使用して、結果を集計、分析、可視化できることです。
このカテゴリのアプリケーションで役立つ Amazon EC2 機能として、EC2 プ
レイスメントグループと拡張ネットワーキング6があります。これらの機能によ
り、ノード間のレイテンシーを削減し、一貫したネットワークパフォーマンスが
得られ、さらに GPU インスタンスタイプを使用できることで、高度な並列計算
を GPU にオフロードしてコンピューティングノードを追加する必要性を軽減で
きます。

データ集約型コンピューティング
前述したようなグリッドおよびクラスター HPC ワークロードを、大量のデータ
と組み合わせた場合、そのアプリケーションには、さまざまなタイプのデータス
トレージへの高速で信頼性の高いアクセスが必要になります。このカテゴリの代
表的な HPC アプリケーションには、ゲノム、高解像度画像処理、3D アニメー
ションレンダリング、混合信号回路シミュレーション、地震処理、機械学習など
があります。
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このカテゴリの HPC には、「ビッグデータ」との類似点がありますが、目的は
異なります。ビッグデータは、聞くことを想定していなかった質問に答える場合
や、大型で多様なデータセット内の相関性やパターンを見つけるために使用され
ます。ビッグデータの例には、ウェブサイトのログ分析、金融詐欺探知、消費者
心理分析、プレイスメントなどがあります。
HPC は非常に大量のデータを生成または消費することもありますが、多くの
HPC アプリケーションは、複雑な物理形状を表す 3D メッシュや、長編アニ
メーション映画の個々のフレームなど、十分に構成されたデータモデルで実行さ
れます。HPC アプリケーションは、既知の質問に対する回答の計算や、事前定
義の入力セットを使った事前定義のモデルに基づくシナリオのシミュレーション
などにコンピューティングを使用します。たとえば半導体設計分野では、デジタ
ル信号と混合信号のシミュレーションの多くは大規模なコンピューティングクラ
スターで実行され、数千に及ぶ個別のシミュレーションタスクがそれぞれ高性能
共有ストレージへのアクセスを必要とします。このパターンは、ライスサイエン
ス、特に DNA および RNA シーケンスアセンブリや整列などのゲノムワークフ
ローにも見られます。
HPC ユーザーがデータ集約型コンピューティング用に最適化する際に役立つ
AWS のサービスと機能には、Amazon S3、Amazon Elastic Block Store
(EBS) のほか、ローカル接続の Solid State Drive (SSD) ストレージを含む I2
インスタンスタイプなどの AmazonEC2 インスタンスタイプが挙げられます。
クラウド上に高性能仮想ネットワーク接続型ストレージ（NAS）とネットワー
クファイルシステム（NFS）を作成するためのソリューションもあり、Amazon
EC2 で実行するアプリケーションが高性能でスケーラブルなクラウドベースの
共有ストレージリソースにアクセスできます。

HPC に AWS が最適である理由
スケーラビリティと俊敏性
AWS を使用すると、HPC ユーザーはアプリケーションを水平方向と垂直方向
にスケールしてコンピューティングの需要に対応することで、ジョブキューの必
要性をなくし、結果を得るまでの時間を短縮することができます。水平方向のス
ケーラビリティは、Amazon EC2 の伸縮自在性によって実現され、コンピュー
ティングノードを必要に応じて、または自動的に追加できます。垂直方向のス
ケーラビリティは、広範な EC2 インスタンスタイプと、プレイスメントグルー
プや拡張ネットワーキングなどの Amazon EC2 の機能によって実現されます。
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AWS で開発された CfnCluster フレームワーク7を含む HPC デプロイの自動化
手法により、お客様はすぐに使用を開始できるだけでなく、クラウド上のスケー
ラビリティによる恩恵を受けることができます。

グローバルコラボレーションとリモートの可視化
AWS でデプロイする HPC ユーザーは、クラウド上でワークロードを実行する
ことが、以前と同様の作業を低コストで行うための単なる手段ではないことにす
ぐに気付きます。これらのお客様は、クラウドにより、世界中に分散したチーム
がデータで共同作業を安全に行い、デスクトップのテクニカルアプリケーション
を含む HPC 以外のニーズをより効率的に管理する新たな方法が可能になること
に気付くのです。
製造におけるそのようなコラボレーションの例として、グローバルにアクセス可
能な安全なビッグデータプラットフォームとして生産収率分析にクラウドを使用
することや、リモート 3D グラフィックスを使用して設計のコラボレーション
を実現することなどが挙げられるでしょう。コラボレーションと可視化にクラウ
ドを使用することで、請負業者やリモート設計チームは、ほぼリアルタイムでシ
ミュレーションモデルを表示して操作でき、機密の設計データを複製したり拡散
したりする必要はありません。

ジョブキューへの依存の軽減または排除
今日の HPC ユーザーは、ジョブスケジューラなどの、オープンソースや商用の
クラスターおよびジョブ管理ツールの使用に慣れています。通常の HPC 環境で
は、個々の HPC ユーザー（HPC アプリケーションを利用する研究者、エンジ
ニア、アナリストなど）は、コマンドラインまたは社内ジョブ送信ポータルを使
用するジョブキュー送信システムを使用して共有リソースにジョブを送信します。
通常、送信されるジョブには、実行するアプリケーションを指定するスクリプト
のほか、データの事前ステージングが必要かどうか、事前ステージングの場所、
ジョブに割り当てるコアまたはスレッドの数、ジョブに対する最大許容ランタイ
ムなど、その他の情報が含まれます。この時点で、クラスター管理ソフトウェア
が引き継ぎ、クラスターリソースに対して、優先度の異なるさまざまな着信ジョ
ブをスケジュールします。
送信されるジョブの組み合わせ、その相互依存性と優先度、さらにこのジョブが
共有リソースに合わせて最適化されているかどうかに応じて、HPC グリッドま
たはクラスターの有効利用率は、非常に高くなったり、非常に低くなったりする
場合があります。
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ワークロードが非常に変わりやすい場合（多くの異なるグループから需要の高い
シミュレーションが同時に行われた場合や、優先度の高いジョブが予期せずに送
信された場合など）、集中管理物理クラスターのキュー待機時間がかなり増大し、
ジョブの完了時間が各ジョブの実際の完了所要時間を大幅に上回ることがありま
す。入力スクリプトのエラー、ジョブパラメータの設定ミス、予期しないランタ
イムなどにより、スケジューリングの複雑さが増し、キューの競合によりキュー
待機時間が長引くことがあります。
AWS クラウドで HPC を実行すると、各ジョブ、または関連性があり相互依存
する一連のジョブに、独自の専用オンデマンドクラスターを提供できるため、
キュー競合の問題を排除できます。さらにオンデマンドクラスターは、構築中の
アプリケーションの一意の組み合わせに合わせてカスタマイズすることが可能で
す。たとえば、CPU コア、メモリ、ローカルストレージの適切な比率を指定し
てクラスターを構成することができます。HPC アプリケーションに AWS クラ
ウドを使用すると、リソースの無駄が減り、HPC をより効率的に使用すること
ができます。

調達とプロビジョニングの高速化
クラウドベースでスケーラブルなコンピューティングとデータストレージのデプ
ロイメントを迅速に行うことは、多くの組織、特にイノベーションの力を高めた
い組織にとって切実な課題です。クラウド上で HPC を使用すると、コンピュー
タ科学者や商用 HPC ユーザーは、IT の調達とセットアップを行う負担がなく
なります。AWS クラウドを使用すると、これらの HPC ユーザーは、独自のア
プリケーションに合わせて最適なセットのサービスを選択してデプロイすること
ができ、使用する分の料金を払うだけで済みます。
AWS クラウドは、地球物理学者がオンデマンドリソースを使用して新しい地震
アルゴリズムを大きいスケールで検証しなければならない場合など、それぞれの
HPC ユーザーがデプロイして管理することができます。また、AWS クラウド
は、物理インフラストラクチャの管理に使用する方法に類似した手順を使用して、
企業の IT 部門がデプロイし、管理することもできます。いずれの場合も、
AWS クラウドを使用する主なメリットは、新しいインフラストラクチャを取り
入れて使用できる状態にするまでの速さと、同じインフラストラクチャを削減ま
たは排除してコストを節約できる速さと言えるでしょう。スケールアップとス
ケールダウンのいずれの場合も、数日、数週間単位ではなく、数分単位で HPC
クラスターの作動と停止が可能です。
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アーキテクチャの例
クラウド上でのグリッドコンピューティング

図 1: 「疎結合」グリッド
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クラウド上でのクラスターコンピューティング

図 2: 「密結合」クラスター
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AWS での商用 HPC アプリケーションの
実行
HPC アプリケーション用に革新的なソリューションを提供している独立系ソフ
トウェアベンダー（ISV）は多数存在します。これらの ISV には、コンピュー
タ支援設計（CAD）、コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）、電子設計
自動化（EDA）、その他の数値計算アプリケーションのプロバイダーや、クラ
スター管理ソリューションやジョブスケジューリングソリューションなどの
HPC ミドルウェアのプロバイダーがあります。HPC 指向のリモート可視化ツー
ルとリモートデスクトップツールのプロバイダーも、HPC ソフトウェアエコシ
ステムの一部であり、パラレルコンピューティング向けのライブラリおよび開発
ソフトウェアのプロバイダーもこれに含まれます。
ほとんどの場合、これらのサードパーティ製ソフトウェア製品は、AWS で無料
または低料金で実行できます。HPC ユーザーと HPC サポートチームは、
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) の機能を使用することにより、ライセン
スサーバーと関連したログの使用も含め、ライセンス付与された ISV ソフト
ウェアが安全で監査可能な方法で運用されるように徹底することができます。
場合によっては、技術ソフトウェアの利用案を ISV と話し合い、ライセンス条
件の準拠を確認することが必要になります。AWS では、AWS パートナーネッ
トワーク（APN）で ISV にデプロイメントサポートを提供するなど、そのよう
な話し合いを支援する体制を整えています。
それ以外の場合には、ISV が AWS での使用に合わせて最適化されたソフト
ウェアの代替ディストリビューションを提供したり、カスタマー管理型のクラウ
ドデプロイメントの代わりに、より完全管理型の SaaS (Software-as-aService) を提供したりすることもできます。

HPC のセキュリティとガバナンス
AWS クラウドインフラストラクチャは、現在最も柔軟性と安全性が高いクラウ
ドコンピューティング環境の 1 つとして設計されています。AWS は、HPC ア
プリケーションに対して、最も機密性の高いアプリケーションおよびデータ向け
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に、非常にスケーラブルで信頼性が高く、セキュリティに優れたプラットフォー
ムを提供しています。

世界レベルのセキュリティ対策
AWS クラウドでは、インフラストラクチャの悩みがなくなるだけでなく、それ
に伴うセキュリティ関連の問題の多くも解消されます。
AWS 仮想インフラストラクチャは、お客様のプライバシーと分離を念頭に置く
と同時に、可用性を最大限に高められるように設計されています。
中核となる AWS クラウドインフラストラクチャ、プラットフォーム、サービス
に組み込まれたすべてのセキュリティ対策の全一覧については、「セキュリティ
プロセスの概要」ホワイトペーパー8をお読みください。

組み込まれているセキュリティ機能
お客様のアプリケーションとデータは、非常に安全な設備とインフラストラク
チャだけでなく、包括的なネットワークおよびセキュリティのモニタリングシス
テムによっても保護されます。これらのシステムは、分散サービス妨害（DDoS）
からの保護、および AWS アカウントに対するパスワードのブルートフォース攻
撃の検出など、基本的でありながら重要なセキュリティ対策を備えています。追
加のセキュリティ対策に関する説明は、以下をお読みください。

安全なアクセス
カスタマーアクセスポイント（API エンドポイント）では、セキュリティ保護
された HTTP（HTTPS）アクセスが可能なため、Secure Sockets Layer (SSL)
を使用して、AWS サービスとの安全な通信セッションを確立することができま
す。

組み込まれているファイアウォール
組み込まれているファイアウォールのルールを設定して、インスタンスのアクセ
スレベルを、完全にパブリックな状態から完全にプライベートな状態、あるいは
その間のいずれかに設定できます。インスタンスが Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) サブネット内にある場合は、送信と受信を制御できます。
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ユーザー個別の管理
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用すると、AWS インフラ
ストラクチャサービスにおけるユーザーのアクセスレベルを制御できます。IAM
を使用すると、各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を与えることができる
ため、パスワードやキーを共有する必要がなくなり、役割を分離し、権限を必要
最低限にとどめるというセキュリティのベストプラクティスが可能になります。

Multi-Factor Authentication
AWS では、AWS アカウントと、さらに個別の IAM ユーザーアカウントに対す
る Multi-Factor Authentication (MFA) の組み込みサポートが提供されていま
す。

プライベートサブネット
Amazon VPC により、プライベートサブネットを作成し、必要に応じてホーム
ネットワークと VPC の間に IPsec VPN トンネルを追加して、インスタンスに
もう 1 つのネットワークセキュリティ層を追加できます。

暗号化されたデータストレージ
お客様は、Advanced Encryption Standard (AES) 256 を使用し、256 ビット
の暗号化キーを使用するセキュアな対称キー暗号化標準を使用して、Amazon
S3、Amazon Glacier、Amazon Redshift、Oralce 用 Amazon Relational
Database Service (RDS) に保管されているデータおよびオブジェクトを自動
的に暗号化することができます。

Direct Connect オプション
AWS Direct Connect サービスを使用すると、施設から AWS への専用ネット
ワーク接続を確立することができます。この専用接続では、業界標準の 802.1q
VLAN を使用して複数の論理的接続に分割できるため、AWS クラウド内でパブ
リック IP とプライベート IP の両方の環境にアクセスすることができます。

セキュリティログ
AWS CloudTrail は、AWS アカウント内のすべてのユーザーアクティビティの
ログを提供します。AWS リソースごとに、誰が何のアクションを実行したかを
確認することができます。
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分離された GovCloud
米国 ITAR 規制に従うため追加の対策が必要なお客様のために、AWS では、
ITAR 準拠のアプリケーションを実行できる環境と、FIPS 140-2 暗号化のみを
使用する特別なエンドポイントを提供する、完全に分離された AWS GovCloud
（米国）というリージョンをご用意しています。

AWS CloudHSM
暗号キーストレージにハードウェアセキュリティモジュール（HSM）アプライ
アンスを使用する必要があるお客様のために、AWS CloudHSM では、キーを保
管および管理する、安全性が高く便利な方法をご用意しています。

Trusted Advisor
AWS プレミアムサポートにサインアップすると自動的に提供される AWS
Trusted Advisor サービスを使用すると、セキュリティをもう少し補強するこ
とができて便利です。このサービスは AWS リソースをモニタリングし、特定の
EC2 インスタンスポートや Amazon S3 ストレージバケットに対するアクセス
が過度に許可されている、IAM を使用した役割分離の使用が最低限である、パ
スワードポリシーが脆弱であるなど、セキュリティ設定のギャップを通知します。
AWS クラウドインフラストラクチャには多くのセキュリティ機能が組み込まれ
ているため、お客様はゲストオペレーティングシステム（OS）とアプリケー
ションのセキュリティに専念することができます。AWS セキュリティエンジニ
アとソリューションアーキテクトは、ニーズに合わせた最適なオプションを選ん
でいただくためのホワイトペーパーと運用チェックリストを作成しました。また、
安全な方法でシークレットキーとパスワードを保管し、頻繁に変更するなどのセ
キュリティのベストプラクティスも推奨しています。

まとめ
クラウドコンピューティングは、研究機関や学術団体、政府機関、商用 HPC
ユーザーが、グリッド/クラスターコンピューティングリソースに素早くアクセ
スして、従来の HPC インフラストラクチャと比べて低いコストでより優れた成
果を短時間で達成するのに役立ちます。AWS クラウドにより、これまで複雑で
静的だった HPC インフラストラクチャが、柔軟性と適応性に優れた、オンデマ
ンドまたは長期で使用できるリソースへと変わります。
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寄稿者
本書の執筆に当たり、次の方々に寄稿していただきました。


David Pellerin、プリンシパル BDM (HPC)、AWS 事業開発部



Dougal Ballantyne、ソリューションアーキテクト、アマゾンウェブサービ
ス



Adam Boeglin、ソリューションアーキテクト、アマゾンウェブサービス

その他の資料
今すぐ aws.amazon.com/hpc にアクセスして、クラウド上で HPC の使用を
開始してください。

注意事項
1

http://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/spot-instances/

2

http://setiathome.ssl.berkeley.edu/

3

http://folding.stanford.edu/

4

http://aws.amazon.com/documentation/autoscaling/

5

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/

6

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhancednetworking.html

7

http://aws.amazon.com/hpc/cfncluster

8

https://media.amazonwebservices.com/jp/wp/AWS%20Security%20Whitepaper
%20-%20May%202011.pdf
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