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AWS Batch のコンポーネント

AWS Batch とは?
AWS Batch を使用すると、AWS クラウド でバッチコンピューティングワークロードを実行できます。
バッチコンピューティングは、開発者、科学者、エンジニアが大量のコンピューティングリソースにアク
セスするための一般的な方法です。AWS Batch は、従来のバッチコンピューティングソフトウェアと同様
に、必要なインフラストラクチャの設定および管理に伴う、差別化につながらない力仕事を排除します。
このサービスでは、送信されたジョブに応じてリソースを効率的にプロビジョニングし、キャパシティー
制限の排除、コンピューティングコストの削減、および結果の迅速な提供を行うことができます。

AWS Batch はフルマネージドサービスであり、あらゆるスケールのバッチコンピューティングワークロー
ドを実行できます。AWS Batch は、コンピューティングリソースを自動的にプロビジョニングし、ワーク
ロードの量と規模に基づいてワークロードのディストリビューションを最適化します。AWS Batch を使う
と、バッチコンピューティングソフトウェアのインストールや管理が不要になり、結果の分析と問題の解
決に集中できます。

トピック
• AWS Batch のコンポーネント (p. 1)
• 使用開始 (p. 2)
• ダッシュボード (p. 2)

AWS Batch のコンポーネント
AWS Batch は、リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーン間で実行中のバッチジョブを簡略化しま
す。新規または既存の VPC 内に AWS Batch コンピューティング環境を作成できます。コンピューティン
グ環境が稼働し、ジョブキューに関連付けられた後で、ジョブを実行する Docker コンテナイメージを指
定するジョブ定義を指定できます。コンテナのイメージは、コンテナレジストリに保存され引き出されま
す。これは AWS インフラストラクチャの内にある場合も外にある場合もあります。

ジョブ
AWS Batch に送信する作業単位 (シェルスクリプト、Linux 実行可能ファイル、Docker コンテナイメー
ジなど)。ジョブには名前を付けます。ジョブは、ジョブ定義で指定したパラメーターを使用して、コン
ピューティング環境でコンテナ化されたアプリケーションとして [AWS Fargate] または Amazon EC2 リ
ソースで実行されます。ジョブは、他のジョブを名前または ID で参照できます。また、他のジョブの正常
な完了に依存する場合があります。詳細については、「ジョブ (p. 28)」を参照してください。

ジョブ定義
ジョブ定義は、ジョブの実行方法を指定します。ジョブ定義は、ジョブのリソースのブループリントであ
ると考えることができます。他の AWS リソースへのアクセスを提供するために、ジョブに IAM ロール
を指定することができます。また、メモリ要件と CPU 要件の両方を指定できます。また、ジョブ定義で
は、永続的ストレージのコンテナのプロパティ、環境変数、マウントポイントを制御できます。ジョブ定
義の多くの仕様は、個別のジョブを送信するときに新しい値を指定してオーバーライドできます。詳細に
ついては、「ジョブ定義 (p. 53)」を参照してください。

ジョブキュー
AWS Batch ジョブを送信するときは、コンピューティング環境にスケジュールされるまでそのジョブが存
在する、特定のジョブキューに送信します。1 つのジョブキューには、1 つ以上のコンピューティング環

1



AWS Batch ユーザーガイド
コンピューティング環境

境を関連付けることができます。これらのコンピューティング環境には優先度の値を割り当てることがで
き、複数のジョブキュー自体にまたがって割り当てることもできます。たとえば、時間が重要なジョブを
送信する高優先度キューや、コンピューティングリソースが安価であるときにいつでも実行できるジョブ
用の低優先度キューを持つことができます。

コンピューティング環境
コンピューティング環境は、ジョブを実行するために使用されるマネージドまたはアンマネージドコン
ピューティングリソースのセットです。マネージド型のコンピューティング環境では、複数の詳細レベル
で目的のコンピューティングタイプ (Fargate または EC2) を指定できます。コンピューティング環境は、
特定の EC2 インスタンスタイプや特定のモデル (c5.2xlarge や m5.10xlarge など) を使用するように
設定できます。または、最新のインスタンスタイプを使用するように指定することのみを選択できます。
また、環境の vCPU の最小数、希望数、最大数を、スポットインスタンスに対して支払う金額と共に、
オンデマンドインスタンスの価格と一連のターゲット VPC サブネットの割合として指定できます。AWS 
Batch によって必要に応じてコンピューティングタイプの起動、管理、終了が効率的に行われます。お客
様独自のコンピューティング環境を管理することもできます。その場合は、ユーザー自身が AWS Batch 
によって作成される Amazon ECS クラスターでインスタンスの設定とスケーリングを行う必要がありま
す。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 128)」を参照してください。

使用開始
AWS Batch を開始するには、AWS Batch コンソールでジョブ定義、コンピューティング環境、および
ジョブキューを作成します。

AWS Batch 初回実行ウィザードには、コンピューティング環境とジョブキューを作成してサンプルの
「Hello World」ジョブを送信するオプションがあります。AWS Batch で起動する Docker イメージが既に
ある場合は、そのイメージでジョブ定義を作成してキューに送信することもできます。詳細については、
「AWS Batch の使用の開始 (p. 10)」を参照してください。

ダッシュボード
AWS Batchダッシュボードでは、最近のジョブ、ジョブキュー、コンピューティング環境を監視できま
す。デフォルトでは、次のダッシュボードウィジェットが表示されます。

• Job 概要 —AWS Batch 仕事の詳細については、を参照してくださいジョブ (p. 28)。
• Job キューの概要 —AWS Batch ジョブキューの詳細については、を参照してくださいジョブ

キュー (p. 120)。
• コンピューティング環境の概要 —AWS Batch コンピューティング環境の詳細については、を参照して

くださいコンピューティング環境 (p. 128)。

ダッシュボードページに表示されるウィジェットをカスタマイズできます。以下のセクションでは、イン
ストールできるその他のウィジェットについて説明します。

1 つのジョブキュ
このウィジェットには、1 つのジョブキューに関する詳細情報が表示されます。

このウィジェットを追加するには、次の手順に従います。

1. AWS Batch コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、AWS リージョン必要なものを選択します。
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3. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
4. [ウィジェットを追加] を選択します。
5. シングルジョブキューの場合は、[ウィジェットを追加] を選択します。
6. [Job キュー] で、目的のジョブキューを選択します。
7. [Job ステータス] で、表示するジョブステータスを選択します。
8. (オプション) コンピューティング環境のプロパティを表示したくない場合は、「接続されたコンピュー

ティング環境を表示」をオフにします。
9. Compute 環境のプロパティで、必要なプロパティを選択します。
10.[Add] (追加) を選択します。

CloudWatch Container Insights
このウィジェットには、AWS Batchコンピューティング環境とジョブの集計されたメトリックが表示され
ます。コンテナインサイトの詳細については、「CloudWatch Container Insights (p. 238)」を参照してく
ださい。

このウィジェットを追加するには、次の手順に従います。

1. AWS Batch コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、AWS リージョン必要なものを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
4. [ウィジェットを追加] を選択します。
5. コンテナインサイトについては、「ウィジェットを追加」を選択します。
6. [コンピュート環境] で、目的のコンピューティング環境を選択します。
7. [Add] (追加) を選択します。

Job ログ
このウィジェットは、利便性の良い単一の場所でジョブからのさまざまなログを表示できます。ジョブロ
グについては、「」を参照してくださいthe section called “ Job ログ” (p. 52)。

このウィジェットを追加するには、次の手順に従います。

1. AWS Batch コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、AWS リージョン必要なものを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
4. [ウィジェットを追加] を選択します。
5. Job ブログでは、[ウィジェットを追加] を選択します。
6. [Job ID] には、目的のジョブのジョブ ID を入力します。
7. [Add] (追加) を選択します。
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AWS Batch のセットアップ
すでに Amazon Web Services (AWS) にサインアップしていて、Amazon EElastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) S) を使用している場合は、すぐにを使用し始めることができますAWS Batch。これらの
サービスのセットアッププロセスも同様です。これは、コンピューティング環境で Amazon ECSAWS 
Batch コンテナインスタンスを使用しているためです。AWS CLI と AWS Batch をともに使用するには、
最新の AWS Batch 機能をサポートしているバージョンの AWS CLI を使用する必要があります。AWS 
Batchでサポートされていない機能がある場合はAWS CLI、最新バージョンにアップグレードしてくださ
い。詳細については、http://aws.amazon.com/cli/ をご覧くださいをご覧ください。

Note

AWS Batch では Amazon EC2 のコンポーネントを使用するため、これらの手順の多くで 
Amazon EC2 コンソールを使用します。

AWS Batch のセットアップを行うには、以下のタスクを完了します。これらのいずれかの手順をすでに完
了している場合、そのままのインストールに進むことができますAWS CLI。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 4)
• 管理ユーザーを作成する (p. 4)
• コンピューティング環境とコンテナインスタンス用の IAM ロールを作成する (p. 5)
• キーペアを作成する (p. 5)
• VPC を作成する (p. 7)
• セキュリティグループの作成 (p. 8)
• AWS CLI をインストールする (p. 9)

AWS アカウントにサインアップする
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。
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AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

コンピューティング環境とコンテナインスタンス用
の IAM ロールを作成する

AWS Batchコンピューティング環境とコンテナインスタンスには、ユーザーに代わって他のAWS APIAWS 
アカウント を呼び出すための認証情報が必要です。これらの認証情報をコンピューティング環境およびコ
ンテナインスタンスに提供するための IAM ロールを作成し、そのロールをコンピューティング環境に関連
付けます。

Note

コンソールの初回実行時には、AWS Batchコンピューティング環境およびコンテナインスタンス
のロールが自動的に作成されます。そのため、AWS Batchコンソールを使用する予定の場合は次
のセクションに進むことができます。代わりに AWS CLI を使用する場合は、最初のコンピュー
ティング環境を作成する前に、「AWS Batch IAM サービスロール (p. 210)」および「Amazon 
ECS インスタンスロール (p. 215)」の手順を実行してください。

キーペアを作成する
AWS では公開キー暗号化を使用して、お客様のインスタンスのログイン情報の安全性を保護しま
す。AWS Batchコンピューティング環境のコンテナインスタンスなどの Linux インスタンスでは、SSH 
アクセスにパスワードを使いません。キーペアを使用してインスタンスに安全にログインします。コン
ピューティング環境の作成時にキーペアの名前を指定し、SSH を使ってログインするときにプライベート
キーを指定します。
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key pair をまだ作成していない場合は、Amazon EC2 コンソールを使用して作成できます。複数のインス
タンスを起動する予定がある場合はAWS リージョン、各リージョンでkey pair を作成する必要がありま
す。リージョンの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「リージョンと
アベイラビリティーゾーン」を参照してください。

キーペアを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、key pairAWS リージョン を生成するを選択します。使用可能なリージョンは

場所に関係なく選択できますが、キーペアはリージョンに固有のものです。たとえば、米国西部 (オ
レゴン) リージョンでインスタンスを起動する予定の場合は、その同じリージョン内のインスタンス
用にkey pair を作成します。

3. ナビゲーションペインで [Key Pairs] (キーペア) を選択し、[Create Key Pair] (キーペアの作成) を選択
します。

4. [Create Key Pair] (キーペア作成) ダイアログボックスの [Key pair name] (キーペア名) フィールドで、
新しいキーペアの名前を入力し、[Create] (作成) を選択します。覚えやすい名前 (ユーザー名など) 
を選択し、その後に [リージョン名] を続け-key-pair、さらにリージョン名を続けます。たとえ
ば、me-key-pair-uswest2 などです。

5. ブラウザによってプライベートキーのファイルが自動的にダウンロードされます。ベースファイル名
はキーペア名として指定した名前であり、ファイル名の拡張子は .pem です。ダウンロードしたプラ
イベートキーのファイルを安全な場所に保存します。

Important

プライベートキーのファイルを保存できるのは、このタイミングだけです。インスタンスを
起動する際はkey pair 名前を指定する必要があり、インスタンスに接続する際は毎回対応す
るプライベートキーを指定する必要があります。

6. Mac または Linux コンピュータの SSH クライアントを使用して Linux インスタンスに接続する場合
は、次のコマンドを使用してプライベートキーファイルのアクセス許可を設定します。そうすれば、
あなただけがそれを読むことができます。

$ chmod 400 your_user_name-key-pair-region_name.pem

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「Amazon EC2 のキーペア」を参
照してください。

キーペアを使用してインスタンスに接続するには

Mac または Linux を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続するには、-i オプショ
ンとプライベートキーへのパスを指定して、SSH クライアントに対する .pem ファイルを指定しま
す。Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、 MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用します。PuTTY を使用する予定がある場合は、それをインストールしてか
ら、.pem次の手順に従ってファイルをファイルに変換します。.ppk

(オプション) PuTTY を使用して Windows から Linux インスタンスに接続するには

1. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ から PuTTY をダウンロードしてインストールし
ます。必ずスイート全体をインストールします。

2. PuTTYgen を起動します (例: [Start] (スタート) メニューで [All Programs] (すべてのプログラム)、
[PuTTY]、[PuTTYgen] の順に選択します)。

3. [Type of key to generate] (生成するキーのタイプ) で、[RSA] を選択します。以前のバージョンの 
PuTTYgen を使用している場合は、[SSH-2 RSA] を選択します。
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4. [Load] (ロード) を選択します。PuTTYgen では、デフォルトでは .ppk 拡張子を持つファイルだけ
が表示されます。.pem ファイルの場所を特定するには、すべてのタイプのファイルを表示するオプ
ションを選択します。

5. 前の手順で作成したプライベートキーファイルを選択してから、[Open] (開く) を選択します。[OK] を
選択して、確認ダイアログボックスを閉じます。

6. [Save private key] (プライベートキーの保存) を選択します。PuTTYgen に、パスフレーズなしでキー
を保存することに関する警告が表示されます。[Yes] を選択します。

7. キーペアに使用した名前と同じ名前をキーに指定します。PuTTY によって、.ppk ファイルに拡張子
が自動的に追加されます。

VPC を作成する
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、AWS定義した仮想ネットワーク内でリソース
を起動できます。コンテナインスタンスは、VPC で起動することを強くお勧めします。

デフォルトの VPC がある場合は、このセクションもスキップして、次のタスクに進むことができますセ
キュリティグループの作成 (p. 8)。デフォルトの VPC があるかどうかを判断するには、Amazon EC2 
コンソールでサポートされるプラットフォームの「Linux Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してくだ
さい。

Amazon VPC を作成する方法については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のみを作成する」を参
照してください。次の表を参照して、選択するオプションを決定します。

オプション 値

作成するためのリソース VPC のみ

名前 オプションで、VPC の名前を指
定します。

IPv4 CIDR ブロック IPv4 CIDR 手動入力

CIDR ブロックサイズは /16 か
ら /28 の間である必要がありま
す。

IPv6 CIDR ブロック IPv6 CIDR ブロックなし

テナンシー デフォルト

Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC とは」を参照してくだ
さい。
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セキュリティグループの作成
セキュリティグループは、関連付けられたコンピューティング環境コンテナインスタンスのファイア
ウォールとして動作し、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックの両方をコンテナイン
スタンスレベルで制御します。セキュリティグループは、それが対象としている VPC 内でのみ使用が可能
です。

SSH を使用して IP アドレスからコンテナインスタンスに接続するためのルールをセキュリティグループ
に追加できます。さらに、任意の場所からのインバウンドおよびアウトバウンドの HTTP アクセスおよび 
HTTPS アクセスを可能にするルールを追加できます。タスクで使用するポートを開くためのルールを追加
します。

複数のリージョンでコンテナインスタンスを起動する予定がある場合は、各リージョンでセキュリティグ
ループを作成する必要があります。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「リージョンとアベイラビリティーゾーン」を参照してください。

Note

ローカルコンピュータのパブリック IP アドレスが必要になります。このアドレスは
サービスを使って取得できます。たとえば、次のサービスが提供されています。http:// 
checkip.amazonaws.com/ または https://checkip.amazonaws.com/。IP アドレスを提供する別の
サービスを検索するには、検索フレーズ「what is my IP address」を使用します。インターネッ
トサービスプロバイダー (ISP) 経由で、またはファイアウォールの内側から静的 IP アドレスなし
で接続する場合は、クライアントコンピュータで使用されている IP アドレスの範囲を確認してく
ださい。

コンソールを使用してセキュリティグループを作成するには

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、[Security Groups]] (セキュリティグループセキュリティグループ) を選択し

ます。
3. [セキュリティグループの作成] を選択します。
4. セキュリティグループの名前と説明を入力します。セキュリティグループの作成後に名前と説明を変

更することはできません。
5. [VPC] で、VPC を選択します。
6. (オプション) デフォルトでは、新しいセキュリティグループには、すべてのトラフィックがリソース

を離れることを許可するアウトバウンドルールのみが設定されています。任意のインバウンドトラ
フィックを許可するには、またはアウトバウンドトラフィックを制限するには、ルールを追加する必
要があります。

AWS Batchコンテナインスタンスでは、インバウンドポートが開いている必要はありません。た
だし、SSH ルールを追加することもできます。そうすれば、コンテナインスタンスにログインし
て、Docker コマンドを使用してジョブのコンテナを確認できます。コンテナインスタンスでウェブ
サーバーを実行するジョブをコンテナインスタンスでホストする場合は、HTTP のルールを追加でき
ます。これらのオプションのセキュリティグループルールを追加するには、以下のステップを実行し
ます。

[Inbound] (インバウンド) タブで以下のルールを作成し、[Create] (作成) を選択します。

• [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。[Type] (タイプ) で [HTTP] を選択します。[Source] (ソー
ス) では、[Anywhere] (任意の場所) (0.0.0.0/0) を選択します。

• [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。[Type] (タイプ) で [SSH] を選択します。[Source] (カス
タム IP) を選択し、コンピュータまたはネットワークのパブリック IP アドレスをクラスレスドメイ
ン間ルーティング (CIDR) 表記で指定します。会社が特定の範囲からアドレスを割り当てている場
合、 203.0.113.0/24 などの範囲全体を指定します。CIDR 表記で個々の IP アドレスを指定する
には、[My IP] を選択します。これにより、/32ルーティングプレフィックスがパブリック IP アド
レスに追加されます。
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Note

セキュリティ上の理由で、すべての IP アドレス (0.0.0.0/0) からインスタンスへの SSH 
アクセスを許可することはお勧めしません。ただし、それがテスト目的で短期間の場合は
例外です。

7. タグはここで追加することも、後で追加することもできます。タグを追加するには、[新しいタグを追
加] をクリックし、タグのキーと値を入力します。

8. [セキュリティグループの作成] を選択します。

コマンドラインを使用してセキュリティグループを作成するには、create-security-group(AWS CLI) を参照
してください。

セキュリティグループの詳細については、「セキュリティグループを使用する」を参照してください。

AWS CLI をインストールする
AWS Batch で AWS CLI を使用するには、最新バージョンの AWS CLI をインストールします。AWS CLI
のインストールまたは最新バージョンへのアップグレードについては、AWS Command Line Interfaceユー
ザーガイド.の「AWS Command Line Interfaceのインストール」を参照してください。
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AWS Batch の使用の開始
AWS Batch初回起動ウィザードを使用すると、すぐに使い始めることができますAWS Batch。前提条件を
満たしたら、初回実行ウィザードを使用してコンピューティング環境、ジョブ定義、およびジョブキュー
を作成できます。

AWS Batch初回実行ウィザードを使用してサンプル「Hello World」ジョブを送信し、設定をテストするこ
ともできます。で起動する Docker イメージが既にある場合はAWS Batch、そのイメージを使用してジョ
ブ定義を作成できます。

前提条件
AWS Batch初めて実行するウィザードを開始する前に、必ず次のことを行ってください。

• AWS Batch のセットアップ (p. 4)で説明されている手順を完了します。
• AWS アカウントに必要な権限があることを確認してください。

入門方法-Amazon EC2
AWSFargate は、コンテナに指定したリソース要件に厳密に一致するようにコンピューティングを起動
し、スケールします。Fargate を使用すると、追加のサーバーに対してオーバープロビジョニングまたは
料金を支払う必要はありません。詳細については、「Fargate」を参照してください。

コンピューティング環境の作成
Fargate オーケストレーション用のコンピューティング環境を作成するには、以下を実行します。

1. AWS Batchコンソールの初回実行ウィザードを開きます。
2. [オーケストレーションタイプを選択] には、Amazon エラスティックコンピュートクラウド (Amazon 

EC2) を選択します。
3. [Next] (次へ) を選択します。
4. 「名前」の「コンピュート環境設定」セクションで、コンピューティング環境の一意の名前を指定し

ます。名前の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アン
ダースコア(_)を含めることができます。

5. [インスタンスロール] には、必要な IAM 権限がアタッチされている既存のインスタンスプロファイ
ルを選択します。このインスタンスプロファイルを使用すると、コンピューティング環境の Amazon 
ECS コンテナインスタンスにより、必要なAWS API オペレーションを呼び出すことができます。詳
細については、「Amazon ECS インスタンスロール (p. 215)」を参照してください。

6. (オプション) タグは、リソースに割り当てられるラベルです。タグまたは Amazon EC2 タグを追加す
るには、[タグ] を展開し、[タグを追加] を選択します。キーと値のペアを入力し、[タグを追加] をもう
一度選択します。

Important

[タグを追加] を選択した場合は、キーと値のペアを入力して [タグを追加] を再度選択する
か、[タグを削除] を選択する必要があります。

7. (オプション)「Amazon EC2 スポットインスタンスを使用する」のインスタンス設定セクションで、
「スポットインスタンスの使用を有効にする」をオンにします。

8. (スポットのみ) [最大オンデマンド料金 (%)] に、スポットリソースに支払うオンデマンド料金の最大
パーセンテージを入力します。
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9. (オプション) (スポットのみ) スポットフリートロールの場合は、スポットコンピューティング環境に
適用する既存の Amazon EC2 スポットフリート IAM ロールを選択します。Amazon EC2 スポットフ
リート IAM ロールをまだ持っていない場合は、まず新規作成する必要があります。詳細については、
「Amazon EC2 スポットフリートロール (p. 217)」を参照してください。

Important

作成時にスポットインスタンスにタグを付けるには、Amazon EC2 スポットフリートの 
IAM ロールは、より新しい AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーを使用する必
要があります。AmazonEC2SpotFleetRole 管理ポリシーには、スポットインスタンスにタ
グを付けるために必要なアクセス許可はありません。詳細については、作成時にタグ付け
されていないスポットインスタンス (p. 289)およびthe section called “リソースのタグ付
け” (p. 281)を参照してください。

10. [最小 vCPUs] には、ジョブキューの需要に関係なく、コンピューティング環境が維持する EC2 
vCPUs の最小数を選択します。

11. 「必要な vCPUs」には、コンピューティング環境を起動する際の EC2 vCPUs の数を選択します。
ジョブキューの需要が増えるにつれて、必要な vCPUsAWS Batch の数を増やし、EC2 インスタンス
を追加します。vCPUs の数は、vCPUs の最大数まで増やすことができます。需要が減少するにつれ
て、必要な vCPUsAWS Batch の数を減らし、インスタンスを削除します。vCPUs の数は、最小限の 
vCPU 数まで減少します。

12. [Maximum vCPUs] (最大 vCPU) では、ジョブキューの需要にかかわらず、コンピューティング環境で
スケールアウトできる EC2 vCPU の最大数を選択します。

13. [Allowed instance types] (許可されたインスタンスタイプ) で、起動できる Amazon EC2 インスタンス
タイプを選択します。インスタンスファミリーを指定してそのファミリー内のいずれかのインスタン
スタイプ (c5 、c5n、p3など) を起動できます。または、ファミリー内の特定のサイズを指定するこ
ともできます (c5.8xlarge)。メタルインスタンスタイプはインスタンスファミリーに含まれていま
せん。たとえば、c5 は c5.metal を含んでいません。また、を選択して (、C4、M4およびインスタ
ンスファミリーから)R4 ジョブキューの需要に見合ったインスタンスタイプを使用することもできま
す。optimal

Note

コンピューティング環境を作成する際、そのコンピューティング環境で選択するインスタン
スタイプで同じアーキテクチャを使用する必要があります。例えば、x86 と ARM インスタン
スを同じコンピューティング環境で使用することはできません。

Note

AWS Batchジョブキュー内の必要な量に基づいて GPU をスケーリングし
ます。GPU スケジューリングを使用するには、コンピューティング環境
に、、p2、、、p3p4g3g3sg4、g5またはファミリーのインスタンスタイプが含まれている
必要があります。

Note

現在、、C4M4、optimalR4およびインスタンスファミリーのインスタンスタイプを使用し
ています。AWS リージョンこれらのインスタンスファミリーのインスタンスタイプを持たな
い場合は、、、、、C5、M5、R5およびインスタンスファミリーのインスタンスタイプが使
用されます。

14. [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
15. (オプション) プレイスメントグループには、コンピューティング環境のリソースをグループ化するた

めのプレイスメントグループ名を入力します。
16. (オプション) EC2 key pair 場合は、インスタンスに接続するときに、セキュリティ認証情報としてパ

ブリックキーとプライベートキーのペアを選択します。Amazon EC2 キーペアの詳細については、
「Amazon EC2 キーペアと Linux インスタンス」を参照してください。

17. [Allocation strategy] (配分戦略) で、許可されるインスタンスタイプのリストからインスタンス
タイプを選択するときに使用する配分戦略を選択します。EC2 のオンデマンドコンピューティ
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ング環境では BEST_FIT_PROGRESSIVE を、EC2 のスポットコンピューティング環境では
SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED を選択するのが一般的です。詳細については、「the section called 
“配分戦略” (p. 162)」を参照してください。

18. (オプション) EC2 設定の場合は、[EC2 設定の追加] を選択します。がコンピューティング環境のイ
ンスタンスにAmazon マシンイメージ (AMI)AWS Batch を選択するための情報を提供するために、
[Image type] (イメージタイプ) と [Image ID Override] (イメージ ID オーバーライド) の値を選択しま
す。各[Image type] (イメージタイプ) で[Image ID override] (イメージ ID のオーバーライド) が指定さ
れていない場合、AWS Batch は Amazon ECS に最適化された AMI を選択します。イメージタイプが
指定されていない場合、非 GPU、非 Graviton インスタンスの Amazon Linux 2 がデフォルトで、非 
GPU、非AWS Graviton インスタンスの Amazon Linux 2 です。

Important

カスタム AMI を使用するには、イメージタイプを選択し、[イメージ ID オーバーライド] 
ボックスにカスタム AMI ID を入力します。

Amazon Linux 2

すべての AWS Graviton ベースのインスタンスファミリー (C6g、M6g、R6gおよびT4gなど) のデ
フォルトで、すべての非 GPU インスタンスタイプに使用できます。

Amazon Linux 2 (GPU)

すべての GPU インスタンスファミリー (P4 および G4 など) のデフォルトで、非 AWS Graviton 
ベースのすべてのインスタンスタイプに使用できます。

Amazon Linux

非 GPU、非AWS Graviton インスタンスファミリーで使用できます。Amazon Linux AMI の標準
サポートは終了しました。詳細については、Amazon Linux AMI を参照してください。

Note

コンピューティング環境用に選択する AMI は、そのコンピューティング環境で使用するイ
ンスタンスタイプのアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、コンピュー
ティング環境で、A1インスタンスタイプを使用する場合、選択するコンピューティング
リソース AMIArm はインスタンスをサポートしている必要があります。Amazon ECS は
x86、Amazon ECS に最適化された Amazon 2 AMIArm の両バージョンを提供しています。
詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に
最適化された Amazon Linux 2 AMI」を参照してください。

19. (オプション)[Launch template] (起動テンプレート) で、既存の Amazon EC2 起動テンプレートを選択
して、コンピューティングリソースを設定します。テンプレートのデフォルトバージョンは自動的に
設定されます。詳細については、「起動テンプレートのサポート (p. 139)」を参照してください。

Note

起動テンプレートで、作成したカスタム AMI を指定できます。
20. (オプション) [Launch template version] (起動テンプレートのバージョン) では、$Default あるいは

$Latest を使用するか、または起用するバージョン番号を指定します。

Important

コンピューティング環境の作成後、起動テンプレートの $Default または $Latest バー
ジョンが更新されていても、使用する起動テンプレートのバージョンは変更されません。新
しい起動テンプレートのバージョンを使用するには、新しいコンピューティング環境を既存
のジョブキューに追加します。次に、古いコンピューティング環境をジョブキューから削除
し、新しいコンピューティング環境をを削除します。

21. 「ネットワーク設定」セクションでは、
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a. [VVirtual Private Cloud (VPC) ID で、Amazon VPC を選択します。
b. サブネットには、AWS アカウントお客様のサブネットが一覧表示されます。サブネットのカスタ

ムセットを作成する場合は、[サブネットをクリア] を選択し、必要なサブネットを選択します。

Important

コンピューティングリソースは、VPC エンドポイントまたは複数のパブリック IP 
アドレスを介して Amazon ECS VPC エンドポイントと通信する必要があります。
詳細については、「Amazon ECS インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink (p. 7))」を参照してください。インスタンスに VPC エンドポイントが設定さ
れていない場合やパブリック IP アドレスが設定されていない場合は、ネットワークアド
レス変換 (NAT) を使用できます。NAT の詳細については、「NAT ゲートウェイと」を
参照してください仮想プライベートクラウドを作成する  (p. 243)。

c. セキュリティグループでは、インスタンスに関連付ける Amazon EC2 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のカスタムセットを作成する場合は、[セキュリティグループを
クリア] を選択します。次に、目的のセキュリティグループを選択します。

22. [Next] (次へ) を選択します。

ジョブキューの作成
ジョブキューは、AWS Batchスケジューラによってコンピューティング環境内のリソースで実行されるま
で、送信されたジョブキューに格納されます。詳細については、「ジョブキュー (p. 120)」を参照してく
ださい。

Fargate オーケストレーション用のジョブキューを作成するには、次の操作を行います。

1. 「名前」のJob キュー設定セクションで、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名前
の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)
を含めることができます。

2. [優先度] には、ジョブキューに 0 から 100 までの整数を入力します。

Important

整数値が大きいほど、AWS Batchスケジューラにより高い優先順位が割り当てられます。
3. [Next] (次へ) を選択します。

ジョブ定義の作成
AWS Batch のジョブ定義は、ジョブの実行方法を指定します。各ジョブはジョブ定義を参照する必要があ
りますが、ジョブ定義で指定されているパラメータの多くは実行時にオーバーライドできます。

ジョブ定義を作成するには:

1. 「一般設定」セクションでは、

a. 「名前」の「一般設定」セクションで、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名
前の最大長は 128 文字です。名前には、大文字と小文字、数字、アンダースコア (_) を使用でき
ます。

b. (オプション) [実行タイムアウト] に、未完了のジョブが終了してから終了するまでの時間 (秒単
位) を入力します。

Important

最小タイムアウトは 60 秒です。
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c. (オプション) タグは、リソースに割り当てられるラベルです。タグを追加するには、[タグ] を展
開し、[タグを追加] を選択します。キーと値のペアを入力し、[タグを追加] をもう一度選択しま
す。

Important

[タグを追加] を選択した場合は、キーと値のペアを入力して [タグを追加] を再度選択す
るか、[タグを削除] を選択する必要があります。

d. (オプション)「タグの伝達」をオンにすると、Amazon Elastic Container Service タスクにタグが
伝達されます。

2. コンテナ設定セクションでは、

a. [イメージ] には、コンテナの起動に使用されるイメージの名前を入力します。デフォルトで
は、Docker Hub レジストリのすべてのイメージを使用できます。他のリポジトリを repository-
url/image: tag 形式で指定することもできます。パラメータの最大長は 255 文字です。パラメー
タには、大文字、小文字、数字、ハイフン (-)、アンダースコア (_)、コロン (:)、ピリオド (.)、ス
ラッシュ (/)、および数字 (#) を含めることができます。このパラメータは、Docker Remote API
のコンテナの作成セクションの Image にマッピングされ、IMAGE パラメータは docker run に
マッピングされます。

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティン
グリソースのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。例え
ば、ArmDockerArmベースイメージはベースのコンピューティングリソースでのみ実行
することができます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージには、完全な、registry/
repository[:tag]registry/repository[@digest]または命名規則 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。

• Amazon ECR リポジトリ内のイメージには、registry/repository:tag完全な命名規則 
(などaws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app:latest) を使用
します。

• Docker ハブの公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例: ubuntu、mongo) を使用しま
す。

• Docker ハブの他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例: amazon/amazon-
ecs-agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

b. [コマンド構文] で、Bashまたは [JSON] を選択します。

Tip

「情報」を選択しBash、JSON コードの例を確認してください。
c. [Command] (コマンド) で、コンテナに渡すコマンドを指定します。このパラメータは、Docker 

Remote API のコンテナの作成セクションの Cmd にマッピングされ、COMMAND パラメータ
は docker run にマッピングされます。Docker CMD パラメータの詳細については、https:// 
docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してください。

Note

コマンドには、パラメータ置換のデフォルト値とプレースホルダーを使用できます。詳
細については、「パラメータ (p. 73)」を参照してください。

d. (オプション) [実行ロール] で、ユーザーに代わってAWS API コールを実行するアクセス許可を 
Amazon ECS コンテナエージェントに付与する IAM ロールを指定します。この機能では、タ
スク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスク実行 IAM ロール」を参照してください。14
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e. Job ロール設定では、AWS API へのアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。この機能
では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してください。

Note

ここには、[Amazon Elastic Container Service Task Role] 信頼関係があるロールの
みが表示されます。AWS Batch ジョブの IAM ロールの作成に関する詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール
とポリシーの作成」を参照してください。

f. (オプション) パラメータをキーと値のマッピングとしてジョブ定義に追加して、ジョブ定義のデ
フォルトを上書きできます。パラメータを追加するには:

• [パラメータ] で、[パラメータを追加] を選択します。キーと値のペアを入力して、もう一度 
[パラメータを追加] を選択します。

Important

[パラメータを追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定する
か、[パラメータの削除] を選択する必要があります。

g. [vCPUs] (vCPUs 環境設定) で、コンテナ用に予約する vCPU の数を指定します。このパラメー
タは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-
shares オプションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当し
ます。

h. [Memory] (メモリ) で、ジョブコンテナに適用されるメモリのハード制限 (MiB 単位) を指定しま
す。コンテナは、ここで指定したメモリを超えようとすると、停止されます。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプ
ションは docker run にマップされます。

i. [GPU の数] で、コンテナ用に予約する GPU の数を選択します。
j. (オプション) 環境変数設定では、「環境変数の追加」を選択し、コンテナに渡す環境変数を追加

します。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Env にマップさ
れ、--env オプションは docker run にマップされます。

k. (オプション) シークレットについては、「シークレットを追加」を選択し、シークレットを名前
と値のペアとして追加します。これらのシークレットはコンテナに公開されます。詳細について
は、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」を参照してください。

l. (オプション) Linux 設定セクションでは、

i. [User] (ユーザー) に、コンテナ内で使用するユーザー名を入力します。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの User にマップされ、--user オプ
ションは docker run にマップされます。

ii. ホストインスタンスに対する昇格されたアクセス許可 (rootユーザーと同様) をジョブコン
テナに付与するには、[Privileged] (特権) スライダを右にドラッグします。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Privileged にマップされ、--
privileged オプションは docker run にマップされます。

iii. コンテナー内でプロセスを実行するには、「initinit プロセスを有効にする」をオンにしま
す。このプロセスは信号を転送し、プロセスを利用します。

m. (オプション) ファイルシステム設定セクションで:

i. [読み取り専用ファイルシステムを有効にする] をオンにして、ボリュームへの書き込みアク
セスを削除します。

ii. [共有メモリのサイズ] で、/dev/shmボリュームのサイズ (MiB 単位) を入力します。
iii. [最大スワップサイズ] で、コンテナが使用できるスワップメモリの合計容量 (MiB 単位) を入

力します。
iv. スワップ動作 (スワップ動作) で、コンテナのスワップ動作を示す 0 ～ 100 の値を入力しま

す。値を指定せず、スワップが有効になっている場合、この値はデフォルトで 60 になりま15
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す。詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「スワップ動作 (p. 78)」を参
照してください。

v. (オプション) [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
vi. Tmpfs の場合は、「tmpfs を追加」tmpfs を選択してマウントを追加します。
vii. [デバイス] で、[デバイスを追加] を選択してデバイスを追加します。

A. [Container path] (コンテナパス) で、コンテナインスタンスでのデバイスのパスを指定し
ます。このパスは、ホストインスタンスにマッピングされたデバイスを公開するために
使用されます。空白のままにすると、ホストパスがコンテナで使用されます。

B. [Host path] (ホストパス) で、ホストインスタンスでのデバイスのパスを指定します。
C. [権限] で、デバイスに適用する権限を 1 つ以上選択します。使用可能な権限は、読み取

り、書き込み、MKNOD です。
viii. (オプション) Ulimits 設定では、「ulimit を追加」ulimits を選択してコンテナの値を追加し

ます。[名前]、[ソフトリミット]、[ハードリミット] の値を入力して、[Ulimit を追加] を選択し
ます。

3. [Next] (次へ) を選択します。

ジョブの作成
ジョブを作成するには、次の手順に従います。

1. 「名前」のJob 設定セクションで、ジョブに固有の名前を指定します。名前の最大長は 128 文字で
す。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができま
す。

2. [Next] (次へ) を選択します。

確認と作成
「確認と作成」ページで、構成手順を確認します。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選択しま
す。完了したら、[リソースの作成] を選択します。

入門ガイド-Fargate
AWSFargate は、コンテナに指定したリソース要件に厳密に一致するようにコンピューティングを起動
し、スケールします。Fargate を使用すると、追加のサーバーに対してオーバープロビジョニングまたは
料金を支払う必要はありません。詳細については、「Fargate」を参照してください。

コンピューティング環境の作成
Fargate オーケストレーション用のコンピューティング環境を作成するには、以下を実行します。

1. AWS Batchコンソールの初回実行ウィザードを開きます。
2. [オーケストレーションタイプを選択] で [Fargate] を選択します。
3. [Next] (次へ) を選択します。
4. 「名前」の「コンピュート環境設定」セクションで、コンピューティング環境の一意の名前を指定し

ます。名前の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アン
ダースコア(_)を含めることができます。

5. (オプション) タグは、リソースに割り当てられるラベルです。タグを追加するには、[タグ] を展開
し、[タグを追加] を選択します。キーと値のペアを入力し、[タグを追加] をもう一度選択します。
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Important

[タグを追加] を選択した場合は、キーと値のペアを入力して [タグを追加] を再度選択する
か、[タグを削除] を選択する必要があります。

6. (オプション) [Fargate スポット容量を使用する] の [インスタンス設定] セクションで、[スポットイン
スタンスの使用を有効にする] をオンにします。

7. [最大仮想 CPU] には、インスタンスが使用できる vCPUs の最大数を入力します。
8. 「ネットワーク設定」セクションでは、

a. [VVirtual Private Cloud (VPC) ID で、Amazon VPC を選択します。
b. サブネットには、AWS アカウントお客様のサブネットが一覧表示されます。サブネットのカスタ

ムセットを作成する場合は、[サブネットをクリア] を選択し、必要なサブネットを選択します。

Important

コンピューティングリソースは、VPC エンドポイントまたは複数のパブリック IP 
アドレスを介して Amazon ECS VPC エンドポイントと通信する必要があります。
詳細については、「Amazon ECS インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink (p. 7))」を参照してください。インスタンスに VPC エンドポイントが設定さ
れていない場合やパブリック IP アドレスが設定されていない場合は、ネットワークアド
レス変換 (NAT) を使用できます。NAT の詳細については、「NAT ゲートウェイと」を
参照してください仮想プライベートクラウドを作成する  (p. 243)。

c. セキュリティグループでは、インスタンスに関連付ける Amazon EC2 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のカスタムセットを作成する場合は、[セキュリティグループを
クリア] を選択します。次に、目的のセキュリティグループを選択します。

9. [Next] (次へ) を選択します。

ジョブキューの作成
ジョブキューは、AWS Batchスケジューラによってコンピューティング環境内のリソースで実行されるま
で、送信されたジョブキューに格納されます。ジョブキューを作成するには:

Fargate オーケストレーション用のジョブキューを作成するには、次の操作を行います。

1. 「名前」のJob キュー設定セクションで、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名前
の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)
を含めることができます。

2. [優先度] には、ジョブキューに 0 から 100 までの整数を入力します。

Important

整数値が大きいほど、AWS Batchスケジューラにより高い優先順位が割り当てられます。
3. [Next] (次へ) を選択します。

ジョブ定義の作成
ジョブ定義を作成するには:

1. 「一般設定」セクションでは、

a. [名前] に、カスタムジョブ定義名を入力します。
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「名前」の「一般設定」セクションで、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名
前の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダース
コア(_)を含めることができます。

b. (オプション) [実行タイムアウト] に、未完了のジョブが終了してから終了するまでの時間 (秒単
位) を入力します。

Important

最小タイムアウトは 60 秒です。
c. タグは、リソースに割り当てられるラベルです。タグを追加するには、[タグ] を展開し、[タグを

追加] を選択します。キーと値のペアを入力し、[タグを追加] をもう一度選択します。

Important

[タグを追加] を選択した場合は、キーと値のペアを入力して [タグを追加] を再度選択す
るか、[タグを削除] を選択する必要があります。

d. (オプション)「タグの伝達」をオンにすると、Amazon Elastic Container Service タスクにタグが
伝達されます。

2. Fargate プラットフォーム設定セクションでは、

a. Fargate プラットフォームバージョンの場合は、必要な特定のランタイム環境を入力します。
b. (オプション) パブリック IP アドレスを割り当てるには、[Assign Public IP] をオンにします。
c. エフェメラルストレージには、必要なエフェメラルストレージの量を入力します。

Note

デフォルトでは、20 GiB の一時ストレージが使用されます。追加のエフェメラルスト
レージを使用するには、21 GiB から 100 GiB までの値を入力します。

d. [実行ロール] には、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)AWS エージェントが
お客様に代わって呼び出しを行うことができるタスク実行ロールを選択します。たとえば、
「ecsTaskExecutionロール」を選択できます。

3. コンテナ設定セクションでは、

a. [イメージ] には、コンテナの起動に使用されるイメージの名前を入力します。デフォルトで
は、Docker Hub レジストリのすべてのイメージを使用できます。他のリポジトリを repository-
url/image: tag 形式で指定することもできます。パラメータの最大長は 255 文字です。大文字、小
文字、数字、ハイフン (-)、アンダースコア (_)、コロン (:)、ピリオド (.)、スラッシュ (/)、および
数字 (#) を含めることができます。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セ
クションの Image にマッピングされ、IMAGE パラメータは docker run にマッピングされます。

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティン
グリソースのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。例え
ば、ArmDockerArmベースイメージはベースのコンピューティングリソースでのみ実行
することができます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージには、完全な、registry/
repository[:tag]registry/repository[@digest]または命名規則 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。

• Amazon ECR リポジトリ内のイメージには、registry/repository:tag完全な命名規則 
(などaws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app:latest) を使用
します。

• Docker ハブの公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例: ubuntu、mongo) を使用しま
す。
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• Docker ハブの他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例: amazon/amazon-
ecs-agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

b. コマンド構文には、「Bash」または「JSON」を選択します。
c. [Command] (コマンド) で、コンテナに渡すコマンドを指定します。このパラメータは、Docker 

Remote API のコンテナの作成セクションの Cmd にマッピングされ、COMMAND パラメータ
は docker run にマッピングされます。Docker CMD パラメータの詳細については、https:// 
docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してください。

Note

コマンドには、パラメータ置換のデフォルト値とプレースホルダーを使用できます。詳
細については、「パラメータ (p. 73)」を参照してください。

Tip

「情報」を選択して、Bash と JSON のコード例を確認してください。
d. (オプション) パラメータをキーと値のマッピングとしてジョブ定義に追加して、ジョブ定義のデ

フォルトを上書きできます。パラメータを追加するには:

• [パラメータ] で、[パラメータを追加] を選択します。キーと値のペアを入力して、もう一度 
[パラメータを追加] を選択します。

Important

[パラメータを追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定する
か、[パラメータの削除] を選択する必要があります。

e. (オプション) Job ロール設定の環境設定セクションで、AWS API を使用する権限を提供する IAM 
ロールを選択します。

f. [vCPUs] (vCPUs 環境設定) で、コンテナ用に予約する vCPU の数を指定します。このパラメー
タは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-
shares オプションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当し
ます。

g. [Memory] (メモリ) で、ジョブコンテナに適用されるメモリのハード制限 (MiB 単位) を指定しま
す。コンテナは、ここで指定したメモリを超えようとすると、停止されます。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプ
ションは docker run にマップされます。

h. (オプション) [環境変数] で、[環境変数の追加] を選択し、コンテナに渡す環境変数を追加します。
このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Env にマップされ、--
env オプションは docker run にマップされます。

4. [Next] (次へ) を選択します。

ジョブの作成
Fargate ジョブを作成するには、次の手順に従います。

1. 「名前」のJob 設定セクションで、ジョブに固有の名前を指定します。名前の最大長は 128 文字で
す。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができま
す。

2. [Next] (次へ) を選択します。
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確認と作成

確認と作成
「確認と作成」ページで、構成手順を確認します。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選択しま
す。完了したら、[リソースの作成] を選択します。

Amazon EKS の使用開始AWS Batch
AWS Batchon Amazon EKS は、バッチワークロードをスケジューリングして既存の EKS クラスターに
スケーリングするためのマネージドサービスです。 AWS Batchお客様に代わって EKS クラスターのライ
フサイクル操作を作成、管理、実行することはありません。 AWS Batchオーケストレーションは、AWS 
Batch管理するノードをスケールアップおよびスケールダウンし、そのノード上でポッドを実行します。

AWS BatchEKSAWS Batch クラスター内のコンピューティング環境に関連付けられていないノード、auto 
Scaling ノードグループ、またはポッドのライフサイクルには触れません。AWS Batchサービスにリンク
されたロールを効果的に動作させるには、既存の EKS (p. 262)Kubernetes クラスターでのロールベース
のアクセス制御 (RBAC) 権限が必要です。詳細については、Kubernetesドキュメントの「RBAC 認証の使
用」を参照してください。

AWS BatchKubernetesAWS Batchポッドをジョブとしてスコープできる名前空間が必要です。AWS Batch
ポッドを他のクラスターワークロードから分離するために、専用の名前空間を使用することをお勧めしま
す。

に RBAC アクセス権が付与され、名前空間が確立されたら、CreateComputeEnvironmentAPI 操作を使
用してその EKSAWS Batch クラスターをコンピューティング環境に関連付けることができます。AWS 
Batchジョブキューをこの新しいEKSコンピューティング環境に関連付けることができます。 AWS Batch
ジョブは SubmitJobAPI オペレーションを使用して EKS ジョブ定義に基づいてジョブキューに送信され
ます。 AWS Batch次に、AWS Batch管理対象ノードを起動し、KubernetesAWS Batchジョブキューから
ジョブをポッドとしてコンピューティング環境に関連付けられた EKS クラスターに配置します。

次のセクションでは、Amazon EKSAWS Batch での設定方法について説明します。

目次
• 前提条件 (p. 20)
• ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS Batch (p. 21)
• ステップ 2: Amazon EKS コンピューティング環境を作成する (p. 23)
• ステップ 3: ジョブキューを作成してコンピューティング環境をアタッチする (p. 25)
• ステップ 4: ジョブ定義を作成する (p. 25)
• ステップ 5: ジョブを送信する (p. 26)
• (オプション) オーバーライドを含むジョブを送信する (p. 26)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、Amazon EKS リソースと両方の作成と管理に必要な次のツールとリ
ソースを、AWS Batchインストールおよび設定しておく必要があります。

• AWS CLI – Amazon EKS など AWS のサービスを操作するためのコマンドラインツールです。この
ガイドでは、バージョン 2.8.6 以降または 1.26.0 以降の使用を想定しています。詳細については、
ユーザーガイドの、「AWS CLI のインストール、更新、およびアンインストールAWS Command Line 
Interface」を参照してください。AWS CLI のインストール後は、設定も行っておくことをお勧めし
ます。詳細については、 ユーザーガイドの「aws configure でクイック設定AWS Command Line 
Interface」を参照してください。
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AWS Batch ユーザーガイド
ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS Batch

• kubectl - Kubernetes クラスターを操作するためのコマンドラインツール。このガイドでは、バージョ
ン 1.23 以降の使用を想定しています。詳細については、Amazon EKSkubectl ユーザーガイドの「イ
ンストールまたは更新」を参照してください。

• eksctl – EKS クラスターで多くの個別のタスクを自動化するために使用するコマンドラインツー
ル。このガイドでは、バージョン 0.115.0 以降の使用を想定しています。詳細については、Amazon 
EKSeksctl ユーザーガイドの「インストールまたは更新」を参照してください。

• IAM からの必要なアクセス許可 – ここで使用する IAM セキュリティプリンシパルには、Amazon EKS 
の IAM ロールおよびサービスにリンクされたロール、AWS CloudFormation、ならびに VPC とその関
連リソースを操作するための権限が必要となります。詳細については、IAM ユーザーガイドの Amazon 
Elastic Kubernetes Service のアクション、リソース、および条件キーと、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。このガイドのすべての手順は、1 つのユーザーとして実行する必要があ
ります。

• EKS クラスターの作成 — 詳細については、Amazon EKSeksctl ユーザーガイドの「Amazon EKS ス
タートガイド」を参照してください。

Note

AWS Batchパブリックアクセスが可能で、パブリックインターネットにアクセスできる API 
サーバーエンドポイントを備えた EKS クラスターのみをサポートします。デフォルトで
は、EKS クラスター API サーバーエンドポイントにはパブリックアクセスがあります。詳細に
ついては、Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS ク
ラスターアクセスコントロール」を参照してください。

Note

AWS BatchCoreDNS やその他のデプロイメントポッドのマネージドノードオーケストレーショ
ンは提供しません。CoreDNS が必要な場合は、Amazon EKS ユーザーガイドの「CoreDNS 
Amazon EKS アドオンの追加」を参照してください。または、eksctl create cluster 
createを使用してクラスターを作成すると、デフォルトで CoreDNS が含まれます。

• 権限 — CreateComputeEnvironmentAPI 操作を呼び出して EKS リソースを使用するコンピュー
ティング環境を作成するユーザーには、eks:DescribeCluster API 操作に対する権限が必要で
す。AWS Management Consoleを使用して EKS リソースを使用してコンピュートリソースを作成する
には、eks:DescribeClusterとの両方に対する権限が必要ですeks:ListClusters。

ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS Batch
すべてのステップが必要です。

1. AWS Batchジョブ専用のネームスペースを作成

kubectlを使用して、新しい名前空間を作成します。

$ namespace=my-aws-batch-namespace
$ cat - <<EOF | kubectl create -f -
{ 
  "apiVersion": "v1", 
  "kind": "Namespace", 
  "metadata": { 
    "name": "${namespace}", 
    "labels": { 
      "name": "${namespace}" 
    } 
  }
}
EOF
namespace/my-aws-batch-namespace created
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ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS Batch

2. ロールベースのアクセス制御 (RBAC) によるアクセスを有効にする

KubernetesAWS Batchノードとポッドを監視できるようにするクラスターのロールを作成したり、
ロールをバインドしたりするために使用しますkubectl。これは EKS クラスターごとに 1 回実行す
る必要があります。

$ cat - <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata: 
  name: aws-batch-cluster-role
rules: 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["namespaces"] 
    verbs: ["get"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["nodes"] 
    verbs: ["get", "list", "watch"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["pods"] 
    verbs: ["get", "list", "watch"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["configmaps"] 
    verbs: ["get", "list", "watch"] 
  - apiGroups: ["apps"] 
    resources: ["daemonsets", "deployments", "statefulsets", "replicasets"] 
    verbs: ["get", "list", "watch"] 
  - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] 
    resources: ["clusterroles", "clusterrolebindings"] 
    verbs: ["get", "list"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata: 
  name: aws-batch-cluster-role-binding
subjects:
- kind: User 
  name: aws-batch
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef: 
  kind: ClusterRole 
  name: aws-batch-cluster-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/aws-batch-cluster-role created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/aws-batch-cluster-role-binding created

ポッドを管理およびライフサイクル化し、KubernetesAWS Batchバインドするための名前空間スコー
プのロールを作成します。これは、一意の名前空間ごとに 1 回実行する必要があります。

$ namespace=my-aws-batch-namespace
$ cat - <<EOF | kubectl apply -f - --namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata: 
  name: aws-batch-compute-environment-role
  namespace: ${namespace}
rules: 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["pods"] 
    verbs: ["create", "get", "list", "watch", "delete", "patch"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["serviceaccounts"] 
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ピューティング環境を作成する

    verbs: ["get", "list"] 
  - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] 
    resources: ["roles", "rolebindings"] 
    verbs: ["get", "list"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata: 
  name: aws-batch-compute-environment-role-binding
  namespace: ${namespace}
subjects:
- kind: User 
  name: aws-batch
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef: 
  kind: Role 
  name: aws-batch-compute-environment-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF
role.rbac.authorization.k8s.io/aws-batch-compute-environment-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/aws-batch-compute-environment-role-binding 
 created

Kubernetesaws-auth設定マップを更新して、前述の RBACAWS Batch 権限をサービスにリンクされ
たロールにマップします。

$ eksctl create iamidentitymapping \ 
    --cluster my-cluster-name \ 
    --arn "arn:aws:iam::<your-account>:role/AWSServiceRoleForBatch" \ 
    --username aws-batch
2022-10-25 20:19:57 [#]  adding identity "arn:aws:iam::<your-account>:role/
AWSServiceRoleForBatch" to auth ConfigMap

Note

aws-service-role/batch.amazonaws.com/パスがサービスにリンクされたロール ARN 
から削除されました。aws-authこれは構成マップの問題が原因です。詳細については、
「パスが設定されたロールは、の ARN にパスが含まれていると機能しない」を参照してくだ
さいaws-authconfigmap。

ステップ 2: Amazon EKS コンピューティング環境を
作成する
AWS Batchコンピューティング環境では、バッチワークロードのニーズを満たすコンピューティングリ
ソースパラメータを定義します。マネージドコンピューティング環境では、AWS Batch Amazon EKS クラ
スター内のコンピューティングリソース (Kubernetesノード) の容量とインスタンスタイプを管理します。
これは、コンピューティング環境の作成時に定義するコンピューティングリソースの仕様に基づいていま
す。EC2 オンデマンドインスタンスまたは EC2 スポットインスタンスを使用できます。

AWSServiceRoleForBatchサービスにリンクされたロールが Amazon EKS クラスターにアクセスできるよ
うになったので、AWS Batchリソースを作成できます。まず、Amazon EKS クラスターを指すコンピュー
ティング環境を作成します。

$ cat <<EOF > ./batch-eks-compute-environment.json
{ 
  "computeEnvironmentName": "My-Eks-CE1", 
  "type": "MANAGED", 
  "state": "ENABLED", 
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  "eksConfiguration": { 
    "eksClusterArn": "arn:aws:eks:<region>:123456789012:cluster/<cluster-name>", 
    "kubernetesNamespace": "my-aws-batch-namespace" 
  }, 
  "computeResources": { 
    "type": "EC2", 
    "allocationStrategy": "BEST_FIT_PROGRESSIVE", 
    "minvCpus": 0, 
    "maxvCpus": 128, 
    "instanceTypes": [ 
        "m5" 
    ], 
    "subnets": [ 
        "<eks-cluster-subnets-with-access-to-internet-for-image-pull>" 
    ], 
    "securityGroupIds": [ 
        "<eks-cluster-sg>" 
    ], 
    "instanceRole": "<eks-instance-profile>" 
  }
}
EOF
$ aws batch create-compute-environment --cli-input-json file://./batch-eks-compute-
environment.json

メモ

• serviceRoleパラメータを指定しないでください。指定すると、AWS Batchサービスにリンクされた
ロールが使用されます。 AWS BatchAmazonAWS Batch EKSでは、サービスにリンクされたロールのみ
をサポートしています。

• EKS コンピューティング環境では、BEST_FIT_PROGRESSIVESPOT_CAPACITY_OPTIMIZEDおよび割
り当て戦略のみがサポートされています。

• についてはinstanceRole、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS ノードの IAM ロールの作
成」を参照してください。ポッドネットワークを使用している場合は、Amazon EKS ユーザーガイド
の「サービスアカウントに IAMKubernetes ロールを使用するための Amazon VPC CNI プラグインの設
定」を参照してください。

• subnetsパラメータの有効なサブネットを取得する方法の 1 つは、Amazon EKSeksctl クラスターの
作成時に作成された Amazon EKS マネージドノードグループのパブリックサブネットを使用することで
す。それ以外の場合は、イメージのプルをサポートするネットワークパスを持つサブネットを使用して
ください。

• securityGroupIdsパラメータには、Amazon EKS クラスターと同じセキュリティグループを使用で
きます。このコマンドは、クラスターのセキュリティグループ ID を取得します。

$ aws eks describe-cluster \ 
    --name <cluster-name> \ 
    --query cluster.resourcesVpcConfig.clusterSecurityGroupId

• EKS コンピューティング環境のメンテナンスは共同責任です。詳細については、「Kubernetesノードの
責任分担 (p. 167)」を参照してください。

Important

先に進む前に、コンピューティング環境が正常であることを確認することが重要で
す。DescribeComputeEnvironmentsAPI オペレーションを使用してこれを行うことができます。

$ aws batch describe-compute-environments --compute-environments My-Eks-CE1
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statusパラメータがそうでないことを確認しますINVALID。もしそうなら、statusReason原
因のパラメータを見てください。詳細については、「AWS Batch のトラブルシューティン
グ (p. 286)」を参照してください。

ステップ 3: ジョブキューを作成してコンピューティ
ング環境をアタッチする
$ aws batch describe-compute-environments --compute-environments My-Eks-CE1

この新しいジョブキューに送信されたジョブは、コンピューティング環境に関連付けられた Amazon 
EKSAWS Batch クラスターに参加するマネージドノードでポッドとして実行されます。

$ cat <<EOF > ./batch-eks-job-queue.json 
 { 
    "jobQueueName": "My-Eks-JQ1", 
    "priority": 10, 
    "computeEnvironmentOrder": [ 
      { 
        "order": 1, 
        "computeEnvironment": "My-Eks-CE1" 
      } 
    ] 
  }
EOF
$ aws batch create-job-queue --cli-input-json file://./batch-eks-job-queue.json

ステップ 4: ジョブ定義を作成する
$ cat <<EOF > ./batch-eks-job-definition.json
{ 
  "jobDefinitionName": "MyJobOnEks_Sleep", 
  "type": "container", 
  "eksProperties": { 
    "podProperties": { 
      "hostNetwork": true, 
      "containers": [ 
        { 
          "image": "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2", 
          "command": [ 
            "sleep", 
            "60" 
          ], 
          "resources": { 
            "limits": { 
              "cpu": "1", 
              "memory": "1024Mi" 
            } 
          } 
        } 
      ] 
      "metadata": { 
        "labels": { 
          "environment": "test" 
        } 
      } 
    } 
  }
}
EOF
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$ aws batch register-job-definition --cli-input-json file://./batch-eks-job-definition.json

メモ

• 単一のコンテナジョブのみがサポートされます。
• cpumemoryおよびパラメータには考慮事項があります。詳細については、「Amazon EKSAWS Batch 

でのメモリと vCPU に関する考慮事項 (p. 171)」を参照してください。

ステップ 5: ジョブを送信する
$ aws batch submit-job --job-queue My-Eks-JQ1 \ 
    --job-definition MyJobOnEks_Sleep --job-name My-Eks-Job1
$ aws batch describe-jobs --job <jobId-from-submit-response>

メモ

• 単一のコンテナジョブのみがサポートされます。
• cpumemoryおよびパラメータに関連するすべての考慮事項をよく理解していることを確認してくださ

い。詳細については、「Amazon EKSAWS Batch でのメモリと vCPU に関する考慮事項 (p. 171)」を
参照してください。

• EKS リソースでのジョブの実行のさらなる詳細については、「」を参照してくださいAmazon EKS の
ジョブ (p. 34)。

(オプション) オーバーライドを含むジョブを送信する
このジョブを実行すると、コンテナに渡されるコマンドをオーバーライドします。

$ cat <<EOF > ./submit-job-override.json
{ 
  "jobName": "EksWithOverrides", 
  "jobQueue": "My-Eks-JQ1", 
  "jobDefinition": "MyJobOnEks_Sleep", 
  "eksPropertiesOverride": { 
    "podProperties": { 
      "containers": [ 
        { 
          "command": [ 
            "/bin/sh" 
          ], 
          "args": [ 
            "-c", 
            "echo hello world" 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  }
}
EOF
$ aws batch submit-job --cli-input-json file://./submit-job-override.json

メモ

• AWS Batchジョブの完了後にポッドを積極的にクリーンアップして、負荷を軽減しますKubernetes。
ジョブの詳細を確認するには、ログ記録を設定する必要があります。詳細については、「 CloudWatch 
ログを使用して Amazon EKSAWS Batch ジョブを監視する (p. 237)」を参照してください。
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(オプション) オーバーライドを含むジョブを送信する

• 操作の詳細を把握しやすくするには、Amazon EKS コントロールプレーンのロギングを有効にします。
詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS コン
トロールプレーンのロギング」を参照してください。

• Daemonsetsまた、kubeletsオーバーヘッドは利用可能な vCPU とメモリリソース、特にスケーリングと
ジョブの配置に影響します。詳細については、「Amazon EKSAWS Batch でのメモリと vCPU に関する
考慮事項 (p. 171)」を参照してください。
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ジョブ
ジョブは、AWS Batchで開始される作業の単位です。ジョブは、ECS クラスターの Amazon ECS コンテ
ナインスタンスで動作するコンテナ化されたアプリケーションとして呼び出すことができます。

コンテナ化されたジョブは、コンテナイメージ、コマンド、およびパラメータを参照できます。詳細につ
いては、「ジョブ定義のパラメータ (p. 72)」を参照してください。

多数の独立したシンプルなジョブを送信できます。

トピック
• ジョブを送信する (p. 28)
• ジョブの状態 (p. 30)
• AWS Batchジョブの環境変数 (p. 31)
• ジョブの再試行の自動化 (p. 32)
• Job 依存関係 (p. 33)
• Job タイムアウト (p. 33)
• Amazon EKS のジョブ (p. 34)
• 配列ジョブ (p. 36)
• マルチノードの並列ジョブ (p. 44)
• GPU ジョブ (p. 47)
• EKS リソースで GPU ベースのジョブを作成するには (p. 48)
• AWS Batchジョブの検索とフィルタリング (p. 51)
• Job ログ (p. 52)

ジョブを送信する
ジョブ定義の登録後、AWS Batchジョブとしてジョブキューに送信できます。ジョブ定義で指定されたパ
ラメータの多くは、実行時にオーバーライドできます。

ジョブを送信するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
4. [新しいジョブを送信] を選択します。
5. [Name] (名前) に、一意のジョブ定義名を入力します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および

小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
6. [Job 定義] で、ジョブの既存のジョブ定義を選択します。詳細については、「シングルノードのジョ

ブ定義を作成する  (p. 53)」を参照してください。
7. Job キューでは、既存のジョブキューを選択します。詳細については、「ジョブキューの作

成 (p. 120)」を参照してください。
8. [Job 依存関係] で、[Job 依存関係を追加] を選択します。

• [Job ID] には、任意の依存関係のジョブ ID を入力します。次に、[ジョブの依存関係を追加] を選
択します。ジョブには、最大 20 個の依存関係を含めることができます。詳細については、「Job 
依存関係 (p. 33)」を参照してください。

9. (配列ジョブのみ) [Array size] (配列サイズ) で、配列サイズを 2 から 10,000 の間で指定します。
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10. (オプション)「タグ」を展開し、「タグを追加」 を選択してリソースにタグを追加します。キーとオ
プションの値を入力して、[タグを追加] を選択します。

11. [次のページ] を選択します。
12. 「Job オーバーライド」セクションでは、

a.
（オプション）[スケジューリング優先度] に、0 ～ 100 のスケジューリング優先順位値を入力し
ます。値が大きいほど優先度が高くなります。

b. (オプション) [ジョブの試行] には、AWS BatchRUNNABLEジョブをあるステータスに移動させよ
うとする最大回数を入力します。1～10 の範囲で数値を入力できます。詳細については、「ジョ
ブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。

c. (オプション) [実行タイムアウト] に、タイムアウト値 (秒単位) を入力します。実行タイムアウト
は、未完了のジョブが終了するまでの時間です。試行時間がこの秒数を超過すると、ジョブは停
止し、FAILEDステータスに移動します。詳細については、「Job タイムアウト (p. 33)」を参
照してください。最小値は 60 秒です。

Important

Fargate リソースで実行されるジョブが 14 日を超えて実行することはできません。14 
日後、Fargate リソースが使用できなくなり、ジョブが終了する可能性があります。

d. (オプション) タグを伝播して、タグをジョブとジョブ定義から Amazon ECS タスクに伝播しま
す。

13. [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
14. (オプション)「再試行」戦略の条件には、「終了時に評価を追加」を選択します。少なくとも 1 つの

パラメータ値を入力してから、アクションを選択します。条件セットごとに、[アクション] を [再試
行] または [終了] に設定する必要があります。これらのアクションには次の意味があります。

• AWS Batch再試行 — 指定したジョブ試行回数に達するまで再試行します。
• Exit —AWS Batch ジョブの再試行を停止します。

Important

[終了時に評価を追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定し、[アクショ
ン] を選択するか、[終了時に評価を削除] を選択します。

15. 「パラメータ」で、「パラメータを追加」を選択し、パラメータ置換プレースホルダーを追加しま
す。次に、キーとオプションの値を入力します。

16. 「コンテナオーバーライド」セクションでは、

a. [Command] (コマンド) で、コンテナに渡すコマンドを指定します。単純なコマンドの場合は、コ
マンドプロンプトの場合と同じようにコマンドを入力します。より複雑なコマンド (特殊文字を
使用するなど) には、JSON 構文を使用してください。

b. [vCPUs] で、コンテナ用に予約する vCPUs の数を入力します。このパラメータは、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オプ
ションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。少なく
とも 1 つの vCPU を指定する必要があります。

c. [メモリ] には、コンテナで使用できるメモリ制限を入力します。コンテナは、ここで指定したメ
モリを超えようとすると、停止されます。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの
作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker run にマップされま
す。ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。

Note

リソース使用率を最大化するには、特定のインスタンスタイプのジョブにメモリ
を優先順位付けします。詳細については、「コンピューティングリソースメモリ管
理 (p. 170)」を参照してください。
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d. (オプション) [GPU の数] で、コンテナー用に予約する GPU の数を選択します。
e. (オプション) [環境変数] で [環境変数の追加] を選択し、環境変数を名前と値のペアとして追加し

ます。これらの変数は、コンテナに渡されます。
f. [次のページ] を選択します。
g. Job レビューについては、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編

集) を選択します。完了したら、[ジョブ定義の作成] を選択します。

ジョブの状態
AWS Batch ジョブキューにジョブを送信すると、ジョブは SUBMITTED 状態になります。その後、以下の
状態を経由して完了 (コード 0 で終了) または失敗 (0 以外のコードで終了) します。AWS Batch ジョブの
各状態は以下のとおりです。

SUBMITTED

キューに送信されたが、まだスケジューラーによって評価されていないジョブ。スケジューラは、
ジョブを評価し、他のジョブの正常な完了に依存するかどうか (未処理の依存関係があるかどうか) を
判断します。依存関係がある場合、ジョブの状態は PENDING に移行します。依存関係がない場合、
ジョブの状態は RUNNABLE に移行します。

PENDING

ジョブはキュー内にあり、別のジョブやリソースへの依存関係があるため、まだ実行できません。依
存関係が満たされると、ジョブの状態は RUNNABLE に移行します。

RUNNABLE

ジョブはキュー内にあり、未処理の依存関係はありません。したがって、ホストにスケジューリング
される準備ができています。この状態のジョブは、ジョブのキューにマッピングされたコンピュー
ティング環境のいずれかで十分なリソースが使用可能になり次第、開始されます。ただし、十分なリ
ソースが使用不可の場合、この状態が無限に続くことがあります。

Note

ジョブがに進まない場合はSTARTING、RUNNABLEジョブがステータスに行き詰まってい
る (p. 288)トラブルシューティングセクションのを参照してください。

STARTING

これらのジョブはホストにスケジュールされており、関連するコンテナ初期化操作が進行中です。
コンテナイメージがプルされてコンテナが稼働状態になると、ジョブの状態は RUNNING に移行しま
す。

RUNNING

ジョブは、コンピューティング環境内の Amazon ECS コンテナインスタンスでコンテナジョブとして
実行中です。ジョブのコンテナが終了すると、プロセス終了コードでジョブの正否が判定されます。
終了コードの 0 は成功を示し、ゼロ以外の終了コードは失敗を示します。試行が失敗したジョブの再
試行戦略に設定されている再試行回数が残っている場合は、ジョブの状態が RUNNABLE に移行しま
す。詳細については、「ジョブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。

Note

RUNNING CloudWatch ジョブのログはログにあります。ロググループはで/aws/batch/
job、ログストリーム名の形式は次のとおりですfirst200CharsOfJobDefinitionName/
default/ecs_task_id。この形式はfuture 変更される可能性があります。
RUNNINGジョブがステータスに達すると、DescribeJobsAPI オペレーションを使用してログ
ストリーム名をプログラムで取得できます。詳細については、Amazon Logs ユーザーガイド
の「 CloudWatch CloudWatch ログに送信されたログデータを表示する」を参照してくださ
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い。デフォルトでは、これらのログに有効期限はありません。ただし、保持期間は変更でき
ます。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「 CloudWatch ログの
ログデータ保持の変更」を参照してください。

SUCCEEDED

ジョブは、終了コード 0 で正常に完了しました。ジョブのジョブ状態は、AWS Batchに少なくとも 7 
日間保持されます。SUCCEEDED

Note

SUCCEEDED CloudWatch ジョブのログはログにあります。ロググループはで/aws/batch/
job、ログストリーム名の形式は次のとおりですfirst200CharsOfJobDefinitionName/
default/ecs_task_id。この形式はfuture 変更される可能性があります。
RUNNINGジョブがステータスに達すると、DescribeJobsAPI オペレーションを使用してログ
ストリーム名をプログラムで取得できます。詳細については、Amazon Logs ユーザーガイド
の「 CloudWatch CloudWatch ログに送信されたログデータを表示する」を参照してくださ
い。デフォルトでは、これらのログは期限切れになりません。ただし、保持期間は変更でき
ます。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「 CloudWatch ログの
ログデータ保持の変更」を参照してください。

FAILED

ジョブのすべての使用可能な試行が失敗しました。ジョブのジョブ状態は、AWS Batchに少なくとも 
7 日間保持されます。FAILED

Note

FAILED CloudWatch ジョブのログはログにあります。ロググループはで/aws/batch/
job、ログストリーム名の形式は次のとおりですfirst200CharsOfJobDefinitionName/
default/ecs_task_id。この形式はfuture 変更される可能性があります。
RUNNINGジョブがステータスに達すると、DescribeJobsAPI オペレーションを使用してその
ログストリームをプログラムで取得できます。詳細については、Amazon Logs ユーザーガイ
ドの「 CloudWatch CloudWatch ログに送信されたログデータを表示する」を参照してくださ
い。デフォルトでは、これらのログに有効期限はありません。ただし、保持期間は変更でき
ます。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「 CloudWatch ログの
ログデータ保持の変更」を参照してください。

AWS Batchジョブの環境変数
AWS Batchコンテナジョブに特定の環境変数を設定します。これらの環境変数は、ジョブ内のコンテナを
イントロスペクションします。これらの変数の値は、アプリケーションのロジックで使用できます。AWS 
BatchAWS_BATCH_設定するすべての変数はプレフィックスで始まります。これは保護された環境変数プレ
フィックスです。このプレフィックスは、ジョブ定義やオーバーライド内の独自の変数には使用できませ
ん。

ジョブコンテナでは、次の環境変数を使用できます。

AWS_BATCH_CE_NAME

この変数は、ジョブが置かれているコンピューティング環境の名前に設定されます。
AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX

この変数は、子配列ジョブでのみ設定されます。配列ジョブのインデックスは 0 から始まり、各子
ジョブは一意のインデックス番号を受け取ります。たとえば、10 の子を持つ配列ジョブのインデック
ス値は 0 〜 9 です。このインデックス値を使用して、配列ジョブの子がどのように区別されるかを制
御できます。詳細については、「チュートリアル: 配列ジョブインデックスを使用したジョブの差別化
の制御 (p. 40)」を参照してください。
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AWS_BATCH_JOB_ATTEMPT

この変数は、ジョブ試行番号に設定されます。最初の試行番号は 1 となります。詳細については、
「ジョブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。

AWS_BATCH_JOB_ID

この変数は、AWS Batch ジョブ ID に設定されます。
AWS_BATCH_JOB_KUBERNETES_NODE_UID

この変数は、ポッドが実行される Kubernetes クラスターにあるノードオブジェクトの Kubernetes 
UID として設定されます。この変数は、Amazon EKS S リソースで実行されるジョブのみに設定され
ます。詳細については、Kubernetesドキュメントの「UID」を参照してください。

AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEX

この変数は、マルチノードの並列ジョブでのみ設定されます。この変数は、ジョ
ブの主要なノードのインデックス番号に設定されます。アプリケーションコードで
は、AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEXAWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX個々のノードのをと比較
して、それがメインノードかどうかを判断できます。

AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_PRIVATE_IPV4_ADDRESS

この変数は、マルチノードのparallel ジョブの子ノードのみに設定されます。この変数はメインノード
には存在しませんが、ジョブのメインノードのプライベート IPv4 アドレスに設定されます。子ノード
のアプリケーションコードは、このアドレスを使用して主要なノードと通信できます。

AWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX

この変数は、マルチノードの並列ジョブでのみ設定されます。この変数は、ノードのノードインデッ
クス番号に設定されます。ノードインデックスは 0 で始まり、各ノードは一意のインデックス番号を
受け取ります。たとえば、10 の子を持つマルチノードの並列ジョブのインデックス値は 0 〜 9 です。

AWS_BATCH_JOB_NUM_NODES

この変数は、マルチノードの並列ジョブでのみ設定されます。この変数は、マルチノードparallel ジョ
ブに要求したノードの数に設定されます。

AWS_BATCH_JQ_NAME

この変数は、ジョブが送信されたジョブキューの名前に設定されます。

ジョブの再試行の自動化
ジョブおよびジョブ定義に再試行戦略を適用し、失敗したジョブを自動的に再試行できます。以下に示し
ているのは、可能な障害シナリオです。

• コンテナジョブのゼロ以外の終了コード
• Amazon EC2 インスタンスの障害または終了
• AWS サービスの内部エラーまたは停止

ジョブがジョブキューに送信され、RUNNING試行と見なされる状態になったとき。デフォルトでは、
各ジョブは 1 回の試行で SUCCEEDED または FAILED のいずれかの状態に移行します。ただし、
ジョブ定義とジョブ送信ワークフローの両方を使用して、1 ～ 10 回の再試行戦略を指定できます。
を指定するとevaluateOnExit (p. 99)、最大 5 つの再試行戦略を含めることができます。を指定し
てもevaluateOnExit、いずれのリトライ戦略も一致しない場合、ジョブは再試行されます。終了と
一致しないジョブの場合は、何らかの理由で終了する最後のエントリを追加してください。たとえ
ば、evaluateOnExitこのオブジェクトには、アクションがの 2RETRY つのエントリと、EXITアクショ
ンがの最後のエントリがあります。
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"evaluateOnExit": [ 
    { 
        "action": "RETRY", 
        "onReason": "AGENT" 
    }, 
    { 
        "action": "RETRY", 
        "onReason": "Task failed to start" 
    }, 
    { 
        "action": "EXIT", 
        "onReason": "*" 
    }
]

ランタイムに、AWS_BATCH_JOB_ATTEMPT 環境変数がコンテナの対応するジョブ試行番号に設定されま
す。最初の試行には番号が付けられ1、それ以降の試行には昇順で表示されます (2、3、4 など)。

たとえば、ジョブの試行が何らかの理由で失敗し、AWS_BATCH_JOB_ATTEMPT再試行設定で指定された
試行回数がその数より多いとします。その後、RUNNABLEジョブはステートに戻されます。詳細について
は、「ジョブの状態 (p. 30)」を参照してください。

Note

キャンセルまたは終了したジョブは再試行されません。また、ジョブ定義が無効であるために失
敗したジョブは再試行されません。

詳細については、「再試行戦略 (p. 99)」、「シングルノードのジョブ定義を作成する  (p. 53)」、お
よび「ジョブを送信する (p. 28)」を参照してください。

Job 依存関係
AWS Batchジョブを送信するときに、そのジョブが依存するジョブ ID を指定できます。この場合、AWS 
Batch スケジューラにより、ジョブは指定された依存関係が正常に完了した後にのみ実行されます。成功
すると、依存するジョブが PENDING から RUNNABLE に移行し、その後 STARTING、RUNNING と移行し
ます。いずれかのジョブ依存関係が失敗すると、依存するジョブは自動的に PENDING から FAILED に移
行します。

たとえば、ジョブ A は実行前に成功する必要がある他のジョブとの依存関係を最大 20 個記述できます。
その後、ジョブ A および他の 19 個のジョブに依存する追加ジョブを送信できます。

配列ジョブの場合、ジョブ ID を指定せずに SEQUENTIAL タイプの依存関係を指定できます。こうする
ことで各子配列ジョブがインデックス 0 から開始して連続的に完了します。また、ジョブ ID を使用して
N_TO_N タイプの依存関係を指定することもできます。この場合、このジョブの各インデックスの子は各
依存関係の対応するインデックスの子が完了するまで待機してから開始されます。詳細については、「配
列ジョブ (p. 36)」を参照してください。

依存関係を持つ AWS Batch ジョブを送信するには、「ジョブを送信する (p. 28)」を参照してくださ
い。

Job タイムアウト
この期間を超えてジョブが実行されると AWS Batch でジョブが終了するように、ジョブのタイムアウト
期間を設定できます。たとえば、15 分で完了することがわかっているジョブがあるとします。アプリケー
ションがループ状態に止まり、永続的に実行される場合に、止まったジョブを終了するためにタイムアウ
トを 30 分に設定できます。
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Important

デフォルトでは、AWS Batchジョブのタイムアウトはありません。ジョブのタイムアウトを定義
しない場合、ジョブはコンテナが終了するまで実行されます。

attemptDurationSeconds パラメータを指定します。ジョブ定義の際、またはジョブ送信時に行
い、60 秒以上にする必要があります。ジョブ試行の startedAt タイムスタンプからこの秒数が経過す
ると、ジョブは AWS Batch によって終了します。コンピューティングリソースで、ジョブのコンテナは
SIGTERM シグナルを受け取り、アプリケーションが適切にシャットダウンできるようにします。30 秒後
にコンテナがまだ実行されている場合、SIGKILL シグナルが送信されてコンテナを強制的にシャットダウ
ンします。

タイムアウトの終了はベストエフォートベースで処理されます。ジョブ試行がタイムアウトするタイミン
グでタイムアウトが終了するとは限りません (数秒長くかかることがあります)。アプリケーションで正確
にタイムアウトを実行する必要がある場合は、アプリケーション内にこのロジックを実装します。多数の
ジョブを同時にタイムアウトする場合、タイムアウトの終了は先入れ先出しキューとして行われ、ジョブ
はバッチで終了します。

Note

AWS Batchジョブの最大タイムアウト値はありません。

タイムアウト期間の超過で終了したジョブは再試行されません。ジョブ自体が原因でジョブ試行に失敗し
た場合、再試行が有効であれば再試行され、新しいジョブ試行のタイムアウトカウントダウンが開始しま
す。

Important

Fargate リソースで実行されるジョブは、14 日を超えて実行することはできません。タイムアウ
ト期間が 14 日を超えると、Fargate リソースが使用できなくなり、ジョブが終了します。

配列ジョブの場合、子ジョブは、親ジョブと同様にタイムアウト設定されています。

タイムアウト設定で AWS Batch ジョブを送信することについての詳細は、「ジョブを送信す
る (p. 28)」を参照してください。

Amazon EKS のジョブ
ジョブは、AWS Batchの機能の最小単位です。Amazon EKSAWS Batch one-to-one Kubernetes のジョ
ブにはポッドへのマッピングがあります。AWS Batchジョブ定義はジョブのテンプレートです。AWS 
BatchAWS Batchジョブを送信するときは、ジョブ定義を参照し、ジョブキューをターゲットにして、
ジョブの名前を指定します。Amazon EKSAWS Batch でのジョブのジョブ定義では、EKSProperties
パラメータは Amazon EKSAWS Batch 上のジョブがサポートするパラメータのセットを定義しま
す。SubmitJobリクエストでは、eksPropertiesOverrideこのパラメーターでいくつかの一般的なパラメー
ターをオーバーライドできます。これにより、複数のジョブにジョブ定義のテンプレートを使用でき
ます。ジョブが Amazon EKS クラスターにディスパッチされると、AWS Batchそのジョブはpodspec
(Kind: Pod) に変換されます。は、podspecAWS Batchいくつかの追加パラメータを使用して、ジョブ
のスケーリングとスケジュールが正しく行われるようにします。 AWS Batchラベルとテイントを組み合わ
せて、AWS Batchジョブが管理対象ノードでのみ実行され、他のポッドがそれらのノードで実行されない
ようにします。

Important

• hostNetworkパラメータが Amazon EKS ジョブ定義で明示的に設定されていない場合、AWS 
Batchポッドネットワークモードはデフォルトでホストモードになります。具体的には、次の設
定が適用されます:hostNetwork=trueとdnsPolicy=ClusterFirstWithHostNet。
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• AWS Batchポッドがジョブを完了した直後にジョブポッドをクリーンアップします。ポッ
ドアプリケーションログを表示するには、クラスターのロギングサービスを設定します。
詳細については、「 CloudWatch ログを使用して Amazon EKSAWS Batch ジョブを監視す
る (p. 237)」を参照してください。

実行中のジョブをポッドとノードにマップする
実行中のジョブのにはpodName、nodeName現在のジョブ試行に対応するパラメータが設定されていま
す。podPropertiesDescribeJobsAPI オペレーションを使用してこれらのパラメータを表示します。

以下は出力例です。

$ aws batch describe-jobs --job 2d044787-c663-4ce6-a6fe-f2baf7e51b04
{ 
 "jobs": [ 
  { 
   "status": "RUNNING", 
   "jobArn": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job/2d044787-c663-4ce6-a6fe-
f2baf7e51b04", 
   "jobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-definition/
MyJobOnEks_SleepWithRequestsOnly:1", 
   "jobQueue": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-queue/My-Eks-JQ1", 
   "jobId": "2d044787-c663-4ce6-a6fe-f2baf7e51b04", 
   "eksProperties": { 
    "podProperties": { 
     "nodeName": "ip-192-168-55-175.ec2.internal", 
     "containers": [ 
      { 
       "image": "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2", 
       "resources": { 
        "requests": { 
         "cpu": "1", 
         "memory": "1024Mi" 
        } 
       } 
      } 
     ], 
     "podName": "aws-batch.b0aca953-ba8f-3791-83e2-ed13af39428c" 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

再試行が有効になっているジョブでは、eksAttemptsDescribeJobs完了したすべての試行のANDがAPI操
作のリストパラメータに含まれます。podNamenodeNamepodNamenodeNamepodProperties現在実行
中の試行のおよびはオブジェクト内にあります。

実行中のポッドをそのジョブにマップし直す方法
ポッドには、jobIduuidそのポッドが属するコンピューティング環境のおよびを示すラベルが付いてい
ます。 AWS Batch環境変数を注入して、ジョブのランタイムがジョブ情報を参照できるようにします。詳
細については、「AWS Batchジョブの環境変数 (p. 31)」を参照してください。この情報を表示するに
は、次のコマンドを実行します。出力は次のとおりです。

$ kubectl describe pod aws-batch.14638eb9-d218-372d-ba5c-1c9ab9c7f2a1 -n my-aws-batch-
namespace
Name:         aws-batch.14638eb9-d218-372d-ba5c-1c9ab9c7f2a1
Namespace:    my-aws-batch-namespace
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Priority:     0
Node:         ip-192-168-45-88.ec2.internal/192.168.45.88
Start Time:   Wed, 26 Oct 2022 00:30:48 +0000
Labels:       batch.amazonaws.com/compute-environment-uuid=5c19160b-
d450-31c9-8454-86cf5b30548f 
              batch.amazonaws.com/job-id=f980f2cf-6309-4c77-a2b2-d83fbba0e9f0 
              batch.amazonaws.com/node-uid=a4be5c1d-9881-4524-b967-587789094647
...
Status:       Running
IP:           192.168.45.88
IPs: 
  IP:  192.168.45.88
Containers: 
  default: 
    Image:         public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2 
    ... 
    Environment: 
      AWS_BATCH_JOB_KUBERNETES_NODE_UID:  a4be5c1d-9881-4524-b967-587789094647 
      AWS_BATCH_JOB_ID:                   f980f2cf-6309-4c77-a2b2-d83fbba0e9f0 
      AWS_BATCH_JQ_NAME:                  My-Eks-JQ1 
      AWS_BATCH_JOB_ATTEMPT:              1 
      AWS_BATCH_CE_NAME:                  My-Eks-CE1

...

AWS BatchAmazon EKS ジョブがサポートする機能

Amazon EKSAWS BatchKubernetes で実行されるジョブにも共通する特定の機能は次のとおりです。

• Job 依存関係 (p. 33)
• 配列ジョブ (p. 36)
• Job タイムアウト (p. 33)
• ジョブの再試行の自動化 (p. 32)
• 公平配分のスケジューリング (p. 126)

KubernetesSecrets および ServiceAccounts

AWS BatchKubernetesSecrets参照をサポートし、ServiceAccounts. サービスアカウントの Amazon 
EKS IAM ロールを使用するポッドを設定できます。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイド
の「Kubernetesサービスアカウントを使用するようにポッドを設定する」を参照してください。

関連ドキュメント

• Amazon EKSAWS Batch でのメモリと vCPU に関する考慮事項 (p. 171)
• EKS リソースで GPU ベースのジョブを作成するには (p. 48)
• RUNNABLEジョブがステータスに行き詰まっている (p. 288)

配列ジョブ
配列ジョブは、ジョブ定義、vCPU、メモリなどの共通パラメータを共有するジョブです。複数のホスト
に分散され、同時に実行される可能性のある、関連しているが個別の基本ジョブの集合として実行されま
す。配列ジョブは、モンテカルロシミュレーションジョブ、パラメータスイープジョブ、大規模なレンダ
リングジョブなど、大量の並列ジョブを実行するもっとも効率的な方法です。

AWS Batch 配列ジョブは通常のジョブと同様に送信されます。ただし、配列内で実行する子ジョブの数を
定義する配列サイズ (2 ～ 10,000) を指定します。配列サイズが 1,000 以内のジョブを送信する場合は、
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単一ジョブが実行され 1,000 個の子ジョブが生成されます。配列ジョブは、すべての子ジョブを管理す
るリファレンスまたはポインタです。このように、単一のクエリで大規模なワークロードを送信できま
す。attemptDurationSecondsパラメータで指定されたタイムアウトは、各子ジョブに適用されます。
親アレイジョブにはタイムアウトはありません。

配列ジョブを送信すると、親の配列ジョブが通常の AWS Batch ジョブ ID を取得します。子ジョブのベー
ス ID はそれぞれ同じです。ただし、子ジョブの配列インデックスは、配列の最初の子ジョブの場合な
どexample_job_ID:0、親 ID の末尾に追加されます。

親アレイジョブにはSUBMITTED、、PENDINGFAILED、SUCCEEDEDまたはステータスを入力できます。
親アレイジョブは子ジョブに依存し、RUNNINGステータスが「RUNNABLEor」になることはありません。
ジョブの依存関係の詳細については、「」を参照してくださいJob 依存関係 (p. 33)。

実行時、AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX 環境変数がコンテナの対応するジョブ配列インデックス番号
に設定されます。最初の配列ジョブインデックスには番号が付けられ0、それ以降の試行は昇順になりま
す (1、2、3 など)。このインデックス値を使用して、配列ジョブの子がどのように区別されるかを制御
できます。詳細については、「チュートリアル: 配列ジョブインデックスを使用したジョブの差別化の制
御 (p. 40)」を参照してください。

配列ジョブの依存関係では、依存関係のタイプを指定できます (SEQUENTIAL または N_TO_N な
ど)。SEQUENTIAL タイプの依存関係 (ジョブ ID を指定しない) を指定できます。こうすることで各子配列
ジョブがインデックス 0 から開始して連続的に完了します。たとえば、配列サイズが 100 の配列ジョブを
送信する場合、依存関係を SEQUENTIAL タイプに指定すると、100 個の子ジョブが連続押して生成され、
最初の子ジョブが成功してから次の子ジョブが開始されます。以下の図で示すジョブ A は、配列サイズが 
10 である配列ジョブです。ジョブ A の子インデックスの各ジョブは、前の子ジョブに依存します。ジョ
ブ A:1 はジョブ A:0 が完了するまで開始できません。

また、アレイジョブのジョブ ID を使用して N_TO_N タイプの依存関係を指定することもできます。この
場合、このジョブの各インデックスの子は各依存関係の対応するインデックスの子が完了するまで待機し
てから開始されます。次の図は、Job A とJob B を示しています。それぞれ配列サイズが 10,000 の 2 つの
配列ジョブです。ジョブ B の子インデックスの各ジョブは、ジョブ A の対応するインデックスに依存しま
す。ジョブ B:1 はジョブ A:1 が完了するまで開始できません。
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親配列ジョブをキャンセルまたは終了した場合、子ジョブもすべてキャンセルまたは終了します。個々の
子ジョブを、他の子ジョブに影響を与えずにキャンセルまたは終了できます (FAILED ステータスに移動さ
せる)。ただし、子アレイジョブが (単独で、または手動でキャンセルまたは終了して) 失敗した場合、親
ジョブも失敗します。

配列ジョブのワークフローの例
AWS Batch を利用するお客様の一般的なワークフローは、前提条件となるセットアップジョブを実行
し、大量の入力タスクに対して一連のコマンドを実行した後、結果を集約し概略データを 、Amazon 
S3、DynamoDB、Amazon Redshiftまたは Aurora に書き込むジョブで完了します。

例:

• JobA: 配列ではない標準的なジョブです。Amazon S3 バケット BucketA 内のオブジェクトの高速リス
ト化およびメタデータ検証を実行します。SubmitJobJSON 構文は次のとおりです。

{ 
    "jobName": "JobA", 
    "jobQueue": "ProdQueue", 
    "jobDefinition": "JobA-list-and-validate:1"
}

• JobB: 10,000 コピーの配列ジョブ。このジョブは、BucketAに含まれる各オブジェクトに対して CPU 
負荷の高いコマンドを実行し、BucketB結果をにアップロードします。JobASubmitJobJSON 構文は次
のとおりです。

{ 
    "jobName": "JobB", 
    "jobQueue": "ProdQueue", 
    "jobDefinition": "JobB-CPU-Intensive-Processing:1", 
    "containerOverrides": { 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "type": "MEMORY", 
                "value": "4096" 
            }, 
            { 
                "type": "VCPU", 
                "value": "32" 
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            } 
        ] 
   } 
    "arrayProperties": { 
        "size": 10000 
    }, 
    "dependsOn": [ 
        { 
            "jobId": "JobA_job_ID" 
  } 
    ]
}

• JobC: JobB に、N_TO_N依存関係モデルで依存する 10,000JobB 個のコピーを持つ別の配列ジョ
ブです。メモリ負荷の高いコマンドをBucketB、内の各項目に対して実行し、メタデータを 
DynamoDBBucketC にアップロードします。SubmitJobJSON 構文は次のとおりです。

{ 
    "jobName": "JobC", 
    "jobQueue": "ProdQueue", 
    "jobDefinition": "JobC-Memory-Intensive-Processing:1", 
    "containerOverrides": { 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "type": "MEMORY", 
                "value": "32768" 
            }, 
            { 
                "type": "VCPU", 
                "value": "1" 
            } 
        ] 
   } 
    "arrayProperties": { 
        "size": 10000 
    }, 
    "dependsOn": [ 
        { 
            "jobId": "JobB_job_ID", 
            "type": "N_TO_N" 
        } 
    ]
}

• JobD: 10 個の検証ステップを実行する配列ジョブです。検証ステップはそれぞれ DynamoDB にクエリ
する必要があり、上記の Amazon S3 バケットのいずれかとやり取りする可能性があります。JobDの
各ステップは同じコマンドを実行します。ただし、AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX動作はジョブの
コンテナ内の環境変数の値によって異なります。これらの検証ステップは順番に実行されます (たとえ
ばJobD:0、その後JobD:1)。SubmitJobJSON 構文は次のとおりです。

{ 
    "jobName": "JobD", 
    "jobQueue": "ProdQueue", 
    "jobDefinition": "JobD-Sequential-Validation:1", 
    "containerOverrides": { 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "type": "MEMORY", 
                "value": "32768" 
            }, 
            { 
                "type": "VCPU", 
                "value": "1" 
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            } 
        ] 
   } 
    "arrayProperties": { 
        "size": 10 
    }, 
    "dependsOn": [ 
        { 
            "jobId": "JobC_job_ID" 
        }, 
        { 
            "type": "SEQUENTIAL" 
        }, 
  
    ]
}

• JobE: 最終的な配列ではないジョブです。シンプルなクリーンアップオペレーションをいくつか実行
し、パイプラインが完了したことおよび出力 URL へのリンクを記載したメッセージを含む Amazon 
SNS 通知を送信します。SubmitJobJSON 構文は次のとおりです。

{ 
    "jobName": "JobE", 
    "jobQueue": "ProdQueue", 
    "jobDefinition": "JobE-Cleanup-and-Notification:1", 
    "parameters": { 
        "SourceBucket": "s3://JobD-Output-Bucket", 
        "Recipient": "pipeline-notifications@mycompany.com" 
    }, 
    "dependsOn": [ 
        { 
            "jobId": "JobD_job_ID" 
        } 
    ]
}

チュートリアル: 配列ジョブインデックスを使用した
ジョブの差別化の制御
このチュートリアルでは、AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX環境変数を使用して子ジョブを区別する方法
を説明します。各子ジョブはこの変数に割り当てられます。この例では、子ジョブのインデックス番号
を使用して、ファイル内の特定の行を読み込みます。次に、その行番号に関連付けられたパラメータを、
ジョブのコンテナ内のコマンドで置き換えます。その結果、同じ DockerAWS Batch イメージとコマンド
引数を実行するジョブを複数持つことができます。ただし、配列ジョブインデックスが修飾子として使用
されるため、結果が異なります。

このチュートリアルでは、虹のすべての色を持つテキストファイルを作成します。次に、インデックスを
カラーファイルの行番号に使用できる値に変換する Dockerコンテナ 用のエントリポイントスクリプトを
作成します。インデックスはゼロから始まりますが、行番号は 1 から始まります。カラーファイルとイ
ンデックスファイルをコンテナイメージにコピーし、イメージの [ENTRYPOINT] をエントリポイントス
クリプトに設定する Dockerfile を作成します。Dockerfile とリソースは Amazon ECR にプッシュされる 
Docker イメージに組み込まれています。次に、新しいコンテナイメージを使用するジョブ定義を登録し、
そのジョブ定義で AWS Batch 配列ジョブを送信し、結果を表示します。

前提条件
このチュートリアルには、次のような前提条件があります。

40

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_SubmitJob.html


AWS Batch ユーザーガイド
チュートリアル: 配列ジョブインデックスの使用

• AWS Batch コンピューティング環境。詳細については、「コンピューティング環境の作成 (p. 142)」
を参照してください。

• AWS Batch ジョブキューおよび関連付けられたコンピューティング環境。詳細については、「ジョブ
キューの作成 (p. 120)」を参照してください。

• AWS CLI は、ローカルシステムにインストールされます。詳細については、「AWS Command Line 
Interface ユーザーガイド」の「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• Docker は、ローカルシステムにインストールされます。詳細については、Docker ドキュメントの
「Docker CE について」を参照してください。

ステップ 1: コンテナイメージを作成する
AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEXコマンドパラメータのジョブ定義でを使用できます。 ただし、エントリ
ポイントスクリプトで変数を使用するコンテナイメージを作成することをお勧めします。このセクション
では、そのようなコンテナイメージを作成する方法について説明します。

Docker コンテナイメージを構築するには

1. Docker イメージワークスペースとして使用する新しいディレクトリを作成し、そのディレクトリに移
動します。

2. WorkSpace ディレクトリで、「colors.txt」という名前のファイルを作成し、以下を貼り付けま
す。

red
orange
yellow
green
blue
indigo
violet

3. WorkSpace ディレクトリで、「print-color.sh」という名前のファイルを作成し、以下を貼り付
けます。

Note

配列インデックスは 0 から始まり、行番号は 1 から始まるため、LINE 変数は
AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX +1 に設定されます。COLOR 変数は、行番号に関連付けら
れている「colors.txt」の色に設定されます。

#!/bin/sh
LINE=$((AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX + 1))
COLOR=$(sed -n ${LINE}p /tmp/colors.txt)
echo My favorite color of the rainbow is $COLOR.

4. WorkSpaceDockerfile ディレクトリでという名前のファイルを作成し、次のコードを貼り付けま
す。この Dockerfile は、以前のファイルをコンテナにコピーし、コンテナの起動時に実行するように
エントリポイントスクリプトを設定します。

FROM busybox
COPY print-color.sh /tmp/print-color.sh
COPY colors.txt /tmp/colors.txt
RUN chmod +x /tmp/print-color.sh
ENTRYPOINT /tmp/print-color.sh

5. Docker イメージをビルドします。

docker build -t print-color .
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6. 次のスクリプトを使用してコンテナをテストします。このスクリプト
は、AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX変数をローカルで 0 に設定してからインクリメントして、7 つ
の子を持つ配列ジョブの動作をシミュレートします。

AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX=0
while [ $AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX -le 6 ]
do 
    docker run -e AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX=$AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX print-color 
    AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX=$((AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX + 1))
done

出力を次に示します。

My favorite color of the rainbow is red.
My favorite color of the rainbow is orange.
My favorite color of the rainbow is yellow.
My favorite color of the rainbow is green.
My favorite color of the rainbow is blue.
My favorite color of the rainbow is indigo.
My favorite color of the rainbow is violet.

ステップ 2: イメージを Amazon ECR にプッシュする
Docker コンテナを構築してテストしたので、それをイメージリポジトリにプッシュする必要がありま
す。この例では Amazon ECR を使用していますが、などの別のレジストリを使用することもできます 
DockerHub。

1. コンテナイメージを保存する Amazon ECR イメージを作成します。この例では AWS CLI を使用し
ていますが、任意の AWS Management Console を使用できます。詳細については、Amazon Elastic 
Container Registry ユーザーガイドの「リポジトリの作成」を参照してください。

aws ecr create-repository --repository-name print-color

2. 前のステップから返されたAmazon ECR リポジトリ URI を使用して、print-color イメージにタグ
を付けます。

docker tag print-color aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/print-color

3. Amazon ECR レジストリにログインします。詳細については、Amazon Elastic Container Registry 
ユーザーガイドの「レジストリの認証」を参照してください。

aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS \ 
    --password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

4. Amazon ECR にイメージをプッシュします。

docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/print-color

ステップ 3: ジョブ定義の作成と登録
Docker イメージがイメージレジストリにあるので、AWS Batch ジョブ定義で指定できます。次に、配列
ジョブを実行するために後でそれを使用できます。この例では、AWS CLI を使用します。ただし、AWS 
Management Console を使用することもできます。詳細については、「シングルノードのジョブ定義を作
成する  (p. 53)」を参照してください。
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ジョブ定義を作成するには

1. WorkSpace ディレクトリで、print-color-job-def.json という名前のファイルを作成し、以下
を貼り付けます。イメージリポジトリの URI を自分のイメージの URI に置き換えます。

{ 
  "jobDefinitionName": "print-color", 
  "type": "container", 
  "containerProperties": { 
    "image": "aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/print-color", 
    "resourceRequirements": [ 
        { 
            "type": "MEMORY", 
            "value": "250" 
        }, 
        { 
            "type": "VCPU", 
            "value": "1" 
        } 
    ] 
  }
}

2. AWS Batchジョブ定義をに登録します。

aws batch register-job-definition --cli-input-json file://print-color-job-def.json

ステップ 4: AWS Batch 配列ジョブの送信
ジョブ定義を登録したら、新しいコンテナイメージを使用する AWS Batch 配列ジョブを送信できます。

AWS Batch 配列ジョブを送信するには

1. WorkSpace ディレクトリで、「print-color-job.json」という名前のファイルを作成し、以下を
貼り付けます。

Note

この例では、AWS Batch 初回実行ウィザードによって作成されるデフォルトのジョブキュー
名を想定しています。ジョブキュー名が異なる場合は、first-run-job-queue の名前を
ジョブキュー名に置き換えます。

{ 
  "jobName": "print-color", 
  "jobQueue": "first-run-job-queue", 
  "arrayProperties": { 
    "size": 7 
  }, 
  "jobDefinition": "print-color"
}

2. AWS Batch ジョブキューにジョブを送信します。出力で返されるジョブ ID を書き留めておいてくだ
さい。

aws batch submit-job --cli-input-json file://print-color-job.json

3. ジョブのステータスを記述し、ジョブが SUCCEEDED に移動するのを待ちます。
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ステップ 5: 配列ジョブログの表示
SUCCEEDEDジョブがステータスに達すると、 CloudWatch ジョブのコンテナからログを表示できます。

Logs CloudWatch でジョブのログを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [Job queue] (ジョブキュー) で、キューを選択します。
4. [Status] (ステータス) セクションで、[succeeded] (成功) を選択します。
5. 配列ジョブのすべての子ジョブを表示するには、前のセクションで返されたジョブ ID を選択します。
6. ジョブのコンテナからログを表示するには、子ジョブのいずれかを選択し、[View logs] (ログの表示) 

を選択します。

7. 他の子ジョブのログを表示します。各ジョブは、虹の別の色を返します。

マルチノードの並列ジョブ
マルチノードparallel ジョブを使用して、複数の Amazon EC2 インスタンスにまたがる単一のジョブを実
行できます。AWS Batch複数ノードのparallel ジョブでは、Amazon EC2 リソースを直接起動、設定、管
理する必要なく、大規模で高性能コンピューティングアプリケーションと分散された GPU モデルトレー
ニングを実行できます。AWS Batchマルチノードparallel ジョブは、IP ベースのノード間通信をサポート
するすべてのフレームワークと互換性があります。例としては、Apache MXNet TensorFlow、Caffe2、
メッセージ・パッシング・インターフェイス (MPI) などがあります。

マルチノードの並行ジョブは、単一のジョブとして送信されます。ただし、ジョブ定義 (あるいは、ジョ
ブ送信ノードの上書き) は、ジョブに作成するノードの数および作成するノードグループを指定します。
各マルチノードの並列ジョブには主要なノードが含まれ、まずこれが起動されます。主要なノードが確立
したら、子ノードが起動されて開始します。ジョブは、メインノードが終了した場合にのみ終了します。
その後、すべての子ノードが停止します。詳細については、「ノードグループ (p. 45)」を参照してくだ
さい。

マルチノードのparallel ジョブノードはシングルテナントです。つまり、各 Amazon EC2 インスタンスご
とに単一のジョブコンテナのみが実行されます。

最終的なジョブステータス (SUCCEEDED あるいは FAILED) は、主要なノードの最終的なジョブス
テータスによって決定されます。マルチノードparallel ジョブのステータスを取得するには、ジョブ
を送信したときに返されたジョブ ID を使用してジョブを記述します。子ノードの詳細が必要な場
合は、各子ノードを個別に説明してください。(0 から開始)#N 表記を使用してノードを指定できま
す。たとえば、ジョブの 2 番目のノードの詳細にアクセスするには、AWS Batch DescribeJobsAPI 
オペレーションを使用して aws_batch_job_id #1 を記述します。マルチノードの並列ジョブの
started、stoppedAt、statusReason、exit 情報は、主要なノードから入力されます。
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ジョブの再試行を指定すると、メインノードで障害が発生すると、別の試行が実行されます。子ノードに
障害が発生しても、それ以上試行は行われません。マルチノードの並列ジョブの新しい試行ごとに、関連
付けられた子ノードに対応する試行が更新されます。

マルチノードparallel ジョブを実行するにはAWS Batch、アプリケーションコードに分散通信に必要なフ
レームワークとライブラリが含まれている必要があります。

環境変数
実行時に、AWS Batch各ノードはすべてのジョブが受け取る標準環境変数が設定されます。さらに、ノー
ドは、複数ノードのparallel ジョブに固有の次の環境変数を使用して構成されます。

AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEX

この変数は、ジョブの主要なノードのインデックス番号に設定されます。アプリケーションコードで
は、AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEXAWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX個々のノードのをと比較
して、それがメインノードかどうかを判断できます。

AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_PRIVATE_IPV4_ADDRESS

この変数は、マルチノードのparallel ジョブの子ノードのみに設定されます。この変数はメインノード
には存在しません。この変数は、ジョブの主要なノードのプライベート IPv4 アドレスに設定されま
す。子ノードのアプリケーションコードは、このアドレスを使用して主要なノードと通信できます。

AWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX

この変数は、ノードのノードインデックス番号に設定されます。ノードインデックスは 0 で始まり、
各ノードは一意のインデックス番号を受け取ります。たとえば、10 の子を持つマルチノードの並列
ジョブのインデックス値は 0 〜 9 です。

AWS_BATCH_JOB_NUM_NODES

この変数は、マルチノードの並列ジョブにリクエストしたノードの数に設定されます。

ノードグループ
ノードグループとは、すべて同じコンテナプロパティを共有するジョブノードの同一のグループです。を
使用してAWS Batch、ジョブごとに最大 5 つの異なるノードグループを指定できます。

各グループでは、独自のコンテナイメージ、コマンド、環境変数などを持つことができます。たとえば、
メインノードに 1 つのインスタンスと 5c5.xlargec5.xlarge つのインスタンスの子ノードを必要とす
るジョブを送信できます。これらの異なるノードグループはそれぞれ、ジョブごとに実行するさまざまな
コンテナーイメージまたはコマンドを指定できます。

または、ジョブ内のすべてのノードで 1 つのノードグループを使用することもできます。さらに、ア
プリケーションコードによって、メインノードや子ノードなどのノードロールを区別できます。これ
は、AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEX環境変数を独自のの値と比較することによって行われま
すAWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX。単一のジョブで、最大 1,000 個のノードを含めることができます。こ
れは、Amazon ECS クラスター内のインスタンスのデフォルト制限です。この制限の引き上げをリクエス
トできます。

Note

現在のところ、マルチノードの並列ジョブのすべてのノードグループでは、同じインスタンスタ
イプを使用する必要があります。

Job ライフサイクル
マルチノードparallel ジョブを送信すると、SUBMITTEDジョブはステータスになります。その後、ジョ
ブはジョブの依存関係が終了するまで待機します。RUNNABLEジョブもステータスに移行します。最後
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に、AWS Batchジョブの実行に必要なインスタンス容量をプロビジョニングし、これらのインスタンスを
起動します。

各マルチノードの並列ジョブには主要なノードが含まれます。主要なノードとは、送信したマルチノード
ジョブの結果を決定するために AWS Batch が監視する単一のサブタスクです。主要なノードと最初に起
動され、STARTING ステータスに移行します。attemptDurationSecondsパラメータで指定されたタイ
ムアウト値はジョブ全体に適用され、ノードには適用されません。

RUNNINGノードのコンテナが実行された後にメインノードがステータスに達すると、子ノードが起動さ
れ、STARTING子ノードもそのステータスに移行します。子ノードはランダムな順序で始まります。子
ノードの起動のタイミングや順序は保証できません。ノードのコンテナが実行されたあと、RUNNINGジョ
ブの全ノードが確実にその状態になるように、アプリケーションコードでAWS Batch API にクエリを実
行してメインノードと子ノードの情報を取得できます。あるいは、アプリケーションコードは、すべての
ノードがオンラインになるまで待ってから分散処理タスクを開始することもできます。主要なノードのプ
ライベート IP アドレスは、子ノードごとの AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_PRIVATE_IPV4_ADDRESS 環
境変数で利用可能です。アプリケーションコードでは、この情報を各タスク間の整合と通信に使用できま
す。

個別のノードが存在する場合、これらは終了コードに応じて SUCCEEDED あるいは FAILED に移行しま
す。主要なノードが終了すると、ジョブは完了したと見なされ、すべての子ノードは停止します。AWS 
Batch子ノードが停止しても、ジョブの他のノードに対しては何のアクションも実行しません。ノード数を
減らしてジョブを続行したくない場合は、これをアプリケーションコードに含める必要があります。これ
を行うと、ジョブが終了またはキャンセルされます。

コンピューティング環境の考慮事項
AWS Batch でマルチノードの並列ジョブを実行するためのコンピューティング環境を設定するときに、い
くつかの考慮事項があります。

• マルチノードparallel ジョブは、UNMANAGEDコンピューティング環境ではサポートされていません。
• マルチノードのparallel ジョブをコンピューティング環境に送信する場合、単一のアベイラビリティゾー

ンにクラスタープレイスメントグループを作成し、コンピューティングリソースに関連付けます。これ
により、論理的にグループ化されたインスタンス上のマルチノードparallel ジョブが、潜在的に高度な
ネットワークフローを備えた論理的にグループ化されたインスタンス上の並列ジョブを維持できます。
詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「プレイスメントグループ」の
「プレイスメントグループ」を参照してください。

• マルチノードparallel ジョブは、スポットインスタンスを使用するコンピューティング環境ではサポート
されていません。

• AWS Batch のマルチノードの並列ジョブは Amazon ECS awsvpc ネットワークモードを使用して、マ
ルチノードの並列ジョブコンテナに Amazon EC2 インスタンスと同じネットワークプロパティを付与
します。各マルチノードの並列ジョブコンテナは、独自の Elastic Network Interface、プライマリプライ
ベート IP アドレス、および内部の DNS ホスト名を取得します。ネットワークインターフェイスは、ホ
ストコンピューティングリソースと同じ VPC サブネットで作成されます。コンピューティングリソース
に適用されるすべてのセキュリティグループも同じく適用されます。詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパーガイドの「awsvpc ネットワークモードを使用したタスクネットワーキ
ング」を参照してください。

• コンピューティング環境には、関連するセキュリティグループが 5 つまでしか存在しない場合がありま
す。

• awsvpcネットワークモードでは、パブリック IP アドレスを使用するマルチノードparallel ジョブ用の
エラスティックネットワークインターフェイスは提供されません。インターネットにアクセスするに
は、NAT ゲートウェイを使用するよう設定されたプライベートサブネットでコンピューティングリソー
スを起動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 NAT ゲートウェイ を
参照してください。ノード間の通信には、プライベート IP アドレス、あるいはノードの DNS ホスト名
を使用する必要があります。パブリックサブネット内のコンピュートリソースで実行されるマルチノー
ドparallel ジョブには、アウトバウンドネットワークアクセスがありません。プライベートサブネットの 
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VPC および NAT ゲートウェイを作成するには、「仮想プライベートクラウドを作成する  (p. 243)」
を参照してください。

• コンピューティングリソースに作成およびアタッチされたエラスティックネットワークインターフェイ
スは、手動でデタッチしたり、ユーザーのアカウントを使って変更したりすることはできません。これ
は、実行中のジョブに関連付けられている Elastic Network Interface が誤って削除されないようにするた
めです。Elastic Network Interface を解放するには、ジョブを終了します。

• コンピューティング環境には、マルチノードの並列ジョブをサポートするために十分な最大数の vCPU 
があることが必要です。

• Amazon EC2 インスタンスのクォータには、ジョブを実行するために必要なインスタンスの数が含まれ
ます。たとえば、ジョブには 30 個のインスタンスが必要で、アカウントでは 1 つのリージョンで 20 個
のインスタンスしか実行できないとします。そうなると、RUNNABLEジョブがステータスにとらわれて
しまいます。

• マルチノードparallel ジョブのノードグループにインスタンスタイプを指定する場合、コンピューティン
グ環境はそのインスタンスタイプを起動する必要があります。

GPU ジョブ
GPU ジョブを使用して、インスタンスの GPU を使用するジョブを実行できます。

以下の Amazon EC2 GPU ベースのインスタンスタイプがサポートされています。詳細については、
「Amazon EC2 G3 インスタンス」、「Amazon EC2 G4 インスタンス」、「Amazon EC2 G5 インスタ
ンス」、「Amazon EC2 P2 インスタンス」、「Amazon EC2 P3 インスタンス」、および「Amazon EC2 
P4D インスタンス」を参照してください。

インスタンスタイ
プ

GPU GPU メモリ vCPUs メモリ ネットワーク帯域幅

g3s.xlarge 1 8 GiB 4 30.5 GiB 10 Gbps

g3.4xlarge 1 8 GiB 16 122 GiB 最大 10 Gbps

g3.8xlarge 2 16 GiB 32 244 GiB 10 Gbps

g3.16xlarge 4 32 GiB 64 488 GiB 25 Gbps

g4dn.xlarge 1 16 GiB 4 16 GiB 最大 25 Gbps

g4dn.2xlarge 1 16 GiB 8 32 GiB 最大 25 Gbps

g4dn.4xlarge 1 16 GiB 16 64 GiB 最大 25 Gbps

g4dn.8xlarge 1 16 GiB 32 128 GiB 50 Gbps

g4dn.12xlarge 4 64 GiB 48 192 GiB 50 Gbps

g4dn.16xlarge 1 16 GiB 64 256 GiB 50 Gbps

g5.xlarge 1 24 GiB 4 16 GiB 最大 10 Gbps

g5.2xlarge 1 24 GiB 8 32 GiB 最大 10 Gbps

g5.4xlarge 1 24 GiB 16 64 GiB 最大 25 Gbps

g5.8xlarge　 1 24 GiB 32 128 GiB 25 Gbps

g5.16xlarge 1 24 GiB 64 256 GiB 25 Gbps
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インスタンスタイ
プ

GPU GPU メモリ vCPUs メモリ ネットワーク帯域幅

g5.12xlarge 4 96 GiB 48 192 GiB 40 Gbps

g5.24xlarge 4 96 GiB 96 384 GiB 50 Gbps

g5.48xlarge 8 192 GiB 192 768 GiB 100 Gbps

p2.xlarge 1 12 GiB 4 61 GiB 高

p2.8xlarge 8 96 GiB 32 488 GiB 10 Gbps

p2.16xlarge 16 192 GiB 64 732 GiB 20 Gbps

p3.2xlarge 1 16 GiB 8 61 GiB 最大 10 Gbps

p3.8xlarge 4 64 GiB 32 244 GiB 10 Gbps

p3.16xlarge 8 128 GiB 64 488 GiB 25 Gbps

p3dn.24xlarge 8 256 GiB 96 768 GiB 100 Gbps

p4d.24xlarge 8 320 GiB 96 1152 GiB 4x100 Gbps

Note

の GPU ジョブでは、NVIDIA GPU をサポートし、x86_64 アーキテクチャを使用するインスタン
スタイプのみがサポートされますAWS Batch。たとえば、G4adG5gおよびインスタンスファミ
リーはサポートされていません。

ジョブ定義の [resourceRequirements] (p. 84) パラメータは、コンテナに固定される GPU の数
を指定します。この GPU の数は、そのジョブの期間中にインスタンスで実行される他のジョブで
は使用できません。GPU ジョブを実行するコンピューティング環境のすべてのインスタンスタイプ
はp2、、、、、p3p4g3g3sg4、g5またはインスタンスファミリーのものでなければなりません。これを
行わないと、GPU ジョブが RUNNABLE 状態で固まる可能性があります。

GPU を使用しないジョブは GPU インスタンスで実行できます。ただし、類似の GPU 以外のインスタン
スで実行するよりも、GPU インスタンスで実行する方がコストがかかる場合があります。特定の vCPU、
メモリ、および所要時間によっては、このような GPU を使用しないジョブによって GPU ジョブの実行が
ブロックされる場合があります。

EKS リソースで GPU ベースのジョブを作成するに
は

このセクションでは、Amazon EKS GPU ワークロードをで実行する方法について説明しますAWS 
Batch。

目次
• Amazon EKS で GPUKubernetes ベースのクラスターを作成するには (p. 49)
• Amazon EKS GPU ジョブ定義を作成するには (p. 50)
• Amazon EKS クラスターで GPU ジョブを実行するには (p. 51)

48

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/g5g/
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/g4/#Amazon_EC2_G4ad_instances


AWS Batch ユーザーガイド
Amazon EKS で GPUKubernetes 

ベースのクラスターを作成するには

Amazon EKS で GPUKubernetes ベースのクラスター
を作成するには
Amazon EKS で GPUKubernetes ベースのクラスターを作成する前に、の手順を完了しておく必要があり
ますAmazon EKS の使用開始AWS Batch (p. 20)。さらに、以下の点を考慮してください。

• AWS BatchNVIDIA GPU によるインスタンスタイプをサポートします。
• デフォルトでは、お使いの Amazon EKSKubernetes クラスターコントロールプレーンのバージョンと一

致するバージョンの Amazon EKS アクセラレーション AMIAWS Batch を選択します。

$ cat <<EOF > ./batch-eks-gpu-ce.json
{ 
  "computeEnvironmentName": "My-Eks-GPU-CE1", 
  "type": "MANAGED", 
  "state": "ENABLED", 
  "eksConfiguration": { 
    "eksClusterArn": "arn:aws:eks:<region>:<account>:cluster/<cluster-name>", 
    "kubernetesNamespace": "my-aws-batch-namespace" 
  }, 
  "computeResources": { 
    "type": "EC2", 
    "allocationStrategy": "BEST_FIT_PROGRESSIVE", 
    "minvCpus": 0, 
    "maxvCpus": 1024, 
    "instanceTypes": [ 
      "p3dn.24xlarge", 
      "p4d.24xlarge" 
    ], 
    "subnets": [ 
        "<eks-cluster-subnets-with-access-to-internet-for-image-pull>" 
    ], 
    "securityGroupIds": [ 
        "<eks-cluster-sg>" 
    ], 
    "instanceRole": "<eks-instance-profile>" 
  }
}
EOF

$ aws batch create-compute-environment --cli-input-json file://./batch-eks-gpu-ce.json

AWS BatchNVIDIAGPU デバイスプラグインをユーザーに代わって管理することはありません。このプ
ラグインを Amazon EKS クラスターにインストールし、AWS Batchノードをターゲットにできるように
する必要があります。詳細については、Kubernetes on での GPU Support の有効化を参照してください
GitHub。

NVIDIAAWS Batchノードをターゲットとするようにデバイスプラグイン (DaemonSet) を設定するには、
次のコマンドを実行します。

# pull nvidia daemonset spec
$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.12.2/nvidia-device-
plugin.yml
# using your favorite editor, add Batch node toleration
# this will allow the DaemonSet to run on Batch nodes
- key: "batch.amazonaws.com/batch-node" 
  operator: "Exists"

$ kubectl apply -f nvidia-device-plugin.yml
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コンピューティング環境とジョブキューの同じ組み合わせで、コンピューティングベース (CPU とメモリ) 
のワークロードと GPU ベースのワークロードを混在させることはお勧めしません。これは、コンピュー
ティングジョブが GPU 容量を使い果たす可能性があるためです。

ジョブキューをアタッチするには、次のコマンドを実行します。

$ cat <<EOF > ./batch-eks-gpu-jq.json 
 { 
    "jobQueueName": "My-Eks-GPU-JQ1", 
    "priority": 10, 
    "computeEnvironmentOrder": [ 
      { 
        "order": 1, 
        "computeEnvironment": "My-Eks-GPU-CE1" 
      } 
    ] 
  }
EOF

$ aws batch create-job-queue --cli-input-json file://./batch-eks-gpu-jq.json

Amazon EKS GPU ジョブ定義を作成するには
nvidia.com/gpu現時点ではのみがサポートされており、設定するリソース値は整数でなければなりま
せん。GPU の分数は使用できません。詳細については、Kubernetesドキュメントの「GPU のスケジュー
ル」を参照してください。

Amazon EKS の GPU ジョブ定義を登録するには、次のコマンドを実行します。

$ cat <<EOF > ./batch-eks-gpu-jd.json
{ 
    "jobDefinitionName": "MyGPUJobOnEks_Smi", 
    "type": "container", 
    "eksProperties": { 
        "podProperties": { 
            "hostNetwork": true, 
            "containers": [ 
                { 
                    "image": "nvcr.io/nvidia/cuda:10.2-runtime-centos7", 
                    "command": ["nvidia-smi"], 
                    "resources": { 
                        "limits": { 
                            "cpu": "1", 
                            "memory": "1024Mi", 
                            "nvidia.com/gpu": "1" 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}
EOF

$ aws batch register-job-definition --cli-input-json file://./batch-eks-gpu-jd.json
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Amazon EKS クラスターで GPU ジョブを実行するに
は
GPU リソースは圧縮できません。 AWS Batchリクエストの値が制限の値と等しい GPU ジョブのポッドス
ペックを作成します。Kubernetesこれは必須です。

GPU ジョブを送信するには、次のコマンドを実行します。

$ aws batch submit-job --job-queue My-Eks-GPU-JQ1 --job-definition MyGPUJobOnEks_Smi --job-
name My-Eks-GPU-Job

# locate information that can help debug or find logs (if using Amazon CloudWatch Logs with 
 Fluent Bit)
$ aws batch describe-jobs --job <job-id> | jq '.jobs[].eksProperties.podProperties | 
 {podName, nodeName}'
{ 
  "podName": "aws-batch.f3d697c4-3bb5-3955-aa6c-977fcf1cb0ca", 
  "nodeName": "ip-192-168-59-101.ec2.internal"
}

AWS Batchジョブの検索とフィルタリング
AWS Batchコンソールを使用して、ジョブキュー内のジョブを一覧表示できます。ただし、ジョブキュー
に多数のジョブがある場合、特定のジョブを見つけるのが難しい場合があります。

検索とフィルタリングを使用して、指定した検索条件に一致するジョブを一覧表示できます。

1. AWS Batch コンソールを開きます。
2. [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [検索とフィルタリング] をオンにします。

Note

ジョブが複数ある場合、このプロセスには数分かかることがあります。
4. [ジョブキューを選択してください] ボックスで、ジョブキューを選択します。 検索したいもの。
5. [プロパティまたは値でリソースを絞り込む] ボックスで、一覧表示されているプロパティのいずれか

を選択します。
6. 使用するオペレータを選択します。たとえば、[状態] を選択します。 =。

Tip

別のプロパティまたは演算子を使用するには、現在の条件を閉じてください。次に、目的の
プロパティとオペレータを選択します。

7. プロパティ値を入力または選択します。たとえば、ジョブ名の全部または一部を入力するか、Status 
= RUNNABLE を選択します。

8. フィルターされたリストで目的のジョブを選択します。

Tip

目的のジョブが表示されない場合は、フィルタリングされたリストをスクロールします。
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Job ログ
CloudWatch Logs にログ情報を送信するように、AWS Batchジョブを設定できます。これにより、1 つの
便利な場所でジョブからのさまざまなログを表示できます。詳細については、「 CloudWatch ログをで使
うAWS Batch (p. 234)」を参照してください。

AWS Batchコンソールのジョブログを使用して、AWS Batchジョブの監視やトラブルシューティングを行
うこともできます。

1. AWS Batch コンソールを開きます。
2. [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [Job キュー] で、目的のジョブキューを選択します。

Tip

ジョブキューに複数のジョブがある場合は、検索とフィルタリングを有効にすると、ジョブ
をすばやく見つけることができます。詳細については、「AWS Batchジョブの検索とフィル
タリング (p. 51)」を参照してください。

4. 「ステータス」で、希望するジョブのステータスを選択します。
5. 希望するジョブを選択してください。
6. 「詳細」ページで、「Job ログ」までスクロールします。
7. [ログを取得] を選択します。
8. 「承認が必要」と入力しOK、「承認」 CloudWatch を選択してAmazonの請求を受け付けます。

Note

CloudWatch 請求の承認を取り消すには:

1. 左のナビゲーションペインで [権限] を選択します。
2. Job ログについては、「編集」 を選択します。
3. 「Batch の使用を承認」 CloudWatch チェックボックスをオフにします。
4. [変更の保存] を選択します。

9. AWS Batchジョブのログデータを確認します。

Tip

キーワード、最大結果、およびソートに基づいてログをフィルタリングできます。デフォル
トの時間間隔のいずれかを選択するか、カスタム間隔を作成して結果をカスタマイズするこ
ともできます。
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ジョブ定義
AWS Batch のジョブ定義は、ジョブの実行方法を指定します。各ジョブはジョブ定義を参照する必要があ
りますが、ジョブ定義に指定されているパラメータの多くはランタイムに上書きできます。

目次
• シングルノードのジョブ定義を作成する  (p. 53)
• マルチノードの並列ジョブ定義を作成する (p. 63)
• ジョブ定義テンプレート (p. 67)
• ジョブ定義のパラメータ (p. 72)
• awslogs ログドライバーを使用する (p. 101)
• 機密データの指定 (p. 104)
• Amazon EFS ボリューム (p. 112)
• ジョブ定義の例 (p. 116)

ジョブ定義には以下のような属性が指定されています。

• ジョブのコンテナで使用する Docker イメージ
• コンテナで使用する vCPU の数とメモリの量
• コンテナの開始時に実行するコマンド
• コンテナの開始時に渡す環境変数 (ある場合)
• コンテナで使用するデータボリューム
• ジョブで AWS アクセス許可の取得に使用する IAM ロール (ある場合)

ジョブ定義で使用できるパラメータの詳細については、「ジョブ定義のパラメータ (p. 72)」を参照して
ください。

シングルノードのジョブ定義を作成する
AWS Batch でジョブを実行する前に、ジョブ定義を作成する必要があります。このプロセスは、シング
ルノード並列ジョブとマルチノードparallel ジョブで少し異なります。このトピックでは、マルチノード
parallel ジョブ以外のAWS Batchジョブのジョブ定義の作成を対象としています。

マルチノードのparallel ジョブ定義の作成を対象としています。詳細については、「the section called “マ
ルチノードの並列ジョブ定義を作成する” (p. 63)」を参照してください。

トピック
• Amazon EC2 リソースでの単一ノードジョブ定義の作成 (p. 53)
• AWS Fargateリソース上の単一ノードジョブ定義の作成 (p. 57)
• Amazon EKS リソースでの単一ノードジョブ定義の作成 (p. 60)

Amazon EC2 リソースでの単一ノードジョブ定義の作
成
Amazon EC2 リソースで新しいジョブ定義を作成するには:

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
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2. ナビゲーションバーから、AWS リージョン使用するを選択します。
3. 左のナビゲーションペインの [Job definition] (ジョブ定義) を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を選択します。
6. EC2 プラットフォーム設定では、[マルチノードparallel 処理を有効にする] をオフにします。
7. [Name] (名前) に、一意のジョブ定義名を入力します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および

小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
8. (オプション) [実行タイムアウト] に、タイムアウト値 (秒単位) を入力します。実行タイムアウト

は、未完了のジョブが終了するまでの時間です。試行時間がこの秒数を超過すると、ジョブは停止
し、FAILEDステータスに移行されます。詳細については、「Job タイムアウト (p. 33)」を参照して
ください。最小値は 60 秒です。

9. (オプション) スケジュールの優先度をオンにします。0 ～ 100 のスケジューリング優先順位値を入力
します。値が大きいほど優先度が高くなります。

10. (オプション) [Job 試行] には、AWS BatchRUNNABLEジョブをステータスに移行させようとする回数を
入力します。1 ～ 10 の数字を入力します。

11. (オプション)「再試行」戦略の条件には、「終了時に評価を追加」を選択します。少なくとも 1 つの
パラメータ値を入力してから、アクションを選択します。条件セットごとに、[アクション] を [再試
行] または [終了] に設定する必要があります。これらのアクションには次の意味があります。

• AWS Batch再試行 — 指定したジョブ試行回数に達するまで再試行します。
• Exit —AWS Batch ジョブの再試行を停止します。

Important

[終了時に評価を追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定し、[アクショ
ン] を選択するか、[終了時に評価を削除] を選択する必要があります。

12. (オプション)「タグ」を展開し、「タグを追加」 を選択してリソースにタグを追加します。キーとオ
プションの値を入力して、[タグを追加] を選択します。

13. (オプション) タグをジョブとジョブ定義から Amazon ECS タスクに伝播します。
14. [次のページ] を選択します。
15. コンテナ設定セクションでは、

a. [Image] (Dockerイメージ) で、ジョブに使用するイメージを選択します。デフォルトで
は、Docker Hubレジストリのイメージを使用できます。repository-url/image:tag で他の
リポジトリを指定することもできます。名前の最大長は 225 文字です。大文字、小文字、小文
字、小文字、コロン (:)、コロン (:)、コロン (:)、コロン (:)、コロン (:)、コロン (#) を含めること
ができます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの Image
および docker run の IMAGE パラメータにマップされます。

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティングリソー
スのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。例えば、ArmDocker
ベースイメージは、Armベースのコンピューティングリソースでのみ実行することがで
きます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージでは、完全な、registry/
repository[:tag]registry/repository[@digest]または命名規則 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。

• Amazon ECR リポジトリ内のイメージでは、registry/repository[:tag]完全な命名規則 
(例:aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app:latest) を使用
します。
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• 公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例:mongo)Docker Hub を使用します。ubuntu

• Docker Hub上の他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例:amazon/amazon-
ecs-agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

b. コマンド構文には、「Bash」または「JSON」を選択します。
c. [Command] (コマンド) で、コンテナに渡すコマンドを指定します。簡単なコマンドの場合は、コ

マンドプロンプトの場合と同じようにコマンドを入力します。次に、JSON結果が正しく、に渡
されていることを確認しますDocker daemon。より複雑なコマンド (特殊文字を含むものなど) の
場合は、JSON 構文を使用します。

Tip

Info を選択すると、BashJSONサンプルを表示およびコーディングできます。

このパラメータは、Docker Remote API (Docker リモート API) の [Create a container] (コンテ
ナの作成) の Cmd にマッピングされ、COMMAND パラメータは docker run にマッピングされま
す。DockerCMDパラメータの詳細については、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/ 
#cmd を参照してください。

Note

コマンドには、パラメータ置換のデフォルト値とプレースホルダーを使用できます。詳
細については、「パラメータ (p. 73)」を参照してください。

d. (オプション) 実行ロールでは、ユーザーに代わってAWS API コールを実行するアクセス許可を 
Amazon ECS コンテナエージェントに付与する IAM ロールを指定します。この機能では、タ
スク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスク実行 IAM ロール」を参照してください。

e. [Job role] (ジョブロール) で、AWS API へのアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。この
機能では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してください。

Note

ここには、[Amazon Elastic Container Service Task Role] 信頼関係があるロールの
みが表示されます。AWS Batch ジョブの IAM ロールの作成に関する詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール
とポリシーの作成」を参照してください。

16. 「パラメータ」で「パラメータを追加」を選択し、パラメータ置換プレースホルダーをキーとオプ
ションの値のペアとして追加します。

17. 「環境設定」セクションでは、

a. [vCPUs] で、コンテナ用に予約する vCPUs の数を入力します。このパラメータは、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オプ
ションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。少なく
とも 1 つの vCPU を指定する必要があります。

b. [メモリ] に、コンテナで使用可能なメモリ制限を入力します。コンテナは、ここで指定したメモ
リを超えようとすると、停止されます。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作
成セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker run にマップされます。
ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。

Note

リソース使用率を最大化するには、特定のインスタンスタイプのジョブにメモリを優先
順位付けする必要があります。詳細については、「コンピューティングリソースメモリ
管理 (p. 170)」を参照してください。

c. [Container] (GPU) で、コンテナ用に予約する GPU の数を選択します。
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d. (オプション) [環境変数] で [環境変数の追加] を選択し、環境変数を名前と値のペアとして追加し
ます。これらの変数はコンテナに渡されます。

e. (オプション) シークレットについては、「シークレットを追加」を選択し、シークレットを名前
と値のペアとして追加します。これらのシークレットはコンテナに公開されます。詳細について
は、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」を参照してください。

18. [次のページ] を選択します。
19. Linux設定セクションでは、

a. [User] (ユーザー) に、コンテナ内で使用するユーザー名を入力します。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの User にマップされ、--user オプショ
ンは docker run にマップされます。

b. (オプション) ホストインスタンスに対する昇格されたアクセス許可 (rootユーザーと同様) を
ジョブコンテナに付与するには、Privileged スライダーを右にドラッグします。このパラメー
タは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Privileged にマップされ、--
privileged オプションは docker run にマップされます。

c. (オプション) コンテナ内のプロセスを実行するには、「initinit プロセスを有効にする」をオン
にします。このプロセスは信号を転送し、プロセスを利用します。

20. (オプション) ファイルシステム設定セクションで:

a. [読み取り専用ファイルシステムを有効にする] をオンにして、ボリュームへの書き込みアクセス
を削除します。

b. [共有メモリサイズ] (MiB) で、/dev/shmボリュームのサイズを (MiB) で入力します。
c. [最大スワップサイズ] (MiB) で、コンテナが使用できるスワップメモリの合計容量 (MiB) を入力し

ます。
d. [スワップ動作] (スワップ動作) で、コンテナのスワップ動作を示す 0 ～ 100 の値を入力します。

値を指定せずにスワップを有効にすると、この値はデフォルトで 60 になります。詳細について
は、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「スワップ動作 (p. 78)」を参照してください。

e. (オプション) [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
f. (オプション) Tmpfs の場合は、「tmpfs を追加」tmpfs を選択してマウントを追加します。
g. (オプション)「デバイス」で、「デバイスを追加」を選択してデバイスを追加します。

i. [Container path] (コンテナパス) で、コンテナインスタンスでのデバイスのパスを指定しま
す。このパスは、ホストインスタンスにマッピングされたデバイスを公開するために使用さ
れます。空白にすると、ホストパスがコンテナで使用されます。

ii. [Host path] (ホストパス) で、ホストインスタンスでのデバイスのパスを指定します。
iii. [Permissions] (アクセス許可) で、デバイスに適用する 1 つ以上のアクセス許可を選択しま

す。使用可能な権限は、読み取り、書き込み、MKNOD です。
h. (オプション) ボリューム設定では、「ボリュームを追加」を選択し、コンテナに渡すボリューム

のリストを作成します。ボリュームの名前とソースパスを入力し、[ボリュームを追加] を選択し
ます。EFS を有効にするオプションも選択できます。

i. (オプション)「マウントポイント」で、「マウントポイント構成を追加」を選択し、データボ
リュームのマウントポイントを追加します。ソースボリュームとコンテナパスを指定する必要が
あります。これらのマウントポイントは、Docker daemonコンテナインスタンス上のに渡されま
す。ボリュームを読み取り専用にすることもできます。

j. (オプション) Ulimits 設定では、「ulimit を追加」ulimits を選択してコンテナの値を追加しま
す。[名前]、[ソフトリミット]、[ハードリミット] の値を入力して、[Ulimit を追加] を選択します。

21. (オプション)「ロギング設定」セクションでは、

a. [ログドライバー] (ログドライバー) で、使用するログドライバーを選択します。使用できるログ
ドライバーの詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「logDriver (p. 80)」を参
照してください。
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Note

デフォルトでは、awslogs ログドライバーが使用されます。
b. [オプション] で、[オプションを追加] を選択してオプションを追加します。名前と値のペアを入

力して、[オプションを追加] を選択します。
c. [シークレット] で、[シークレットを追加] を選択します。名前と値のペアを入力し、[Add secret] 

を選択してシークレットを追加します。

Tip

詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」を参
照してください。

22. [次のページ] を選択します。
23. Job 定義を確認するには、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を

選択します。完了したら、[Create definition] (ジョブ定義を作成) を選択します。

AWS Fargateリソース上の単一ノードジョブ定義の作
成
AWS Fargateリソースで新しいジョブ定義を作成するには:

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. 上部のナビゲーションバーから、AWS リージョン使用するを選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Job 定義] を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、「Fargate」を選択します。詳細については、「AWS Fargate 上

の AWS Batch (p. 183)」を参照してください。
6. [Name] (名前) に、一意のジョブ定義名を入力します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および

小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
7. (オプション) [実行タイムアウト] に、タイムアウト値 (秒単位) を入力します。実行タイムアウト

は、未完了のジョブが終了するまでの時間です。試行時間がこの秒数を超過すると、ジョブは停止
し、FAILEDステータスに移行します。詳細については、「Job タイムアウト (p. 33)」を参照してく
ださい。最小値は 60 秒です。

8. (オプション) スケジュールの優先度をオンにします。0 ～ 100 のスケジューリング優先順位値を入力
します。値が大きいほど、低い値よりも優先されます。

9. (オプション)「タグ」を展開し、「タグを追加」 を選択してリソースにタグを追加します。タグを伝
達 (Propagate tags) をオンにすると、ジョブとジョブの定義からタグが伝達されます。

10. Fargate プラットフォーム設定セクションでは、

a. Fargate プラットフォームバージョンの場合は、LATESTまたは特定のランタイム環境バージョン
を入力します。

b. (オプション) [パブリック IP] をオンにして、Fargate ジョブネットワークインターフェイスにパ
ブリック IP アドレスを割り当てます。プライベートサブネットで動作しているジョブがインター
ネットにアウトバウンドトラフィックを送信するためには、プライベートサブネットに NAT ゲー
トウェイをインターネットへのルートリクエストに接続する必要があります。コンテナイメー
ジをプルできるように、この操作を行う必要がある場合があります。詳細については、Amazon 
Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS のタスクネットワーキング」を
参照してください。

c. (オプション) エフェメラルストレージには、タスクに割り当てるエフェメラルストレージの量
を入力します。エフェメラルストレージの容量は 21 GiB から 200 GiB の間でなければなりませ
ん。デフォルトでは、値を指定しない場合は20 GiBの一時ストレージが割り当てられます。
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Note

エフェメラルストレージには、Fargate プラットフォームバージョン 1.4 以降が必要で
す。

d. [実行ロール] で、ユーザーに代わってAWS API コールを実行するためのアクセス許可を Amazon 
ECS コンテナと Fargate エージェントに付与する IAM ロールを指定します。この機能で
は、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。設定の前提条件を含む詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスク実行 IAM 
ロール」を参照してください。

e. [Job 試行回数] には、AWS BatchRUNNABLEジョブをあるステータスに移動させようとする回数
を入力します。1～10 の間の数値を入力します。

f. (オプション)「再試行」戦略の条件で、「終了時に評価を追加」を選択します。少なくとも 1 つ
のパラメータ値を入力してから、アクションを選択します。条件セットごとに、[アクション] を 
[再試行] または [終了] に設定する必要があります。これらのアクションには次の意味がありま
す。

• AWS Batch再試行 — 指定したジョブ試行回数に達するまで再試行します。
• Exit —AWS Batch ジョブの再試行を停止します。

Important

[終了時に評価を追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定してアク
ションを選択するか、[終了時に評価を削除] を選択する必要があります。

11. [次のページ] を選択します。
12. コンテナ設定セクションでは、

a. [Image] (イメージ) で、ジョブに使用する Docker イメージを選択します。デフォルトで
は、Docker Hub レジストリのイメージを使用できます。repository-url/image:tag で他の
リポジトリを指定することもできます。名前の最大長は 225 文字です。大文字、小文字、数字、
ハイフン (-)、アンダースコア (_)、コロン (:)、ピリオド (.)、スラッシュ (/)、および数字 (#) を含
めることができます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクション
の Image および docker run の IMAGE パラメータにマップされます。

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティングリソー
スのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、ArmDocker
ベースイメージは、Armベースのコンピューティングリソースでのみ実行することがで
きます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリのイメージでは、完全な、registry/
repository[:tag]registry/repository[@digest]または命名規則 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。

• Amazon ECR リポジトリ内のイメージでは、registry/repository[:tag]完全な命名規則 
(などaws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app:latest) を使用
します。

• 公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例:ubuntu、mongo)Docker Hub を使用します。
• Docker Hub上の他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例:amazon/amazon-
ecs-agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

b. コマンド構文には、「Bash」または「JSON」を選択します。
c. [Command] (コマンド) で、コンテナに渡すコマンドを指定します。単純なコマンドの場合は、

コマンドプロンプトの場合と同じようにコマンドを入力し、JSON結果が正しいことを確認し
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ます。Dockerデーモンに渡されます。より複雑なコマンド (特殊文字を含むものなど) の場合
は、JSON 構文を使用します。

Tip

Info を選択すると、BashJSONサンプルを表示およびコーディングできます。

このパラメータは、Docker Remote API (Docker リモート API) の [Create a container] (コンテ
ナの作成) の Cmd にマッピングされ、COMMAND パラメータは docker run にマッピングされま
す。DockerCMDパラメータの詳細については、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/ 
#cmd を参照してください。

Note

コマンドには、パラメータ置換のデフォルト値とプレースホルダーを使用できます。詳
細については、「パラメータ (p. 73)」を参照してください。

d. (オプション) パラメータを名前と値のマッピングとしてジョブ定義に追加し、ジョブ定義のデ
フォルトを上書きします。パラメータを追加するには:

• [パラメータ] で、[パラメータを追加] を選択し、名前と値のペアを入力して、[パラメータを
追加] を選択します。

Important

[パラメータを追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定する
か、[パラメータを削除] を選択する必要があります。

e. 環境設定セクションでは、

i. Job ロールの設定で、AWS API へのアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。この
機能では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon 
Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してくだ
さい。

Note

ここには、[Amazon Elastic Container Service Task Role] 信頼関係があるロールの
みが表示されます。AWS Batchジョブの IAM ロールの作成に関する詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスクの IAM ロー
ルおよびポリシーを作成する」を参照してください。

ii. [vCPUs] で、コンテナ用に予約する vCPUs の数を入力します。このパラメータは、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オ
プションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。
少なくとも 1 つの vCPU を指定する必要があります。

iii. [メモリ] には、コンテナで使用できるメモリ制限を入力します。コンテナは、ここで指定し
たメモリを超えようとすると、停止されます。このパラメータは、Docker Remote API のコ
ンテナの作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker run に
マップされます。ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。

Note

リソース使用率を最大化するには、特定のインスタンスタイプのジョブにメモリを
優先順位付けする必要があります。詳細については、「コンピューティングリソー
スメモリ管理 (p. 170)」を参照してください。

f. (オプション) [環境変数] で [環境変数の追加] を選択し、環境変数を名前と値のペアとして追加し
ます。これらの変数はコンテナに渡されます。

g. (オプション) シークレットについては、「シークレットを追加」を選択し、シークレットを名前
と値のペアとして追加します。これらのシークレットはコンテナに公開されます。詳細について
は、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」を参照してください。
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h. [次のページ] を選択します。
13. (オプション) Linux 設定セクションでは、

a. [ユーザー] で、コンテナ内で使用するユーザー名を入力します。
b. [init プロセスを有効にする] をオンにして、コンテナ内で init プロセスを実行します。このプロセ

スは信号を転送しプロセスを利用します。
c. [読み取り専用ファイルシステムを有効にする] をオンにして、ボリュームへの書き込みアクセス

を削除します。
d. (オプション) [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
e. マウントポイント構成では、「マウントポイント構成を追加」を選択し、データボリュームのマ

ウントポイントを追加します。ソースボリュームとコンテナパスを指定する必要があります。こ
れらのマウントポイントは、Docker daemonコンテナインスタンス上のに渡されます。

f. ボリューム設定では、「ボリュームを追加」を選択し、コンテナに渡すボリュームのリストを作
成します。ボリュームの名前とソースパスを入力し、[ボリュームを追加] を選択します。

g. ロギング設定セクションでは、

i. (オプション) ログドライバーで、使用するログドライバーを選択します。使用できるログド
ライバーの詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「logDriver (p. 80)」を
参照してください。

Note

デフォルトでは、awslogs ログドライバーが使用されます。
ii. (オプション)「オプション」で、「オプションを追加」を選択してオプションを追加しま

す。名前と値のペアを入力して、[オプションを追加] を選択します。
iii. (オプション)「シークレット」で、「シークレットを追加」を選択してシークレットを追加

します。次に、名前と値のペアを入力し、[シークレットを追加] を選択します。
Tip

詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」
を参照してください。

14. [次のページ] を選択します。
15. Job 定義を確認するには、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を

選択します。完了したら、[ジョブ定義の作成] を選択します。

Amazon EKS リソースでの単一ノードジョブ定義の作
成
Amazon Elastic Kubernetes Service リソースに新しいジョブ定義を作成するには:

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. 上部のナビゲーションバーから、AWS リージョン使用するを選択します。
3. 左のナビゲーションペインの [Job 定義] を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、エラスティック Kubernetes サービス (EKS) を選択します。
6. [Name] (名前) に、一意のジョブ定義名を入力します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および

小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
7. (オプション) [実行タイムアウト] に、タイムアウト値 (秒単位) を入力します。実行タイムアウト

は、未完了のジョブが終了するまでの時間です。試行時間がこの秒数を超過すると、試行は停止
し、FAILEDステータスに移動します。詳細については、「Job タイムアウト (p. 33)」を参照してく
ださい。最小値は 60 秒です。
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8. (オプション) スケジュール優先度をオンにします。0 ～ 100 のスケジュールの優先順位値を入力しま
す。値が大きいほど、低い値よりも優先されます。

9. (オプション)「タグ」を展開し、「タグを追加」 を選択してリソースにタグを追加します。
10. [次のページ] を選択します。
11. EKSpod プロパティセクションでは、

a. [サービスアカウント名] に、で実行されるプロセスの ID を提供するアカウントを入力します
pod。

b. Kubernetespodホストネットワークをオンにしてネットワークモデルを使用し、受信接続用のリ
スニングポートを開きます。送信通信の場合のみこの設定をオフにしてください。

c. DNS ポリシーでは、次のいずれかを選択します。

• 値なし (null) —Kubernetes は環境の DNSpod 設定を無視します。
• デフォルト — は、pod稼働しているノードから名前解決設定を継承します。

Note

DNS ポリシーが指定されていない場合、Default はデフォルトの DNS ポリシーではあ
りません。代わりに、ClusterFirstが使用されます。

• ClusterFirst— 設定されたクラスタドメインサフィックスと一致しない DNS クエリは、ノード
から継承されたアップストリームのネームサーバーに転送されます。

• ClusterFirstWithHostNet— ホストネットワークがオンになっている場合に使用します。
d. (オプション)「ポッドラベル」で、「ポッドラベルを追加」を選択し、名前と値のペアを入力し

ます。

Important

ポッドラベルのプレフィックスにはkubernetes.io/、k8s.io/、またはを含めること
はできませんbatch.amazonaws.com/。

e. [次のページ] を選択します。
f. コンテナ設定セクションでは、

i. [Name] にコンテナの一意の名前を入力します。名前の最初は、文字または数字で始まり、最
大 63 文字です 大文字および小文字の ASCII 文字、小文字の ASCII 文字 (-) を含めることが
できます。

ii. 「画像」で、Dockerジョブに使用する画像を選択します。デフォルトでは、Docker Hub レ
ジストリのイメージを使用できます。repository-url/image:tag で他のリポジトリを
指定することもできます。名前の長さは最大 255 文字です。大文字、小文字、数字、ハイフ
ン (-)、アンダースコア (_)、コロン (:)、ピリオド (.)、スラッシュ (/)、および数字 (#) を含め
ることができます。このパラメータは、Image Docker Remote API の「コンテナの作成」セ
クションと、IMAGE以下のパラメータに対応しています。docker run

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティン
グリソースのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。たとえ
ば、ArmDockerベースイメージは、Armベースのコンピューティングリソースでの
み実行することができます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージでは、完全なregistry/
repository[:tag]registry/repository[@digest] ASCII 文字 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。

• Amazon ECR リポジトリ内のイメージでは、registry/repository[:tag]完全
な命名規則 (などaws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-
app:latest) を使用します。
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• 公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (、ubuntu、mongo)Docker Hub を使用しま
す。

• 上の他のリポジトリのイメージは、Docker Hub組織名で修飾されます（例:amazon/
amazon-ecs-agent））。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例:
quay.io/assemblyline/ubuntu)。

iii. （オプション）イメージプルポリシーでは、イメージをプルするタイミングを選択します。
iv. （オプション）Command には、BashJSONまたはコマンドを入力してコンテナに渡しま

す。
v. (オプション)「引数」には、コンテナに渡す引数を入力します。引数が指定されていない場

合は、コンテナイメージコマンドが使用されます。
g. (オプション) パラメータを名前と値のマッピングとしてジョブ定義に追加して、ジョブ定義のデ

フォルトを上書きできます。パラメータを追加するには:

• [パラメータ] に、名前と値のペアを入力し、[パラメータを追加] を選択します。

Important

[パラメータを追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定する
か、[パラメータを削除] を選択する必要があります。

h. 環境設定セクションでは、

i. [vCPUs] で、コンテナ用に予約する vCPUs の数を入力します。このパラメータは、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オ
プションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。
少なくとも 1 つの vCPU を指定する必要があります。

ii. [メモリ] に、コンテナで使用可能なメモリ制限を入力します。コンテナは、ここで指定した
メモリを超えようとすると、停止されます。このパラメータは、Docker Remote API のコン
テナの作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker run にマッ
プされます。ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。

Note

リソース使用率を最大化するには、特定のインスタンスタイプのジョブにメモリを
ジョブのメモリに付与します。詳細については、「コンピューティングリソースメ
モリ管理 (p. 170)」を参照してください。

i. (オプション) [環境変数] で [環境変数の追加] を選択し、環境変数を名前と値のペアとして追加し
ます。これらの変数はコンテナに渡されます。

j. (オプション) ボリュームマウントの場合:

i. [ボリュームマウントを追加] を選択します。
ii. 名前を入力し、ボリュームがマウントされているコンテナのマウントパスを入力します。
iii. ボリュームへの書き込み権限を削除するには、[読み取り専用] を選択します。
iv. [ボリュームマウントを追加] を選択します。

k. (オプション) [ユーザーとして実行] に、ユーザー ID を入力してコンテナプロセスを実行します。

Note

コンテナーを実行するには、ユーザー ID がイメージ内に存在している必要があります。
l. (オプション) Run as group には、グループ ID を入力してコンテナプロセスランタイムを実行し

ます。

Note

コンテナを実行するには、グループ ID がイメージに存在している必要があります。62
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m. (オプション) ホストインスタンスに対する昇格アクセス許可 (rootユーザーと同様) をジョブのコ
ンテナに付与するには、[Privileged] (特権) スライダーをジョブのコンテナにドラッグします。こ
のパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Privileged にマップさ
れ、--privileged オプションは docker run にマップされます。

n. (オプション) 読み取り専用ルートファイルシステムをオンにして、ルートファイルシステムへの
書き込みアクセスを削除します。

o. (オプション) Run as non-root t をオンにすると、のコンテナが rootpod 以外のユーザーとして実
行されます。

Note

Run as non-root がオンの場合、kubeletは実行時にイメージを検証して、イメージが UID 
0 で実行されていないことを確認します。

p. [次のページ] を選択します。
12. Job 定義を確認するには、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を

選択します。完了したら、[ジョブ定義の作成] を選択します。

マルチノードの並列ジョブ定義を作成する
AWS Batch でジョブを実行する前に、ジョブ定義を作成する必要があります。このプロセスは、単一ノー
ドの並列ジョブとマルチノードのparallel ジョブで少し異なります。このトピックでは、AWS Batchマル
チノードのparallel ジョブのジョブ定義を作成する方法を具体的に説明します。詳細については、「マルチ
ノードの並列ジョブ (p. 44)」を参照してください。

Note

AWS Fargate は、マルチノードの並列ジョブをサポートしていません。

Amazon EC2 リソースでのマルチノードのparallel 
ジョブ定義を作成する
単一ノードのジョブ定義を作成するには、「シングルノードのジョブ定義を作成する  (p. 53)」を参照
してください。

マルチノードのparallel ジョブ定義を Amazon Elastic Compute Cloud リソースに作成するには:

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Job Definitions] を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を選択します。
6. [マルチノードparallel を有効にする] で、[マルチノードparallel] をオンにします。
7. [名前]に、一意のジョブ定義名を入力します。名前は最大 128 文字で、大文字、小文字、数字、ハイ

フン (-)、およびアンダースコア (-) を含めることができます。
8. (オプション) [Execution Timeout] (実行のタイムアウト) で、ジョブの試行で実行を許可する最大秒数

を指定します。試行時間がこの秒数を超過すると、ジョブは停止し、FAILEDステータスに移行しま
す。詳細については、「Job タイムアウト (p. 33)」を参照してください。

9. (オプション) スケジュールの優先度をオンにします。0 ～ 100 のスケジュールの優先順位値を入力し
ます。値が大きいほど、低い値よりも優先されます。

10. (オプション) [Job 試行] には、AWS BatchRUNNABLEジョブをステータスに移行させようとする回数を
入力します。1 ～ 10 の数字を入力します。

63

https://docs.docker.com/engine/api/v1.38/
https://docs.docker.com/engine/api/v1.38/#operation/ContainerCreate
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/
https://console.aws.amazon.com/batch/


AWS Batch ユーザーガイド
Amazon EC2 リソースでのマルチノー

ドのparallel ジョブ定義を作成する

11. (オプション)「再試行」戦略の条件には、「終了時に評価を追加」を選択します。少なくとも 1 つの
パラメータ値を入力してから、アクションを選択します。条件セットごとに、[アクション] を [再試
行] または [終了] に設定する必要があります。これらのアクションには次の意味があります。

• AWS Batch再試行 — 指定したジョブ試行回数に達するまで再試行します。
• Exit —AWS Batch ジョブの再試行を停止します。

Important

[終了時に評価を追加] を選択した場合は、少なくとも 1 つのパラメータを設定し、[アクショ
ン] を選択するか、[終了時に評価を削除] を選択する必要があります。

12. (オプション)「タグ」を展開し、「タグを追加」 を選択してリソースにタグを追加します。キーとオ
プションの値を入力して、[Add tag] を選択します。[Propagate tags] (タグの伝達) を有効にして、タ
グをジョブおよびジョブ定義から Amazon ECS タスクに伝播することもできます。

13. [次のページ] を選択します。
14. [Number of nodes] (ノード数) にジョブで使用するノードの合計数を入力します。
15. [Main node] (主要なノード) で、主要なノードに使用するノードインデックスを入力します。デフォル

トの主要なノードインデックスは、0 です。
16. [インスタンスタイプ] で、インスタンスタイプを選択します。

Note

選択したインスタンスタイプはすべてのノードに適用されます。
17. 「パラメータ」で「パラメータを追加」を選択し、パラメータ置換プレースホルダーをキーとオプ

ションの値のペアとして追加します。
18. ノード範囲セクションでは、

a. [Add node range] (ノード範囲の追加) を選択します。これにより、ノード範囲セクションが作成
されます。

b. [Target nodes] (ターゲットノード) で、range_start:range_end 表記を使用してノードグルー
プの範囲を指定します。

ジョブに指定したノードには、最大 5 つのノード範囲を作成できます。ノード範囲はノードに対
してインデックス値を使用し、ノードインデックスは 0 から開始します。最終ノードグループの
レンジエンドインデックス値が、指定したノード数より 1 小さいことを確認してください。たと
えば、10 個のノードを指定し、1 つのノードグループを使用するとします。その場合、最終範囲
は 9 になります。

c. [Image] (Dockerイメージ) で、ジョブに使用するイメージを選択します。デフォルトで
は、Docker Hubレジストリのイメージを使用できます。repository-url/image:tag で他の
リポジトリを指定することもできます。名前の長さは最大 225 文字です。大文字、小文字、数
字、ハイフン (-)、アンダースコア (-)、アンダースコア (-)、、および数字 (#) を含めることができ
ます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの Image および
docker run の IMAGE パラメータにマップされます。

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティングリソー
スのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。例えば、ArmDocker
ベースイメージは、Armベースのコンピューティングリソースでのみ実行することがで
きます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージでは、registry/
repository[:tag]registry/repository[@digest]完全または命名規則 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。
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• Amazon ECR リポジトリ内のイメージには、完全な registry/repository[:tag] 命名規
則が使用されます。例えば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-
web-app:latest

• 公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例:ubuntu、mongo)Docker Hub を使用します。
• Docker Hub上の他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例:amazon/amazon-
ecs-agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

d. コマンド構文には、「Bash」または「JSON」を選択します。
e. [Command] (コマンド) で、コンテナに渡すコマンドを指定します。シンプルなコマンドの場合

は、コマンドプロンプトに入力するように [Space delimited] (スペース区切り) タブにコマンドを
入力します。次に、JSON結果が正しいことを確認します。JSON の結果はに渡されますDocker 
daemon。より複雑なコマンド (特殊文字を含むものなど) の場合は、[JSON] タブに切り替えて同
等の文字列配列を入力できます。

このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Cmd にマッピングさ
れ、COMMAND パラメータは docker run にマッピングされます。DockerCMDパラメータの詳細に
ついては、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してください。

Note

コマンドには、パラメータ置換のデフォルト値とプレースホルダーを使用できます。詳
細については、「パラメータ (p. 73)」を参照してください。

f. [vCPU] で、コンテナ用に予約する vCPU の数を指定します。このパラメータは、Docker Remote 
API のコンテナの作成セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オプションは
docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。少なくとも 1 つ
の vCPU を指定する必要があります。

g. [Memory] (メモリ) で、ジョブのコンテナに適用されるメモリのハード制限 (MiB 単位) を指定し
ます。コンテナは、ここで指定したメモリを超えようとすると、停止されます。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプ
ションは docker run にマップされます。ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必
要があります。

Note

リソースの使用率を最大化するために、特定のインスタンスタイプに対してできるだ
け多くのメモリを提供することができます。詳細については、「コンピューティングリ
ソースメモリ管理 (p. 170)」を参照してください。

h. (オプション) [GPU 数] に、ジョブで使用される GPU の数を指定します。ジョブは、指定された
数の GPU が固定されているコンテナで実行されます。

i. (オプション) [Job role] (ジョブロール) では、AWS API を使用する権限をジョブのコンテナに付
与する IAM ロールを指定できます。この機能では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用
します。設定の前提条件を含む詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパー
ガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してください。

Note

ジョブロールは、Fargate リソースで実行されているジョブに必要です。

Note

ここには、[Amazon Elastic Container Service Task Role] 信頼関係があるロールの
みが表示されます。AWS Batch ジョブの IAM ロールの作成に関する詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール
とポリシーの作成」を参照してください。

j. (オプション) [Execution role] (実行ロール) では、ユーザーに代わってAWS API コールを実行する
アクセス許可を Amazon ECS コンテナエージェントに付与する IAM ロールを指定します。この
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機能では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスク実行 IAM ロール」を参照してく
ださい。

19. (オプション) [追加設定] を展開します。

a. [環境変数] で [環境変数の追加] を選択し、環境変数を名前と値のペアとして追加します。これら
の変数はコンテナに渡されます。

b. Job ロールの設定では、AWS API を使用する権限をジョブのコンテナに付与する IAM ロールを
指定できます。この機能では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。設定の前提条
件を含む詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の 
IAM ロール」を参照してください。

Note

ジョブロールは、Fargate リソースで実行されているジョブに必要です。

Note

ここには、[Amazon Elastic Container Service Task Role] 信頼関係があるロールのみが
表示されます。AWS Batchジョブの IAM ロールの作成方法の詳細については、Amazon 
Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロールとポリシーを
作成する」を参照してください。

c. [Execution role] (実行ロール) では、ユーザーに代わってAWS API コールを実行するアクセス許
可を Amazon ECS コンテナエージェントに付与する IAM ロールを指定します。この機能では、
タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用します。詳細については、Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスク実行 IAM ロール」を参照してください。

20. 「セキュリティ設定」セクションでは、

a. (オプション) ホストインスタンスに対する昇格されたアクセス権限 (rootユーザーと同様) をジョ
ブのコンテナに付与するには、[Privileged] (特権) をオンにします。このパラメータは、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの Privileged にマップされ、--privileged オプ
ションは docker run にマップされます。

b. (オプション) [User] (ユーザー) に、コンテナ内で使用するユーザー名を入力します。このパラ
メータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの User にマップされ、--user オ
プションは docker run にマップされます。

c. (オプション) シークレットについては、「シークレットを追加」を選択し、シークレットを名前
と値のペアとして追加します。これらのシークレットはコンテナに公開されます。詳細について
は、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」を参照してください。

21. Linux設定セクションでは、

a. [読み取り専用ファイルシステムを有効にする] をオンにして、ボリュームへの書き込みアクセス
を削除します。

b. (オプション) [initプロセスを有効にする] をオンにして、initコンテナ内のプロセスを実行しま
す。このプロセスは信号を転送し、プロセスを利用します。

c. [共有メモリサイズ] (MiB 単位)/dev/shm を入力します。
d. [Max swap size] (最大スワップサイズ) に、コンテナが使用できるスワップメモリの総量 (MiB 単

位) を入力します。
e. [Swappiness] (スワップ動作) に、コンテナのスワップ動作を示す 0 ～ 100 の値を入力します。

値を指定せず、スワップが有効になっている場合、値のデフォルトは 60 です。詳細について
は、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「スワップ動作 (p. 78)」を参照してください。

f. (オプション)「デバイス」で、「デバイスを追加」を選択してデバイスを追加します。

i. [Container path] (コンテナパス) で、コンテナインスタンスでのデバイスのパスを指定しま
す。このパスは、ホストインスタンスにマッピングされたデバイスを公開するために使用さ
れます。空白のままにすると、ホストパスがコンテナで使用されます。
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ii. [Host path] (ホストパス) で、ホストインスタンスでのデバイスのパスを指定します。
iii. [Permissions] (アクセス許可) で、デバイスに適用する 1 つ以上のアクセス許可を選択しま

す。使用可能な権限は、読み取り、書き込み、MKNOD です。
22. (オプション)「マウントポイント」で、「マウントポイント構成を追加」を選択し、データボリュー

ムのマウントポイントを追加します。ソースボリュームとコンテナパスを指定する必要があります。
これらのマウントポイントは、Dockerコンテナインスタンスのデーモンに渡されます。ボリュームを
読み取り専用にすることもできます。

23. (オプション) Ulimits 設定では、「ulimit を追加」ulimits を選択してコンテナの値を追加します。[名
前]、[ソフトリミット]、[ハードリミット] の値を入力して、[Ulimit を追加] を選択します。

24. (オプション) ボリューム設定では、「ボリュームを追加」を選択し、コンテナに渡すボリューム
のリストを作成します。ボリュームの名前とソースパスを入力し、[ボリュームを追加] を選択しま
す。EFS を有効にするオプションも選択できます。

25. (オプション) Tmpfs の場合は、「tmpfs を追加」tmpfs を選択してマウントを追加します。
26. (オプション)「ロギング設定」セクションでは、

a. [Log driver] (ログドライバー) で、使用するログドライバーを選択します。使用できるログドライ
バーの詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「logDriver (p. 80)」を参照して
ください。

Note

デフォルトでは、awslogs ログドライバーが使用されます。
b. [オプション] で、[オプションを追加] を選択してオプションを追加します。名前と値のペアを入

力して、[オプションを追加] を選択します。
c. [シークレット] で、[シークレットを追加] を選択します。名前と値のペアを入力し、[Add secret] 

を選択してシークレットを追加します。
Tip

詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72) の「secretOptions (p. 82)」を参
照してください。

27. [次のページ] を選択します。
28. Job 定義を確認するには、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を

選択します。完了したら、[Create ジョブ定義を作成する] を選択します。

ジョブ定義テンプレート
以下に示すのは、空のジョブ定義テンプレートです。このテンプレートを使ってジョブ定義を作成し、そ
れをファイルに保存して AWS CLI --cli-input-json オプションで使用できます。これらのパラメータ
の詳細については、ジョブ定義のパラメータ (p. 72)を参照してください。

{ 
    "jobDefinitionName": "", 
    "type": "container", 
    "parameters": { 
        "KeyName": "" 
    }, 
    "schedulingPriority": 0, 
    "containerProperties": { 
        "image": "", 
        "vcpus": 0, 
        "memory": 0, 
        "command": [ 
            "" 
        ], 
        "jobRoleArn": "", 
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        "executionRoleArn": "", 
        "volumes": [ 
            { 
                "host": { 
                    "sourcePath": "" 
                }, 
                "name": "", 
                "efsVolumeConfiguration": { 
                    "fileSystemId": "", 
                    "rootDirectory": "", 
                    "transitEncryption": "ENABLED", 
                    "transitEncryptionPort": 0, 
                    "authorizationConfig": { 
                        "accessPointId": "", 
                        "iam": "DISABLED" 
                    } 
                } 
            } 
        ], 
        "environment": [ 
            { 
                "name": "", 
                "value": "" 
            } 
        ], 
        "mountPoints": [ 
            { 
                "containerPath": "", 
                "readOnly": true, 
                "sourceVolume": "" 
            } 
        ], 
        "readonlyRootFilesystem": true, 
        "privileged": true, 
        "ulimits": [ 
            { 
                "hardLimit": 0, 
                "name": "", 
                "softLimit": 0 
            } 
        ], 
        "user": "", 
        "instanceType": "", 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "value": "", 
                "type": "MEMORY" 
            } 
        ], 
        "linuxParameters": { 
            "devices": [ 
                { 
                    "hostPath": "", 
                    "containerPath": "", 
                    "permissions": [ 
                        "WRITE" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "initProcessEnabled": true, 
            "sharedMemorySize": 0, 
            "tmpfs": [ 
                { 
                    "containerPath": "", 
                    "size": 0, 
                    "mountOptions": [ 
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                        "" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "maxSwap": 0, 
            "swappiness": 0 
        }, 
        "logConfiguration": { 
            "logDriver": "syslog", 
            "options": { 
                "KeyName": "" 
            }, 
            "secretOptions": [ 
                { 
                    "name": "", 
                    "valueFrom": "" 
                } 
            ] 
        }, 
        "secrets": [ 
            { 
                "name": "", 
                "valueFrom": "" 
            } 
        ], 
        "networkConfiguration": { 
            "assignPublicIp": "DISABLED" 
        }, 
        "fargatePlatformConfiguration": { 
            "platformVersion": "" 
        } 
    }, 
    "nodeProperties": { 
        "numNodes": 0, 
        "mainNode": 0, 
        "nodeRangeProperties": [ 
            { 
                "targetNodes": "", 
                "container": { 
                    "image": "", 
                    "vcpus": 0, 
                    "memory": 0, 
                    "command": [ 
                        "" 
                    ], 
                    "jobRoleArn": "", 
                    "executionRoleArn": "", 
                    "volumes": [ 
                        { 
                            "host": { 
                                "sourcePath": "" 
                            }, 
                            "name": "", 
                            "efsVolumeConfiguration": { 
                                "fileSystemId": "", 
                                "rootDirectory": "", 
                                "transitEncryption": "DISABLED", 
                                "transitEncryptionPort": 0, 
                                "authorizationConfig": { 
                                    "accessPointId": "", 
                                    "iam": "ENABLED" 
                                } 
                            } 
                        } 
                    ], 
                    "environment": [ 
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                        { 
                            "name": "", 
                            "value": "" 
                        } 
                    ], 
                    "mountPoints": [ 
                        { 
                            "containerPath": "", 
                            "readOnly": true, 
                            "sourceVolume": "" 
                        } 
                    ], 
                    "readonlyRootFilesystem": true, 
                    "privileged": true, 
                    "ulimits": [ 
                        { 
                            "hardLimit": 0, 
                            "name": "", 
                            "softLimit": 0 
                        } 
                    ], 
                    "user": "", 
                    "instanceType": "", 
                    "resourceRequirements": [ 
                        { 
                            "value": "", 
                            "type": "MEMORY" 
                        } 
                    ], 
                    "linuxParameters": { 
                        "devices": [ 
                            { 
                                "hostPath": "", 
                                "containerPath": "", 
                                "permissions": [ 
                                    "WRITE" 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "initProcessEnabled": true, 
                        "sharedMemorySize": 0, 
                        "tmpfs": [ 
                            { 
                                "containerPath": "", 
                                "size": 0, 
                                "mountOptions": [ 
                                    "" 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "maxSwap": 0, 
                        "swappiness": 0 
                    }, 
                    "logConfiguration": { 
                        "logDriver": "awslogs", 
                        "options": { 
                            "KeyName": "" 
                        }, 
                        "secretOptions": [ 
                            { 
                                "name": "", 
                                "valueFrom": "" 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "secrets": [ 
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                        { 
                            "name": "", 
                            "valueFrom": "" 
                        } 
                    ], 
                    "networkConfiguration": { 
                        "assignPublicIp": "DISABLED" 
                    }, 
                    "fargatePlatformConfiguration": { 
                        "platformVersion": "" 
                    } 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
    "retryStrategy": { 
        "attempts": 0, 
        "evaluateOnExit": [ 
            { 
                "onStatusReason": "", 
                "onReason": "", 
                "onExitCode": "", 
                "action": "RETRY" 
            } 
        ] 
    }, 
    "propagateTags": true, 
    "timeout": { 
        "attemptDurationSeconds": 0 
    }, 
    "tags": { 
        "KeyName": "" 
    }, 
    "platformCapabilities": [ 
        "EC2" 
    ], 
    "eksProperties": { 
        "podProperties": { 
            "serviceAccountName": "", 
            "hostNetwork": true, 
            "dnsPolicy": "", 
            "containers": [ 
                { 
                    "name": "", 
                    "image": "", 
                    "imagePullPolicy": "", 
                    "command": [ 
                        "" 
                    ], 
                    "args": [ 
                        "" 
                    ], 
                    "env": [ 
                        { 
                            "name": "", 
                            "value": "" 
                        } 
                    ], 
                    "resources": { 
                        "limits": { 
                            "KeyName": "" 
                        }, 
                        "requests": { 
                            "KeyName": "" 
                        } 
                    }, 
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                    "volumeMounts": [ 
                        { 
                            "name": "", 
                            "mountPath": "", 
                            "readOnly": true 
                        } 
                    ], 
                    "securityContext": { 
                        "runAsUser": 0, 
                        "runAsGroup": 0, 
                        "privileged": true, 
                        "readOnlyRootFilesystem": true, 
                        "runAsNonRoot": true 
                    } 
                } 
            ], 
            "volumes": [ 
                { 
                    "name": "", 
                    "hostPath": { 
                        "path": "" 
                    }, 
                    "emptyDir": { 
                        "medium": "", 
                        "sizeLimit": "" 
                    }, 
                    "secret": { 
                        "secretName": "", 
                        "optional": true 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

Note

前述のジョブ定義テンプレートは、以下の AWS CLI コマンドで生成できます。

$ aws batch register-job-definition --generate-cli-skeleton

ジョブ定義のパラメータ
Job 定義はいくつかの部分に分かれています。

• ジョブ定義名
• ジョブ定義のタイプ
• パラメータ置換プレースホルダーのデフォルト
• ジョブのコンテナプロパティ
• Amazon EKS リソースで実行されるジョブに必要なジョブ定義の Amazon EKS プロパティ
• マルチノードのparallel ジョブに必要なノードプロパティ
• Fargate リソースで実行されるジョブに必要なプラットフォーム機能
• ジョブ定義のデフォルトタグ伝播の詳細
• ジョブ定義のデフォルトの再試行戦略
• ジョブ定義のデフォルトのスケジューリング優先度
• ジョブ定義のデフォルトタグ
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• ジョブ定義のデフォルトタイムアウト

目次
• ジョブ定義名 (p. 73)
• タイプ (p. 73)
• パラメータ (p. 73)
• コンテナプロパティ (p. 74)
• Amazon EKS プロパティ (p. 90)
• プラットフォーム機能 (p. 97)
• タグの伝播 (p. 97)
• ノードプロパティ (p. 98)
• 再試行戦略 (p. 99)
• スケジューリング優先度を設定する (p. 100)
• タグ (p. 101)
• タイムアウト (p. 101)

ジョブ定義名
jobDefinitionName

ジョブ定義の登録時に名前を指定します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の 
ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。その名前で最初に登録
するジョブ定義のリビジョン番号は 1 です。その名前で登録する後続のジョブ定義には、増分のリビ
ジョン番号が付けられます。

型: 文字列

必須: はい

タイプ
type

ジョブ定義の登録時にジョブのタイプを指定します。ジョブが Fargate リソースで実行されている場
合、multinode はサポートされません。マルチノードの並列ジョブの詳細については、「the section 
called “マルチノードの並列ジョブ定義を作成する” (p. 63)」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値: container | multinode

必須: はい

パラメータ
parameters

ジョブを送信するときに、プレースホルダを置き換えるパラメータを指定したり、デフォルトのジョ
ブ定義パラメータを上書きしたりすることができます。ジョブ送信リクエストのパラメータは、ジョ
ブ定義のデフォルトよりも優先されます。つまり、同じフォーマットを使用する複数のジョブに同じ
ジョブ定義を使用できます。送信時にコマンド内の値をプログラムで変更することもできます。
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タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

ジョブ定義の登録時に、ジョブのコンテナプロパティの command フィールドでパラメータ置換プ
レースホルダーを使用できます。構文は次のとおりです。

"command": [ 
    "ffmpeg", 
    "-i", 
    "Ref::inputfile", 
    "-c", 
    "Ref::codec", 
    "-o", 
    "Ref::outputfile"
]

上の例では、パラメータ置換プレースホルダーとして
Ref::inputfile、Ref::codec、Ref::outputfile がコマンドで使用されています。ジョブ定
義の parameters オブジェクトで、これらのプレースホルダーのデフォルト値を設定できます。たと
えば、Ref::codec プレースホルダーのデフォルトを設定するには、ジョブ定義で次のように指定し
ます。

"parameters" : {"codec" : "mp4"}

このジョブ定義を送信すると、実行時にコンテナのコマンドの Ref::codec 引数がデフォルト値の
mp4 に置き換えられます。

コンテナプロパティ
ジョブ定義を登録するときは、ジョブ配置時にコンテナインスタンスの Docker デーモンに渡されるコン
テナプロパティのリストを指定します。ジョブ定義では、以下のコンテナプロパティを使用できます。単
一のノードジョブでは、上記のプロパティはジョブ定義レベルに設定されます。複数ノードの並列ジョブ
では、コンテナプロパティは各ノードグループごとに ノードプロパティ (p. 98) レベルで設定されま
す。

command

コンテナに渡されるコマンド。このパラメータは Docker Remote API のコンテナの作成セクションの
Cmd にマッピングされ、COMMAND パラメータは docker run にマッピングされます。Docker CMD パラ
メータの詳細については、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してくださ
い。

"command": ["string", ...]

型: 文字列配列

必須: いいえ
environment

コンテナに渡す環境変数。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクション
にEnvにマップされ、--envオプションはdocker runにマップされます。

Important

認証情報データなどの機密情報にプレーンテキストの環境変数を使用することはお勧めしま
せん。
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Note

環境変数は AWS_BATCH で始まることはできません。この命名規則は、AWS Batch サービス
で設定される変数のために予約されています。

型: キーと値のペアの配列

必須: いいえ
name

環境変数の名前。

型: 文字列

必須: はい (environment を使用する場合)。
value

環境変数の値。

型: 文字列

必須: はい (environment を使用する場合)。

"environment" : [ 
    { "name" : "envName1", "value" : "envValue1" }, 
    { "name" : "envName2", "value" : "envValue2" }
]

executionRoleArn

ジョブ定義の登録時に IAM ロールを指定できます。Amazon ECS コンテナエージェントは、このロー
ルから付与されるアクセス権限を使用して、関連するポリシーに指定されている API アクションを
ユーザーに代わって呼び出します。Fargate リソースで実行されるジョブの場合、実行ロールを指定
する必要があります。詳細については、「AWS Batch タスク実行 IAM ロール (p. 255)」を参照して
ください。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
fargatePlatformConfiguration

Fargate リソースで実行されているジョブのプラットフォーム設定。EC2 リソースで実行されている
ジョブでは、このパラメータを指定しないでください。

型: FargatePlatformConfiguration オブジェクト

必須: いいえ
platformVersion

ジョブに使用される AWS Fargate プラットフォームバージョン、または最近承認されたAWS 
Fargate プラットフォーム のバージョンを使用するための LATEST。

型: 文字列

デフォルト: LATEST

必須: いいえ
image

ジョブの開始に使用するイメージ。この文字列は Docker デーモンに直接渡されます。Docker Hub レ
ジストリのイメージはデフォルトで使用できます。repository-url/image:tag で他のリポジト
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リを指定することもできます。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダース
コア、コロン、ピリオド、スラッシュ、シャープ記号を使用できます。このパラメータは、Docker 
Remote API の Create a container セクションの Image および docker run の IMAGE パラメータに
マップされます。

Note

Dockerイメージアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティングリソースの
プロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、ArmDockerArmベー
スイメージはベースのコンピューティングリソースでのみ実行することができます。

• Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージでは、registry/
repository[:tag]registry/repository[@digest]完全または命名規則 (な
どpublic.ecr.aws/registry_alias/my-web-app:latest) を使用します。

• Amazon ECR リポジトリ内のイメージには、完全な registry/repository:[tag] 命名規則
が使用されます。例えば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-
app:latest。

• Docker ハブの公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例: ubuntu、mongo) を使用します。
• Docker ハブの他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例: amazon/amazon-ecs-
agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

型: 文字列

必須: はい
instanceType

マルチノード並列ジョブに使用するインスタンスタイプ。マルチノードの並列ジョブのすべてのノー
ドグループは、同じインスタンスタイプを使用する必要があります。このパラメータは、単一ノード
のコンテナジョブ、または Fargate リソースで実行されるジョブでは無効です。

型: 文字列

必須: いいえ
jobRoleArn

ジョブ定義の登録時に IAM ロールを指定できます。ジョブコンテナは、このロールから付与されるア
クセス権限を使用して、関連するポリシーに指定されている API アクションをユーザーに代わって呼
び出します。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の 
IAM ロール」を参照してください。

型: 文字列

必須: いいえ
linuxParameters

コンテナに適用される Linux 固有の変更 (デバイスマッピングの詳細など)。

"linuxParameters": { 
    "devices": [ 
        { 
            "hostPath": "string", 
            "containerPath": "string", 
            "permissions": [ 
                "READ", "WRITE", "MKNOD" 
            ] 
        } 
    ], 
    "initProcessEnabled": true|false, 
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    "sharedMemorySize": 0, 
    "tmpfs": [ 
        { 
            "containerPath": "string", 
            "size": integer, 
            "mountOptions": [ 
                "string" 
            ] 
        } 
    ], 
    "maxSwap": integer, 
    "swappiness": integer
}

型: LinuxParameters オブジェクト

必須: いいえ
devices

コンテナにマッピングされたデバイスのリスト。このパラメータは、Docker Remote API のコン
テナの作成セクションの Devices にマップされ、--device オプションは [docker run] にマップ
されます。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

型: デバイスオブジェクト配列

必須: いいえ
hostPath

ホストコンテナインスタンスで使用可能なデバイスがあるパス。

型: 文字列

必須: はい
containerPath

コンテナでデバイスが公開されるパス。指定しない場合、デバイスはホストパスと同じパス
で公開されます。

型: 文字列

必須: いいえ
permissions

コンテナでのデバイスのアクセス許可。指定しない場合、アクセス許可は
READ、WRITE、MKNOD に設定されます。

型: 文字列の配列

必須: いいえ

有効な値: READ | WRITE | MKNOD
initProcessEnabled

true の場合、信号を転送し、プロセスを利用するコンテナ内で init プロセスを実行します。
このパラメータは、[docker run] の --init オプションにマッピングされます。このパラメータ
は、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.25 以上を使用する必要がありま
す。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナインス
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タンスにログインし、sudo docker version | grep "Server API version" コマンドを
実行します。

型: ブール

必須: いいえ
maxSwap

ジョブで使用可能なスワップメモリの合計容量 (単位: MiB) を指定します。このパラメータ
は、docker run の --memory-swap オプションに変換されます。値はコンテナメモリの合計に
maxSwap 値を加えた値です。詳細については、Docker ドキュメントの「--memory-swap 詳
細」を参照してください。

0 の maxSwap 値を指定した場合、コンテナはスワップを使用しません。許容値は、0 または任意
の正の整数です。maxSwapパラメータを省略すると、コンテナは実行中のコンテナインスタンス
のスワップ設定を使用します。swappiness パラメータを使用するには、maxSwap 値を設定す
る必要があります。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: 整数

必須: いいえ
sharedMemorySize

/dev/shm ボリュームのサイズ値 (MiB) です。このパラメータは、docker run の --shm-size オ
プションにマッピングされます。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: 整数

必須: いいえ
swappiness

これにより、コンテナのメモリスワップ動作を調整できます。swappiness 値が 0 の場合、絶対
に必要な場合を除きスワップは行われません。swappiness の値が 100 の場合は、ページが積極
的にスワップされます。使用できる値は、0 と 100 の間の整数です。swappiness パラメータを
指定しない場合、デフォルト値の 60 が使用されます。maxSwap の値が指定されていない場合、
このパラメータは無視されます。maxSwap が 0 に設定されている場合、コンテナはスワップを使
用しません。このパラメータは、docker run の --memory-swappiness オプションにマッピン
グされます。

コンテナごとのスワップ構成を使用する場合は、次の点を考慮してください。
• スワップ領域を有効にし、コンテナが使用するコンテナインスタンスで割り当てる必要があり

ます。
Note

Amazon ECS 最適化 AMI では、スワップはデフォルトで有効になっていません。この
機能を使用するには、インスタンスでスワップを有効にする必要があります。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「インスタンススト
アのスワップボリューム」または「スワップファイルを使用して Amazon EC2 インス
タンスのスワップ領域として動作するようにメモリを割り当てるには？」を参照して
ください。

• スワップ領域のパラメータは、EC2 リソースを使用するジョブ定義でのみサポートされます。
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• maxSwap および swappiness パラメータがジョブ定義から省略されている場合、各コンテナ
の swappiness には、デフォルト値の 60 が設定されます。スワップの合計使用量は、コンテ
ナが予約したメモリ量の 2 倍に制限されます。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: 整数

必須: いいえ
tmpfs

tmpfs マウントのコンテナパス、マウントオプション、およびサイズ。

型: Tmpfs オブジェクト配列
Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

必須: いいえ
containerPath

tmpfs ボリュームをマウントするコンテナ内のファイルの絶対パス。

型: 文字列

必須: はい
mountOptions

tmpfs ボリュームのマウントオプションのリストです。

有効な値:「defaults」|「ro」|「rw」|「suid」|「nosuid」|「dev」|「nodev」|
「exec」|「noexec」|「sync」|「async」|「dirsync」|「remount」|「mand」|
「nomand」|「atime」|「noatime」|「diratime」|「nodiratime」|「bind」|
「rbind」|「unbindable」|「runbindable」|「private」|「rprivate」|
「shared」|「rshared」|「slave」|「rslave」|「relatime」|「norelatime」|
「strictatime」|「nostrictatime」|「mode」|「uid」|「gid」|「nr_inodes」|
「nr_blocks」|「mpol」

型: 文字列の配列

必須: いいえ
size

tmpfs ボリュームのサイズ (MiB) です。

型: 整数

必須: はい
logConfiguration

ジョブのログ設定の仕様。

このパラメータは、Docker Remote API の「Create a container」(コンテナの作成) セクションの
LogConfig にマップされ、--log-driver オプションは docker run にマップされます。デフォル
トでは、コンテナは Docker デーモンで使用されるのと同じロギングドライバーを使用します。ただ
し、コンテナで Docker デーモンとは異なるログドライバーを使用するには、コンテナの定義内でこ
のパラメータを使用してログドライバーを指定します。コンテナに異なるロギングドライバーを使用
するには、コンテナインスタンス またはリモートログ記録オプションの別のログサーバーでログシス
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テムを適切に設定する必要があります。サポートされているさまざまなログドライバーのオプション
の詳細については、Docker ドキュメントの「ログドライバーの設定」を参照してください。

Note

AWS Batchでは現在、Docker デーモンの使用可能なログドライバーがいくつかサポートされ
ています (「LogConfigurationデータ型」を参照)。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必
要があります。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナ
インスタンスにログインし、sudo docker version | grep "Server API version" コマンド
を実行します。

"logConfiguration": { 
    "devices": [ 
        { 
            "logDriver": "string", 
            "options": { 
                "optionName1" : "optionValue1", 
                "optionName2" : "optionValue2" 
            } 
            "secretOptions": [ 
              { 
                  "name" : "secretOptionName1", 
                  "valueFrom" : "secretOptionArn1" 
              }, 
              { 
                  "name" : "secretOptionName2", 
                  "valueFrom" : "secretOptionArn2" 
              } 
            ] 
        } 
    ]
}

型: LogConfiguration オブジェクト

必須: いいえ
logDriver

ジョブに使用するログドライバー。デフォルトでは、AWS Batch が awslogsログドライバーを
有効にします。このパラメータの有効な値は、Amazon ECS コンテナエージェントがデフォルト
で通信できるログドライバです。

このパラメータは、Docker Remote API の「Create a container」(コンテナの作成) セクション
の LogConfig にマップされ、--log-driver オプションは docker run にマップされます。デ
フォルトでは、ジョブは Docker デーモンで使用されるのと同じロギングドライバーを使用しま
す。ただし、ジョブで Docker デーモンとは異なるログドライバーを使用するには、コンテナの
定義内でこのパラメータを使用してログドライバーを指定します。ジョブに別のログドライバー
を指定する場合は、コンピューティング環境のコンテナインスタンスでログシステムを設定する
必要があります。または、別のログサーバーでリモートログオプションを提供するように設定す
ることもできます。サポートされているさまざまなログドライバーのオプションの詳細について
は、Docker ドキュメントの「ログドライバーの設定」を参照してください。

Note

AWS Batch では現在、Docker デーモンに使用可能なログドライバーがいくつかサポー
トされています。Amazon ECS コンテナエージェントの今後のリリースで他のログドラ
イバーが追加される可能性があります。

サポートされているログドライバーは awslogs、fluentd、gelf、json-
file、journald、logentries、syslog、splunk です。
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Note

Fargate リソースで実行されるジョブでは、awslogssplunkおよびログドライバーに制
限されます。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用
する必要があります。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するに
は、コンテナインスタンスにログインし、sudo docker version | grep "Server API 
version" コマンドを実行します。

Note

コンテナインスタンスで実行される Amazon ECS コンテナエージェント
は、ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERSそのインスタンスで使用できるロギングド
ライバーを登録する必要があります。そうしないと、そのインスタンスに配置されたコ
ンテナはこれらのログ設定オプションを使用できません。詳細については、「Amazon 
Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナエージェント
の構成」を参照してください。

awslogs

Amazon CloudWatch Logs ログ記録ドライバーを指定します。詳細については、awslogs ロ
グドライバーを使用する (p. 101)およびDocker ドキュメントの Amazon CloudWatch Logs 
ロギングドライバーを参照してください。

fluentd

Fluentd ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「Fluentd logging driver」を参照してください。

gelf

Graylog 拡張形式 (GELF) ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳
細については、Docker ドキュメントの「Graylog Extended Format logging driver」を参照し
てください。

journald

Journald ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「Journald logging driver」を参照してください。

json-file

JSON ファイルログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細につい
ては、Docker ドキュメントの「JSON File logging driver」を参照してください。

splunk

Splunk ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「Splunk logging driver」を参照してください。

syslog

syslog ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「Syslog logging driver」を参照してください。

型: 文字列

必須: はい

有効な値: awslogs | fluentd | gelf | journald | json-file | splunk | syslog
Note

上記以外のカスタムドライバーを Amazon ECS コンテナエージェントで使用する場合
は、で使用できる Amazon ECS GitHub コンテナエージェントプロジェクトをフォーク
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し、そのドライバーを使用できるようにカスタマイズできます。含めたい変更につい
ては、プルリクエストを送信することをお勧めします。ただし、現在、Amazon Web 
Services では、このソフトウェアの変更されたコピーの実行をサポートしていません。

options

ジョブのログドライバーに送信するログ設定オプション。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.19 以上を使用す
る必要があります。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
secretOptions

ログ設定に渡すシークレットを示すオブジェクト。詳細については、「機密データの指
定 (p. 104)」を参照してください。

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
name

ジョブで設定するログドライバーオプションの名前。

型: 文字列

必須: はい
valueFrom

コンテナのログ設定に公開するシークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。サポートさ
れている値は、Secrets Manager シークレットの完全な ARN または SSN パラメータストア
内のパラメータの完全な ARN のいずれかです。

Note

AWS リージョン起動するタスクと同じ場所に SSM パラメータストアのパラメータ
が存在する場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。
パラメータが別のリージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があり
ます。

型: 文字列

必須: はい
memory

このパラメータは廃止されました。代わりに resourceRequirements (p. 84) を使用してくだ
さい。

ジョブ用に予約されたメモリの MiB 数。

使用方法の例としてresourceRequirements (p. 84)、ジョブ定義に次のような構文が含まれて
いる場合は、次のようになります。

"containerProperties": { 
  "memory": 512
}

resourceRequirements (p. 84)を使用するのと同じ構文は次のとおりです。
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"containerProperties": { 
  "resourceRequirements": [ 
    { 
      "type": "MEMORY", 
      "value": "512" 
    } 
  ]
}

型: 整数

必須: はい
mountPoints

コンテナでのデータボリュームのマウントポイント。このパラメータは、Docker Remote API のコン
テナの作成セクションにVolumesにマップされ、--volumeオプションはdocker runにマップされま
す。

"mountPoints": [ 
                { 
                  "sourceVolume": "string", 
                  "containerPath": "string", 
                  "readOnly": true|false
                } 
              ]

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
sourceVolume

マウントするボリュームの名前。

型: 文字列

必須: はい (mountPoints を使用する場合)。
containerPath

ホストボリュームをマウントするコンテナ上のパス。

型: 文字列

必須: はい (mountPoints を使用する場合)。
readOnly

この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。この
値が false の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。

型: ブール

必須: いいえ

デフォルト: False
networkConfiguration

Fargate リソースで実行されているジョブのネットワーク設定。EC2 リソースで実行されているジョ
ブでは、このパラメータを指定しないでください。

"networkConfiguration": {  

83

https://docs.docker.com/engine/api/v1.38/
https://docs.docker.com/engine/api/v1.38/#operation/ContainerCreate
https://docs.docker.com/engine/api/v1.38/#operation/ContainerCreate
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/


AWS Batch ユーザーガイド
コンテナプロパティ

   "assignPublicIp": "string"
}

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
assignPublicIp

ジョブにパブリック IP アドレスがあるかどうかを示します。これは、ジョブがアウトバウンド
ネットワークアクセスが必要な場合に必要です。

タイプ: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

デフォルト: DISABLED
privileged

このパラメータが true のとき、コンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する昇格されたアク
セス許可 (root ユーザーと同様) が付与されます。このパラメータは、Docker Remote API の コンテ
ナの作成セクションの Privileged にマップされ、--privileged オプションは docker run にマッ
プされます。このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。指
定したり、false として指定したりしないでください。

"privileged": true|false

型: ブール

必須: いいえ
readonlyRootFilesystem

このパラメータが true のとき、コンテナはそのルートファイルシステムへの読み取り専用アク
セスを許可されます。このパラメータは、Docker Remote API の コンテナの作成セクションの
ReadonlyRootfs にマップされ、--read-only オプションは docker run にマップされます。

"readonlyRootFilesystem": true|false

型: ブール

必須: いいえ
resourceRequirements

コンテナに割り当てるリソースのタイプと量。サポートされているリソースには GPU、MEMORY およ
び VCPU などがあります。

"resourceRequirements" : [ 
  { 
    "type": "GPU", 
    "value": "number" 
  }
]

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
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type

コンテナに割り当てるリソースのタイプ。サポートされているリソースには GPU、MEMORY およ
び VCPU などがあります。

型: 文字列

必須: はい (resourceRequirements を使用する場合)。
value

コンテナ用に予約する指定されたリソースの量。値は、指定された type によって異なります。
タイプ =「GPU」

コンテナ用に予約する物理 GPU の数。ジョブ内のすべてのコンテナ用に予約されている 
GPU の数は、ジョブが起動されたコンピューティングリソースで使用できる GPU の数以下
である必要があります。

タイプ =「MEMORY」

コンテナに適用されるメモリのハード制限 (MiB 単位)。コンテナは、ここで指定したメモ
リを超えようとすると、強制終了されます。このパラメータは、Docker Remote API の
「Create a container」(コンテナの作成) セクションの Memory にマップされ、--memory オ
プションは docker run にマップされます。ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定
する必要があります。これは必須ですが、マルチノードパラレル (MNP) ジョブでは複数の
場所で指定できます。各ノードに少なくとも 1 回指定する必要があります。このパラメータ
は、Docker Remote API の「Create a container」(コンテナの作成) セクションの Memory に
マップされ、--memory オプションは docker run にマップされます。

Note

特定のインスタンスタイプに対してできるだけ多くのメモリを提供してリソー
スの使用率を最大限に高めるには、「コンピューティングリソースメモリ管
理 (p. 170)」を参照してください。

Fargate リソースで実行されるジョブの場合、valueサポートされている値のいずれかに一致
する必要があります。さらに、VCPU値は、そのメモリ値でサポートされている値の 1 つであ
る必要があります。

VCPU MEMORY

0.25 vCPU 512、1024、2048 MiB

0.5 vCPU 1024 MiB 単位で 1024 ～ 4096 ミバイブ

1 vCPU 2048-8192 MiB（1024 MiB 単位）

2 vCPU 4096-16384 MiB（1024 MiB 単位）

4 vCPU 8192-30720 MiB（1024 MiB 単位）

8 vCPU 16384-61440 MiB（4096 MiB 単位）

16 vCPU 32768-122880 MiB（8192 MiB 単位）

タイプ = 「vCPU」

ジョブ用に予約された vCPU の数。このパラメータは、Docker Remote API の「Create 
a container」(コンテナの作成) セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares
オプションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当しま
す。EC2 リソースで実行されるジョブの場合、少なくとも 1 つの vCPU を指定する必要があ
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ります。これは必須ですが、複数の場所で指定できます。各ノードに少なくとも 1 回指定す
る必要があります。

Fargate リソースで実行されるジョブの場合、valueはサポートされている値のいずれかに一
致し、値は VCPU 値でサポートされている値のいずれかである必要があります。MEMORYサ
ポートされている値は 0.25、0.5、1、2、4、8、および 16 です。

デフォルトでは、Fargate オンデマンド vCPU リソース数のクォータは 6 vCPUs で
す。Fargate クォータの詳細については、の「AWSFargate logging driver」を参照してくださ
いAmazon Web Services 全般のリファレンス。

型: 文字列

必須: はい (resourceRequirements を使用する場合)。
secrets

環境変数として公開されるジョブのシークレット。詳細については、「機密データの指定 (p. 104)」
を参照してください。

"secrets": [ 
    { 
      "name": "secretName1", 
      "valueFrom": "secretArn1" 
    }, 
    { 
      "name": "secretName2", 
      "valueFrom": "secretArn2" 
    } 
    ...
]

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
name

シークレットを含む環境変数の名前。

型: 文字列

必須: はい (secrets を使用する場合)。

valueFrom

コンテナに公開するシークレット。サポートされている値は、Secrets Manager シークレットの
完全な Amazon リソースネーム (ARN)、または SSN パラメータストア内のパラメータの完全な 
ARN のいずれかです。

Note

AWS リージョン起動するジョブと同じ場所に SSM パラメータストアのパラメータが存
在する場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメー
タが別のリージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。

型: 文字列

必須: はい (secrets を使用する場合)。
ulimits

コンテナで設定する ulimits 値のリスト。このパラメータは、Docker Remote API の コンテナの作
成セクションの Ulimits にマップされ、--ulimit オプションは docker run にマップされます。
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"ulimits": [ 
  { 
    "name": string, 
    "softLimit": integer, 
    "hardLimit": integer
  } 
  ...
]

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
name

ulimit の type。

型: 文字列

必須: はい (ulimits を使用する場合)。

hardLimit

ulimit タイプのハード制限。

型: 整数

必須: はい (ulimits を使用する場合)。

softLimit

ulimit タイプのソフト制限。

型: 整数

必須: はい (ulimits を使用する場合)。

user

コンテナ内で使用するユーザー名。このパラメータは、Docker Remote API の コンテナの作成セク
ションの User にマップされ、--user オプションは docker run にマップされます。

"user": "string"

型: 文字列

必須: いいえ
vcpus

このパラメータは廃止されました。代わりに [resourceRequirements (p. 84)] を使用してくだ
さい。

コンテナ用に予約された vCPU の数。

[resourceRequirements] の使い方の一例として、ジョブ定義に次のような行が含まれている場合
は、次のようになります。

"containerProperties": { 
  "vcpus": 2
}
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[resourceRequirements (p. 84)] を使用した同等のラインは以下の通りです。

"containerProperties": { 
  "resourceRequirements": [ 
    { 
      "type": "VCPU", 
      "value": "2" 
    } 
  ]
}

型: 整数

必須: はい
volumes

ジョブ定義の登録時に、コンテナインスタンスの Docker デーモンに渡すボリュームのリストを指定
できます。コンテナプロパティでは、以下のパラメータを使用できます。

"volumes": [ 
  { 
    "name": "string", 
    "host": { 
      "sourcePath": "string" 
    }, 
    "efsVolumeConfiguration": { 
      "authorizationConfig": { 
        "accessPointId": "string", 
        "iam": "string" 
      }, 
      "fileSystemId": "string", 
      "rootDirectory": "string", 
      "transitEncryption": "string", 
      "transitEncryptionPort": number
    } 
  }
]

name

ボリュームの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを
使用できます。この名前は、コンテナ定義 [sourceVolume] の mountPoints パラメータで参照
されます。

型: 文字列

必須: いいえ
host

host パラメータの内容により、データボリュームがホストコンテナインスタンスで保持されるか
どうか、保持される場合はその場所が決まります。host パラメータが空の場合は、Docker デー
モンによってデータボリュームのホストパスが割り当てられます。ただし、関連付けられたコン
テナが実行を停止した後も、データが保持されるという保証はありません。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ
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sourcePath

コンテナに渡されるホストコンテナインスタンス上のパス。このパラメータが空の場合
は、Docker デーモンによってホストパスが割り当てられます。

host パラメータに [sourcePath] の場所が含まれている場合、データボリュームは手動で
削除するまでホストコンテナインスタンスの指定された場所に保持されます。[sourcePath] 
の値がホストコンテナインスタンスに存在しない場は、Docker デーモンによって作成されま
す。その場所が存在する場合は、ソースパスフォルダの内容がエクスポートされます。

型: 文字列

必須: いいえ
efsVolumeConfiguration

このパラメータは、タスクストレージに Amazon Elastic File System を使用している場合に指定
します。詳細については、「Amazon EFS ボリューム (p. 112)」を参照してください。

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ
authorizationConfig

Amazon EFS ファイルシステムに対する認可構成の詳細。

型: 文字列

必須: いいえ
accessPointId

使用する Amazon EFS アクセスポイントの ID。アクセスポイントを指定した場合、
[EFSVolumeConfiguration] で指定されているルートディレクトリの値を省略する
か、[/] に設定する必要があります。これにより、EFS アクセスポイントに設定されたパ
スが強制されます。アクセスポイントを使用する場合は、EFSVolumeConfiguration
で転送中の暗号化を有効にする必要があります。詳細については、Amazon Elastic ファ
イルシステムユーザーガイドの「Amazon EFS アクセスポイントの使用」を参照してく
ださい。

型: 文字列

必須: いいえ
iam

Amazon EFS ファイルシステムのマウント時にジョブ定義で定義した AWS 
Batch ジョブの IAM ロールを使用するかどうかを指定します。使用する場合は、
[EFSVolumeConfiguration] で転送中の暗号化を有効にする必要があります。このパ
ラメータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用されます。詳細については、
「Amazon EFS アクセスポイントを使用する (p. 113)」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ
fileSystemId

使用する Amazon EFS ファイルシステムの ID。

型: 文字列
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必須: いいえ
rootDirectory

ホスト内にルートディレクトリとしてマウントする Amazon EFS ファイルシステム内の
ディレクトリ。このパラメータを省略すると、Amazon EFS ボリュームのルートが使用され
ます。[/] を指定すると、このパラメータを省略した場合と同じ結果になります。最大長は 
4,096 文字です。

Important

[authorizationConfig] に EFS アクセスポイントを指定する場合は、ルートディ
レクトリパラメータを省略するか、または [/] に設定する必要があります。これによ
り、Amazon EFS アクセスポイントに設定されているパスが強制されます。

型: 文字列

必須: いいえ
transitEncryption

Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバー間で Amazon EFS データの転送中の暗号化
を有効にするかどうかを指定します。Amazon EFS IAM 認証を使用する場合は、転送中の
暗号化を有効にする必要があります。このパラメータを省略すると、[DISABLED] のデフォ
ルト値が使用されます。詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの
「Encrypting data in transit」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ
transitEncryptionPort

Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバーとの間で、暗号化されたデータを送信すると
きに使用するポート。転送中の暗号化ポートを指定しないと、Amazon EFS マウントヘル
パーが使用するポート選択方式が使用されます。この値は 0～65,535 の範囲の値にする必要
があります。詳細については、[Amazon Elastic File System User Guide] (Amazon Elastic File 
System ユーザーガイド) の[EFS Mount Helper] (EFS マウントヘルパー) を参照してくださ
い。

タイプ: 整数

必須: いいえ

Amazon EKS プロパティ
Amazon EKS ベースのジョブに固有のさまざまなプロパティが用意されたオブジェクト。Amazon ECS 
ベースのジョブ定義には、これを指定できません。

podProperties

Kubernetesジョブのポッドリソースのプロパティ。

型: EksPodProperties オブジェクト

必須: いいえ
containers

Amazon EKS ポッドで使用されるコンテナのプロパティ。
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型: EksContainer オブジェクト

必須: いいえ
args

エントリポイントへの引数の配列。これを指定しない場合、コンテナイメージの CMD が使用
されます。これは、のポッドの Entrypointargs 部分のメンバーに対応しますKubernetes。環
境変数の参照は、コンテナの環境を使用して展開されます。

参照先の環境変数が存在しない場合、コマンド内の参照は変更されません。例えば、参照先
が「$(NAME1)」で、NAME1 環境変数が存在しない場合、コマンド文字列は「$(NAME1)」
のままになります。$$ が $ に置き換えられ、結果の文字列は展開されません。例えば、$
$(VAR_NAME) は VAR_NAME 環境変数が存在するかどうかに関係なく、$(VAR_NAME) とし
て渡されます。詳細については、Dockerfile リファレンスの「CMD」と、Kubernetesドキュ
メントの「ポッドのコマンドと引数の定義」を参照してください。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
command

コンテナのエントリポイント。これはシェル内では実行されません。これを指定しない場
合、コンテナイメージの ENTRYPOINT が使用されます。環境変数の参照は、コンテナの環境
を使用して展開されます。

参照先の環境変数が存在しない場合、コマンド内の参照は変更されません。例えば、参照先
が「$(NAME1)」で、NAME1 環境変数が存在しない場合、コマンド文字列は「$(NAME1)」
のままになります。$$ が $ に置き換えられ、結果の文字列は展開されません。例えば、$
$(VAR_NAME) は VAR_NAME 環境変数が存在するかどうかに関係なく、$(VAR_NAME) とし
て渡されます。エントリポイントは更新できません。詳細については、Dockerfile リファレン
スの「ENTRYPOINT」と、Kubernetesドキュメントの「コンテナーとエントリポイントのコ
マンドと引数の定義」を参照してください。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
env

コンテナに渡す環境変数。
Note

環境変数は「AWS_BATCH」で始まることはできません。この命名規則は、AWS 
Batch で設定される変数のために予約されています。

型: EksContainerEnvironmentVariable オブジェクトの配列

必須: いいえ
name

環境変数の名前。

型: 文字列

必須: はい
value

環境変数の値。

型: 文字列
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必須: いいえ
image

コンテナの開始に使用する Docker イメージ。

型: 文字列

必須: はい
imagePullPolicy

コンテナのイメージプルポリシー。サポートされる値は Always、IfNotPresent、Never
です。このパラメータのデフォルトは IfNotPresent です。ただし、:latest タグが指定
されている場合、デフォルトは Always です。詳細については、Kubernetesドキュメント
の「画像の更新」を参照してください。

型: 文字列

必須: いいえ
name

コンテナの名前。名前が指定されなかった場合、デフォルト名「Default」が使用されま
す。ポッド内の各コンテナには一意の名前が必要です。

型: 文字列

必須: いいえ
resources

コンテナに割り当てるリソースのタイプと量。サポートされているリソースには
memory、cpu および nvidia.com/gpu などがあります。詳細については、Kubernetesド
キュメントの「ポッドとコンテナーのリソース管理」を参照してください。

型: EksContainerResourceRequirements オブジェクト

必須: いいえ
limits

コンテナ用に予約する指定されたリソースのタイプと量。値は、指定された name に
よって異なります。リソースは、limits または requests オブジェクトを使用してリ
クエストできます。
メモリ

コンテナ用のメモリのハード制限 (MiB)。整数と「Mi」サフィックスを使用します。
コンテナが指定されたメモリを超えようとすると、強制終了されます。ジョブに対
して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。limits、requests、
または両方で memory を指定できます。memory が両方の場所で指定されている場
合、limits で指定される値は、requests で指定されている値と等しくなければ
なりません。

Note

リソースの使用率を最大限に高めるには、使用している特定のインスタン
スタイプに対して可能な限り多くのメモリをジョブに割り当てます。この
方法の詳細は、「コンピューティングリソースメモリ管理 (p. 170)」を参
照してください。

cpu

コンテナ用に予約された CPU の数。値は 0.25 の偶数の乗数でなければなりませ
ん。limits、requests、または両方で cpu を指定できます。cpu が両方の場所
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で指定されている場合、limits で指定される値は、requests で指定されている
値以上でなければなりません。

nvidia.com/gpu

コンテナ用に予約された GPU の数。値は整数でなければなりません。memory は
limits、requests、または両方で指定できます。memory が両方の場所で指定さ
れている場合、limits で指定される値は、requests で指定されている値と等し
くなければなりません。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

値の長さの制限: 最小長さは 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ
requests

コンテナのリクエストに対するリソースのタイプと量。値は、指定された name によっ
て異なります。リソースは、limits または requests オブジェクトを使用してリクエ
ストできます。
メモリ

コンテナ用のメモリのハード制限 (MiB)。整数と「Mi」サフィックスを使用します。
コンテナが指定されたメモリを超えようとすると、強制終了されます。ジョブに対
して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。limits、requests、
または両方で memory を指定できます。memory が両方で指定されている場
合、requests で指定される値は、limits で指定されている値と等しくなければ
なりません。

Note

特定のインスタンスタイプに対してできるだけ多くのメモリを提供してリ
ソースの使用率を最大限に高めるには、「コンピューティングリソースメ
モリ管理 (p. 170)」を参照してください。

cpu

コンテナ用に予約された CPU の数。値は 0.25 の偶数の乗数でなければなりませ
ん。limits、requests、または両方で cpu を指定できます。cpu が両方で指定
されている場合、limits で指定される値は、requests で指定されている値以上
でなければなりません。

nvidia.com/gpu

コンテナ用に予約された GPU の数。値は整数でなければなりませ
ん。nvidia.com/gpu は limits、requests、または両方で指定できま
す。nvidia.com/gpu が両方で指定されている場合、requests で指定される値
は、limits で指定されている値と等しくなければなりません。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

値の長さの制限: 最小長さは 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ
securityContext

ジョブのセキュリティコンテキスト。詳細については、Kubernetesドキュメントの「ポッド
またはコンテナのセキュリティコンテキストの設定」を参照してください。

型: EksContainerSecurityContext オブジェクト

必須: いいえ
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privileged

このパラメータが true のとき、コンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する
昇格されたアクセス許可が付与されます。root権限のレベルはユーザー権限と同様で
す。デフォルト値は false です。このパラメータは、privilegedKubernetesドキュメ
ントの Privileged Pod セキュリティポリシーのポリシーに対応しています。

型: ブール

必須: いいえ
readOnlyRootFilesystem

このパラメータが true のとき、コンテナはそのルートファイルシステムへの読み
取り専用アクセスを許可されます。デフォルト値は false です。このパラメータ
は、ReadOnlyRootFilesystemKubernetesドキュメントのボリュームおよびファイル
システムポッドのセキュリティポリシーのポリシーに対応しています。

型: ブール

必須: いいえ
runAsGroup

このパラメータを指定すると、コンテナは指定されたグループ ID (gid) で実行されま
す。このパラメータを指定しない場合、デフォルトはイメージメタデータに指定されて
いるグループです。このパラメータはRunAsGroup、MustRunAsKubernetesドキュメン
ト内のユーザーおよびグループポッドのセキュリティポリシーに対応しています。

型: Long

必須: いいえ
runAsNonRoot

このパラメータを指定すると、コンテナは 0 以外の uid のユーザーとして実行されま
す。このパラメータを指定しない場合、そのようなルールが適用されます。このパラ
メータはRunAsUser、MustRunAsNonRootKubernetesドキュメント内のユーザーおよ
びグループポッドのセキュリティポリシーに対応しています。

型: Long

必須: いいえ
runAsUser

このパラメータを指定すると、コンテナは指定されたユーザー ID (uid) で実行されま
す。このパラメータを指定しない場合、デフォルトはイメージメタデータに指定されて
いるユーザーです。このパラメータはRunAsUser、MustRanAsKubernetesドキュメン
ト内のユーザーおよびグループポッドのセキュリティポリシーに対応しています。

型: Long

必須: いいえ
volumeMounts

Amazon EKS ジョブのコンテナのボリュームマウント。のボリュームとボリュームマウント
の詳細についてはKubernetes、Kubernetesドキュメントの「ボリューム」を参照してくださ
い。

型: EksContainerVolumeMount オブジェクトの配列

必須: いいえ

94

https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#privileged
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#volumes-and-file-systems
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#volumes-and-file-systems
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#users-and-groups
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#users-and-groups
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#users-and-groups
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#users-and-groups
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#users-and-groups
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#users-and-groups
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_EksContainerVolumeMount.html


AWS Batch ユーザーガイド
Amazon EKS プロパティ

mountPath

ボリュームをマウントするコンテナ上のパス。

型: 文字列

必須: いいえ
name

ボリュームマウントの名前。これは、ポッド内のいずれかのボリュームの名前と一致す
る必要があります。

型: 文字列

必須: いいえ
readOnly

この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されま
す。それ以外の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値
は false です。

タイプ: ブール

必須: いいえ
dnsPolicy

ポッドの DNS ポリシー。デフォルト値は ClusterFirst です。hostNetwork パ
ラメータが指定されていない場合、デフォルトは ClusterFirstWithHostNet で
す。ClusterFirst は、設定されたクラスタドメインサフィックスと一致しない DNS クエ
リが、ノードから継承されたアップストリームのネームサーバーに転送されることを示しま
す。APIdnsPolicy オペレーションで値が指定されていない場合、DescribeJobDefinitionsまた
は RegisterJobDefinitionDescribeJobsAPIdnsPolicy オペレーションのどちらからも値が返され
ません。ポッド仕様設定には、hostNetwork パラメータの値に応じて、ClusterFirst または
ClusterFirstWithHostNet のいずれかが含まれます。詳細については、Kubernetesドキュメ
ントの「PodのDNSポリシー」を参照してください。

有効な値: Default | ClusterFirst | ClusterFirstWithHostNet

型: 文字列

必須: いいえ
hostNetwork

ポッドがホストのネットワーク IP アドレスを使用するかどうかを示します。デフォルト値は
true です。これを設定すると、falseKubernetesポッドネットワークモデルが有効になりま
す。ほとんどの AWS Batch ワークロードは下り専用で、受信接続の各ポッドに IP を割り当てる
際のオーバーヘッドは必要ありません。詳細については、Kubernetesドキュメントの「ホスト名
前空間」と「ポッドネットワーク」を参照してください。

型: ブール

必須: いいえ
serviceAccountName

ポッドを実行するために使用されるサービスアカウントの名前。詳細については、Amazon EKS 
ユーザーガイドの 「KubernetesKubernetesサービスアカウント」と「IAM ロールを引き受けるよ
うにサービスアカウントを設定する」、Kubernetesドキュメントの「ポッドのサービスアカウン
トを設定する」を参照してください。

型: 文字列

95

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_DescribeJobDefinitions.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_DescribeJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_RegisterJobDefinition.html
https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/#pod-s-dns-policy
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#host-namespaces
https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-policy/#host-namespaces
https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/#pod-networking
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/associate-service-account-role.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/associate-service-account-role.html
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/


AWS Batch ユーザーガイド
Amazon EKS プロパティ

必須: いいえ
volumes

Amazon EKS リソースを使用するジョブ定義のボリュームを指定します。

型: EksVolume オブジェクトの配列

必須: いいえ
空のディレクトリ

KubernetesemptyDirボリュームの構成を指定します。emptyDir ボリュームは、ポッドが
ノードに割り当てられるときに最初に作成されます。そのポッドがそのノードで実行され
ている限り存在します。emptyDir ボリュームは最初は空です。ポッド内のすべてのコン
テナは、emptyDir ボリューム内のファイルを読み書きできます。ただし、emptyDir ボ
リュームは各コンテナの同じパスまたは異なるパスにマウントできます。何らかの理由で
ポッドがノードから削除されると、emptyDir のデータは完全に削除されます。詳細につい
ては、Kubernetesドキュメントの EmptyDir を参照してください。

型: EksEmptyDir オブジェクト

必須: いいえ
medium

ボリュームを保存するメディア。デフォルト値は、ノードのストレージを使用する空の
文字列です。
""

(デフォルト) ノードのディスクストレージを使用します。
「メモリ」

ノードの RAM にバックアップされている tmpfs ボリュームを使用します。ノード
が再起動するとボリュームの内容は失われ、ボリューム上のストレージはコンテナ
のメモリ制限に対して計算されます。

型: 文字列

必須: いいえ
サイズ制限

ボリュームの最大サイズ。デフォルトでは、最大サイズは定義されていません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ
ホストパス

KuberneteshostPathボリュームの構成を指定します。hostPath ボリュームは、ホスト
ノードのファイルシステムから既存のファイルまたはディレクトリをポッドにマウントしま
す。詳細については、Kubernetesドキュメントの「HostPath」を参照してください。

型: EksHostPath オブジェクト

必須: いいえ
パス

ポッドのコンテナにマウントするホスト上のファイルまたはディレクトリのパス。

型: 文字列
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必須: いいえ
name

ボリュームの名前。名前は DNS サブドメイン名として許可されている必要があります。詳細
については、Kubernetesドキュメントの「DNS サブドメイン名」を参照してください。

型: 文字列

必須: はい
シークレット

Kubernetessecretボリュームの構成を指定します。詳細については、Kubernetesドキュメ
ントの secret を参照してください。

型: EksSecret オブジェクト

必須: いいえ
optional

シークレットまたはシークレットのキーを定義する必要があるかどうかを指定します。

型: ブール

必須: いいえ
シークレットネーム

シークレットの名前。名前は DNS サブドメイン名として許可されている必要がありま
す。詳細については、Kubernetesドキュメントの「DNS サブドメイン名」を参照してく
ださい。

型: 文字列

必須: はい

プラットフォーム機能
platformCapabilities

ジョブ定義に必要なプラットフォーム機能。値が指定されていない場合、デフォルトは EC2 になりま
す。Fargate リソースで実行されるジョブの場合、FARGATEが指定されている。

Note

ジョブを Amazon EKS リソースで実行する場合は、を指定しないでくださ
いplatformCapabilities。

タイプ: 文字列

有効な値: EC2 | FARGATE

必須: いいえ

タグの伝播
propagateTags

タグをジョブまたはジョブ定義から対応する Amazon ECS タスクに伝播するかどうかを指定します。
値を指定しない場合、タグは伝播されません。タグは、タスクの作成時にのみタスクに伝播できま
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す。同じ名前のタグの場合、ジョブタグはジョブ定義タグよりも優先されます。ジョブとジョブ定義
から合わせたタグの合計数が 50 を超える場合、ジョブは FAILED 状態に移行します。

Note

ジョブを Amazon EKS リソースで実行する場合は、を指定しないでくださ
いpropagateTags。

型: ブール

必須: いいえ

ノードプロパティ
nodeProperties

マルチノードの並列ジョブ定義を登録する場合、ノードプロパティの一覧を指定する必要があり
ます。これらのノードプロパティは、ジョブで使用するノードの数、メインノードのインデック
スおよび使用する別のノード範囲を定義します。ジョブを Fargate リソースで実行する場合は、
[nodeProperties] を指定することはできません。代わりに containerProperties を使用してく
ださい。ジョブ定義では、以下のノードプロパティを使用できます。詳細については、「マルチノー
ドの並列ジョブ (p. 44)」を参照してください。

Note

ジョブを Amazon EKS リソースで実行する場合は、を指定しないでくださ
いnodeProperties。

型: NodeProperties オブジェクト

必須: いいえ
mainNode

複数ノードの並列ジョブの主要なノードにノードインデックスを指定します。このノードイン
デックス値は、ノード数未満である必要があります。

型: 整数

必須: はい
numNodes

マルチノードの並列ジョブに関連付けられたノードの数。

型: 整数

必須: はい
nodeRangeProperties

マルチノードの並列ジョブに関連付けられたノード範囲とそのプロパティの一覧。

Note

ノードグループとは、すべて同じコンテナプロパティを共有するジョブノードの同一の
グループです。を使用してAWS Batch、ジョブごとに最大 5 つの異なるノードグループ
を指定できます。

型: NodeRangeProperty オブジェクトの配列

必須: はい
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targetNodes

ノードのインデックス値を使用したノードの範囲。0:3 の範囲は、インデックス値が 0 か
ら 3 のノードを示しています。開始範囲値が省略されている場合 (:n)、範囲の開始値にが
使用されます。終了範囲値が省略されている場合 (n:)、範囲の終了値にはできるだけ高い
ノードインデックスが使用されます。累積ノード範囲は、すべてのノード (0:n) を考慮する
必要があります。たとえば、ノード範囲をネストできます。例：0:10 および 4:5。この場
合は、4:5 の範囲プロパティは、0:10 プロパティを上書きします。

型: 文字列

必須: いいえ
container

ノード範囲のコンテナの詳細。詳細については、「コンテナプロパティ (p. 74)」を参照し
てください。

型: ContainerProperties オブジェクト

必須: いいえ

再試行戦略
retryStrategy

ジョブ定義の登録時に、オプションとして、このジョブ定義で送信したジョブが失敗したときの再試
行戦略を指定できます。SubmitJobオペレーション中に指定されたリトライ戦略は、ここで定義され
たリトライ戦略を上書きします。デフォルトでは、各ジョブは 1 回試行されます。複数の試行を指
定すると、ジョブが失敗した場合、ジョブが再試行されます。失敗の例としては、ジョブがゼロ以外
の終了コードが返した場合やコンテナインスタンスが終了した場合が含まれます。詳細については、
「ジョブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。

型: RetryStrategy オブジェクト

必須: いいえ
attempts

ジョブを RUNNABLE ステータスに移行する回数。1〜10 回の試行を指定できます。attempts の
回数が 1 より大きい場合、ジョブは RUNNABLE に移行するまでにその回数内で再試行されます。

"attempts": integer

タイプ: 整数

必須: いいえ
evaluateOnExit

ジョブの再試行または失敗の条件を指定する、最大 5 つのオブジェクトの配列。このパラメータ
を指定する場合は、attempts パラメータも指定する必要があります。evaluateOnExitを指定
してもエントリがすべて一致しない場合、ジョブは再試行されます。

"evaluateOnExit": [ 
   { 
      "action": "string", 
      "onExitCode": "string", 
      "onReason": "string", 
      "onStatusReason": "string" 
   }
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]

型: EvaluateOnExit オブジェクトの配列

必須: いいえ
action

指定された条件 (onStatusReason、onReason および onExitCode)がすべて満たされた場
合に実行するアクションを指定します。値は大文字と小文字が区別されません。

型: 文字列

必須: はい

有効な値: RETRY | EXIT
onExitCode

ジョブに対して返された ExitCode の10進表現と照合する glob パターンが含まれていま
す。パターンの最大長は 512 文字です。数字のみを含めることができます。文字や特殊文字
を含めることはできません。必要に応じて末尾をアスタリスク (*) にでき、文字列の先頭だけ
が完全に一致する必要があります。

型: 文字列

必須: いいえ
onReason

ジョブに対して返された Reason と照合する glob パターンが含まれます。パターンの最大長
は 512 文字です。文字、数字、ピリオド (.)、コロン (:)、および空白 (スペースまたはタブを
含む) を含めることができます。必要に応じて末尾をアスタリスク (*) にでき、文字列の先頭
だけが完全に一致する必要があります。

型: 文字列

必須: いいえ
onStatusReason

ジョブに対して返された StatusReason と照合する glob パターンが含まれます。パターン
の最大長は 512 文字です。文字、数字、ピリオド (.)、コロン (:)、および空白 (スペースまた
はタブを含む) を含めることができます。必要に応じて末尾をアスタリスク (*) にでき、文字
列の先頭だけが完全に一致する必要があります。

型: 文字列

必須: いいえ

スケジューリング優先度を設定する
schedulingPriority

このジョブ定義で送信されるジョブのスケジューリング優先度です。これは、公平配分ポリシーが適
用されたジョブキュー内のジョブにのみ影響します。スケジューリング優先度が高いジョブは、スケ
ジューリング優先度の低いジョブの前にスケジュールされます。

サポートされている最小値は 0 で、サポートされている最大値は 9999 です。

タイプ: 整数

必須: いいえ
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タグ

タグ
tags

ジョブ定義に関連付けるキーバリューペアのタグ。詳細については、「AWS Batch リソースのタグ付
け (p. 281)」を参照してください。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

タイムアウト
timeout

この期間を超えてジョブが実行されると AWS Batch でジョブが終了するように、ジョブのタイムア
ウト期間を設定できます。詳細については、「Job タイムアウト (p. 33)」を参照してください。タイ
ムアウトが原因でジョブが終了した場合は、再試行されません。SubmitJobオペレーション中に指定
されたタイムアウト設定は、ここで定義されたタイムアウト設定を上書きします。詳細については、
「Job タイムアウト (p. 33)」を参照してください。

型: JobTimeout オブジェクト

必須: いいえ
attemptDurationSeconds

startedAt によって未終了のジョブが終了されるまでの時間 (秒) (ジョブ試行の AWS Batch タ
イムスタンプから計測)。タイムアウトの最小値は 60 秒です。

配列ジョブの場合、タイムアウトは親配列ジョブではなく子ジョブに適用されます。

マルチノード並列 (MNP) ジョブの場合、タイムアウトは、ジョブ全体に適用され、個々のノード
には適用されません。

タイプ: 整数

必須: いいえ

awslogs ログドライバーを使用する
デフォルトでは、AWS Batch は awslogs ログドライバが CloudWatch Logs にログ情報を送信することを
可能にします。この機能により、コンテナからの異なるログを 1 か所で便利に表示できます。また、コン
テナログがコンテナインスタンスのディスク容量を占めることも防止できます。このトピックでは、ジョ
ブ定義で awslogs ログドライバーを設定する方法について説明します。

Note

ジョブのコンテナによってログ記録される情報のタイプは、ENTRYPOINT コマンドによって大き
く異なります。デフォルトでは、キャプチャされるログは、コンテナをローカルに実行した場合
にインタラクティブターミナルに表示されるコマンド出力 (STDOUT および STDERR I/O ストリー
ム) を示します。awslogsログドライバーは、これらのログを Docker から CloudWatch Logs に
渡すだけです。Docker ログの処理方法 (ファイルデータやストリームをキャプチャする別の方法) 
の詳細については、Docker ドキュメントの「コンテナまたはサービスのログを表示する」を参照
してください。

コンテナインスタンスから CloudWatch Logs にシステムログを送信するには、「 CloudWatch ログをで使
うAWS Batch (p. 234)」を参照してください。CloudWatch Logs の詳細については、「」を参照してく
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ださい。ログファイルのモニタリングおよびCloudWatch Logs クォータのAmazon CloudWatch Logs ユー
ザーガイド。

使用できる awslogs ログドライバーのオプション
awslogs ログドライバーは、AWS Batch ジョブ定義で以下のオプションをサポートします。詳細につい
ては、Docker ドキュメントの「CloudWatch Logs ロギングドライバーの設定」を参照してください。

awslogs-region

必須: いいえ

awslogs ログドライバーが Docker ログを送信するリージョンを指定します。デフォルトでは、使
用されるリージョンはジョブのリージョンと同じです。CloudWatch Logs では、異なるリージョンの
ジョブからすべてのログを 1 つのリージョンに送信するように選択できます。これにより、それらを 
1 つの場所からすべて表示できます。または、より詳細なアプローチのために、リージョンごとにそ
れらを分離することもできます。ただし、このオプションを選択する場合は、指定したロググループ
が、指定したリージョンに存在することを確認してください。

awslogs-group

必須：オプション

この awslogs-group オプションを選択すると、awslogs ログドライバーがログストリームを送信
するロググループを指定できます。これを指定しない場合、aws/batch/job が使用されます。

awslogs-stream-prefix

必須：オプション

awslogs-stream-prefix オプションを使用して、指定したプレフィックス、コンテナ名、コンテ
ナの所属先における AWS Batchジョブの Amazon ECS タスクの ID に、ログストリーミングを関連付
けることができます。このオプションでプレフィックスを指定した場合、ログストリームの形式は以
下のようになります。

prefix-name/default/ecs-task-id

awslogs-datetime-format

必須: いいえ

このオプションは、Python strftime 形式で複数行起動パターンを定義します。ログメッセージは、
パターンに一致する 1 行と、それに続くパターンに一致しない行で構成されます。したがって、一致
した行はログメッセージ間の区切り文字です。

この形式を使用する場合のユースケースの例としては、スタックダンプなどの解析された出力があ
り、これを使用しなければ、複数のエントリに記録されることになります。適切なパターンにより、
単一のエントリにキャプチャさせます。

詳細については、「awslogs-datetime-format」を参照してください。

awslogs-datetime-format と awslogs-multiline-pattern の両方が設定されている場合、こ
のオプションは常に優先されます。

Note

複数行のログ記録は、すべてのログメッセージの正規表現の解析とマッチングを実行しま
す。これによりログ記録のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。

awslogs-multiline-pattern

必須: いいえ
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このオプションでは、正規表現を使用して複数行起動パターンを定義します。ログメッセージは、パ
ターンに一致する 1 行と、それに続くパターンに一致しない行で構成されます。したがって、一致し
た行はログメッセージ間の区切り文字です。

詳細については、Docker ドキュメントの「awslogs-multiline-pattern」を参照してください。

awslogs-datetime-format も設定されている場合は、このオプションは無視されます。

Note

複数行のログ記録は、すべてのログメッセージの正規表現の解析とマッチングを実行しま
す。これによりログ記録のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。

awslogs-create-group

必須: いいえ

自動的に作成されたロググループが必要かどうかを指定します。このオプションを指定しない場合、
デフォルトは false です。

Warning

このオプションは推奨されません。各ジョブがロググループの作成を試みるため、ジョブが
失敗する可能性が高くなるため、CloudWatch Logs CreateLogGroup API アクションを使用
して、事前にロググループを作成することをお勧めします。

Note

logs:CreateLogGroup を使用しようとする前に、実行ロールの IAM ポリシーには
awslogs-create-group アクセス権限が含まれている必要があります。

ジョブ定義でログ設定を指定する
デフォルトでは、AWS Batch が awslogs ログドライバーを有効にします。ここでは、ジョブの
awslogs ログ設定をカスタマイズする方法について説明します。詳細については、「シングルノードの
ジョブ定義を作成する  (p. 53)」を参照してください。

次のログ設定 JSON スニペットは、ジョブごとに logConfiguration オブジェクトが指定されていま
す。1 つは awslogs-wordpress というロググループにログを送る WordPress のジョブで、もう 1 つ
は awslogs-mysql というロググループにログを送る MySQL コンテナのものです。どちらのコンテナも
awslogs-example ログストリームプレフィックスを使用します。

"logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
        "awslogs-group": "awslogs-wordpress", 
        "awslogs-stream-prefix": "awslogs-example" 
    }
}

"logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
        "awslogs-group": "awslogs-mysql", 
        "awslogs-stream-prefix": "awslogs-example" 
    }
}

AWS Batch コンソールで、wordpress ジョブ定義のログ設定は次の図のように指定されています。
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awslogs ログドライバーを使用するタスク定義をジョブ定義ログ設定に登録すると、ジョブ定義を使用し
てジョブを送信し、CloudWatch Logsへのログの送信をスタートできます。詳細については、「ジョブを
送信する (p. 28)」を参照してください。

機密データの指定
AWS Batchを使用すると、AWS Secrets Manager シークレットまたは AWS Systems Manager パラメー
タストアのパラメータに機密データを保存してジョブの定義でそれを参照することによって、ジョブに機
密データを挿入できます。

以下の方法でシークレットをジョブに公開できます。

• 機密データを環境変数としてコンテナに挿入するには、secrets ジョブ定義パラメータを使用します。
• ジョブのログ設定内の機密情報を参照するには、secretOptions ジョブ定義パラメータを使用しま

す。

トピック
• Secrets Manager を使用した機密データの指定 (p. 104)
• Systems Manager Parameter Store を使用して機密データを指定する (p. 110)

Secrets Manager を使用した機密データの指定
AWS Batch を使用すると、AWS Secrets Manager シークレットに機密データを保存してジョブ定義でそ
れを参照することによって、ジョブの機密のデータを挿入できます。Secrets Manager シークレットに保
存された機密データは、環境変数として、またはログ設定の一部としてジョブに公開できます。

シークレットを環境変数として挿入する場合は、挿入するシークレットの JSON キーまたはバージョン
を指定できます。このプロセスは、ジョブに公開される機密データの制御に役立ちます。シークレットの
バージョニングの詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager の
主な用語と概念」を参照してください。
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Secrets Manager を使用した機密データの指定に関する考慮事項
Secrets Manager を使用してジョブの機密データを指定する場合は、以下を考慮する必要があります。

• シークレットの特定の JSON キーやバージョンを使用してシークレットを挿入するには、コンピュー
ティング環境内のコンテナインスタンスに、 Amazon ECS コンテナエージェントのバージョン 1.37.0 
以降が必要です。ただし、最新のコンテナエージェントのバージョンを使用することをお勧めしま
す。エージェントのバージョンの確認と最新バージョンへの更新の詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してくだ
さい。

シークレットの内容全体を環境変数として挿入したり、ログ設定にシークレットを挿入したりするに
は、コンテナインスタンスにバージョン 1.22.0 以降のコンテナエージェントが必要です。

• CreateSecret API の SecretString パラメータで作成されたシークレットであるテキストデータを格
納するシークレット のみがサポートされます。CreateSecret API の SecretBinary パラメータで作成
されたシークレットであるバイナリデータを格納するシークレットはサポートされていません。

• Secrets Manager シークレットを参照するジョブ定義を使用してジョブの機密データを取得する場合、
インターフェイス VPC エンドポイントも使用している場合は、Secrets Manager のインターフェイス 
VPC エンドポイントを作成する必要があります 。詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガ
イドの「VPC EndpointでSecrets Managerを使用する」を参照してください。

• 重要なデータは、ジョブが最初に開始されたときにジョブに挿入されます。シークレットを後で更新ま
たはローテーションすると、ジョブには更新された値が自動的に送信されなくなります。更新された
シークレット値で新しいジョブを起動するようサービスに強制するには、新しいジョブの起動が必要で
す。

AWS Batch シークレットで必須の IAM アクセス許可
この機能を使用するには、実行ロールを持っていて、ジョブ定義でそのロールを参照する必要がありま
す。これにより、コンテナエージェントは必要な Secrets Manager リソースをプルすることを許可されま
す。詳細については、「AWS Batch タスク実行 IAM ロール (p. 255)」を参照してください。

作成した Secrets Manager シークレットへのアクセスを許可するには、以下のアクセス許可をインライン
ポリシーとして実行ロールに手動で追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシー
の追加と削除 」を参照してください。

• secretsmanager:GetSecretValue – Secrets Manager シークレットを参照する場合に必須です。
• kms:Decrypt – シークレットでカスタムの KMS キーを使用し、デフォルトのキーを使用しない場合に

のみ必須です。そのカスタムキーの ARN はリソースとして追加されている必要があります。

次の例のインラインポリシーでは必須の アクセス許可を追加しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:<secret_name>", 
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/<key_id>" 
      ] 
    } 
  ]
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}

環境変数としての機密データの挿入
ジョブの定義内では、以下の項目を指定できます。

• ジョブに設定する環境変数の名前が含まれている secrets オブジェクト
• Secrets Manager シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。
• ジョブに渡す機密データが含まれている追加のパラメータ

次の例は、Secrets Manager シークレットに指定する必要がある完全な構文を示しています。

arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret-name:json-key:version-
stage:version-id

次のセクションでは、追加のパラメータについて説明します。これらのパラメータは省略可能です。ただ
し、それらを使用しない場合は、デフォルト値を使用するためにコロン : が含まれている必要がありま
す。以下の例でより詳細なコンテキストを示します。

json-key

キーと値のペアのキーの名前を指定します。値は設定する環境変数の値です。JSON 形式の値のみが
サポートされます。JSON キーを指定しないと、シークレットの内容全体が使用されます。

version-stage

使用するシークレットのバージョンのステージングラベルを指定します。バージョンのステージング
ラベルを指定した場合、バージョン ID は指定できません。バージョンのステージを指定しないと、デ
フォルトの動作として、AWSCURRENT ステージングラベルのシークレットが取得されます。

ステージングラベルは、シークレットが更新またはローテーションされたときに、シークレットの
さまざまなバージョンを追跡するために使用します。シークレットの各バージョンには、1 つ以上の
ステージングラベルと 1 つの ID があります。詳細については、AWS Secrets Managerユーザーガイ
ドの「AWS Secrets Manager の主な用語と概念」を参照してください。

version-id

使用するシークレットのバージョンの固有 ID を指定します。バージョン ID を指定した場合、バー
ジョンのステージングラベルは指定できません。バージョン ID を指定しないと、デフォルトの動作と
して、AWSCURRENT ステージングラベルのシークレットが取得されます。

バージョン ID は、シークレットが更新またはローテーションされたときに、シークレットのさまざま
なバージョンを追跡するために使用します。シークレットの各バージョンには ID があります。詳細に
ついては、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Manager の主な用語と概念」を参
照してください。

コンテナの定義の例

以下の例では、コンテナの定義で Secrets Manager シークレットを参照する方法を示します。

Example シークレット全体を参照する

次に示すのは、Secrets Manager シークレットのテキスト全体を参照するときの形式を示すタスク定義の
スニペットです。

{ 
  "containerProperties": [{ 
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    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name-AbCdEf" 
    }] 
  }]
}

Example シークレット内の特定のキーを参照する

次に示すのは、シークレットの内容と、シークレットに関連付けられているバージョンのステージングラ
ベルおよびバージョン ID を表示する get-secret-value コマンドの出力例です。

{ 
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf", 
    "Name": "appauthexample", 
    "VersionId": "871d9eca-18aa-46a9-8785-981dd39ab30c", 
    "SecretString": "{\"username1\":\"password1\",\"username2\":\"password2\",
\"username3\":\"password3\"}", 
    "VersionStages": [ 
        "AWSCURRENT" 
    ], 
    "CreatedDate": 1581968848.921
}

前のコンテナの定義の出力で特定のキーを参照するには、ARN の最後にキー名を指定します。

{ 
  "containerProperties": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:username1::" 
    }] 
  }]
}

Example 特定のシークレットバージョンを参照する

次に示すのは、シークレットの暗号化されていない内容と、シークレットのすべてのバージョンのメタ
データを表示する describe-secret コマンドの出力例です。

{ 
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf", 
    "Name": "appauthexample", 
    "Description": "Example of a secret containing application authorization data.", 
    "RotationEnabled": false, 
    "LastChangedDate": 1581968848.926, 
    "LastAccessedDate": 1581897600.0, 
    "Tags": [], 
    "VersionIdsToStages": { 
        "871d9eca-18aa-46a9-8785-981dd39ab30c": [ 
            "AWSCURRENT" 
        ], 
        "9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead36b967e8": [ 
            "AWSPREVIOUS" 
        ] 
    }
}

前のコンテナの定義の出力で特定のバージョンのステージングラベルを参照するには、ARN の最後にキー
名を指定します。
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{ 
  "containerProperties": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf::AWSPREVIOUS:" 
    }] 
  }]
}

前のコンテナの定義の出力で特定のバージョン ID を参照するには、ARN の最後にキー名を指定します。

{ 
  "containerProperties": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf::9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead36b967e8" 
    }] 
  }]
}

Example シークレットの特定のキーおよびバージョンのステージングラベルを参照する

シークレット内の特定のキーと特定のバージョンのステージングラベルの両方を参照する方法は次のとお
りです。

{ 
  "containerProperties": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:username1:AWSPREVIOUS:" 
    }] 
  }]
}

特定のキーとバージョン ID を指定するには、次の構文を使用します。

{ 
  "containerProperties": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:username1::9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead36b967e8" 
    }] 
  }]
}

ログ設定への機密データの挿入
ジョブの定義内で logConfiguration を指定するときに、コンテナに設定するログドライバーオプショ
ンの名前と、コンテナに提示する機密データが含まれている Secrets Manager シークレットの 完全なARN
を使用して secretOptions を指定できます。

以下に示すのは、Secrets Manager シークレットを参照するときの形式を示すジョブ定義のスニペットで
す。

{ 
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  "containerProperties": [{ 
    "logConfiguration": [{ 
      "logDriver": "splunk", 
      "options": { 
        "splunk-url": "https://cloud.splunk.com:8080" 
      }, 
      "secretOptions": [{ 
        "name": "splunk-token", 
        "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name-
AbCdEf" 
      }] 
    }] 
  }]
}

AWS Secrets Manager シークレットの作成
Secrets Manager コンソールを使用して、機密データ用のシークレットを作成できます。詳細について
は、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの 「ベーシックシークレットの作成 を参照してください。

基本的なシークレットを作成するには

機密データのシークレットを作成するには、Secrets Manager を使用します。

1. https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/ から Secrets Manager コンソール を開きます。
2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します｡
3. [Select secret type] (シークレットタイプの選択) で、[Other type of secrets] (他の種類のシークレット) 

を選択します。
4. カスタムシークレットの詳細を [Key] (キー) と [Value] (値) のペアの形式で指定します。たとえ

ば、UserName のキーを指定し、その値として適切なユーザー名を指定できます。Password の名前
とパスワードのテキストを値として持つ 2 番目のキーを追加します。データベース名、サーバーアド
レス、TCP ポートなどのエントリを追加することもできます。必要な情報を格納するのに必要な数だ
けペアを追加できます。

または、[Plaintext] (プレーンテキスト) タブを選択して、任意の方法でシークレット値を入力すること
もできます。

5. シークレットの保護されたテキストを暗号化するために使用する AWS KMS 暗号化キーを選択しま
す。選択しない場合、Secrets Manager は、アカウントのデフォルトキーが存在するかどうかを調
べ、存在する場合はそれを使用します。デフォルトのキーが存在しない場合は、Secrets Manager が
自動的に作成します。また、[Add new key(新しいキーの追加)] を選択して､このシークレット専用の
カスタム KMS キーを作成します。独自の KMS キーを作成するには、アカウントに KMS キーを作成
するアクセス権限が必要です。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Secret name (シークレット名)] に､オプションのパスと名前 (例: production/

MyAwesomeAppSecret または development/TestSecret) を入力し、[次] を選択します。オプ
ションで説明を追加することもできます。後でこのシークレットを思い出すのに役立ちます。

シークレット名に使用できるのは、ASCII 文字、数字、または次の記号のみです: /_+=.@-
8. (オプション) この時点で、シークレットのローテーションを設定することができます。この手順で

は、[Disable automatic rotation] (自動ローテーションを無効化) は無効のままにし、[次] を選択しま
す。

新規または既存のシークレットでローテーションを設定する方法については、「AWS Secrets 
Manager シークレットの更新」を参照してください。

9. 設定を確認し、次に [Store secret (シークレットの保存)] を選択して入力した内容すべてを Secrets 
Manager の新しいシークレットとして保存します。
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Systems Manager Parameter Store を使用して機密
データを指定する
AWS Batch を使用すると、AWS Systems Manager パラメータストア パラメータに機密データを保存して
コンテナの定義でそれを参照することによって、コンテナに機密データを挿入できます。

トピック
• Systems Manager パラメータストアを使用した機密データの指定に関する考慮事項 (p. 110)
• AWS Batch シークレットで必須の IAM アクセス許可 (p. 110)
• 環境変数としての機密データの挿入 (p. 111)
• ログ設定への機密データの挿入 (p. 111)
• AWS Systems Manager パラメータストア パラメータの作成 (p. 112)

Systems Manager パラメータストアを使用した機密データの指
定に関する考慮事項
Systems Manager パラメータストアのパラメータを使用してコンテナの機密データを指定する場合は、以
下を考慮する必要があります。

• この機能では、コンテナインスタンスに、バージョン 1.22.0 以降のコンテナエージェントが必要です。
ただし、最新のコンテナエージェントのバージョンを使用することをお勧めします。エージェントの
バージョンの確認と最新バージョンへの更新の詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してください。

• 機密データは、コンテナが最初に開始されたときにジョブのコンテナに挿入されます。シークレットま
たは Parameter Store パラメータが後で更新またはローテーションされたときに、コンテナは更新され
た値を自動的に受け取りません。更新されたシークレットを使用して新しいジョブを強制的に起動する
には、新しいジョブを起動する必要があります。

AWS Batch シークレットで必須の IAM アクセス許可
この機能を使用するには、実行ロールを持っていて、ジョブ定義でそのロールを参照する必要がありま
す。これにより、Amazon ECS コンテナエージェントは必要な AWS Systems Manager リソースをプルす
ることを許可されます。詳細については、「AWS Batch タスク実行 IAM ロール (p. 255)」を参照してく
ださい。

作成した AWS Systems Manager パラメータストア パラメータにアクセスできるように、実行ロールに
以下のアクセス許可をインラインポリシーとして手動で追加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「IAM ポリシーの追加と削除」を参照してください。

• ssm:GetParameters— Systems Managerパラメータストアのパラメータをタスク定義で参照する場合
は必須です。

• secretsmanager:GetSecretValue — Secrets Manager シークレットを直接参照するか、Systems 
Manager パラメータストアのパラメータがタスク定義で Secrets Manager シークレットを参照している
場合は必須です。

• kms:Decrypt – シークレットでカスタムの KMS キーを使用し、デフォルトのキーを使用しない場合に
のみ必須です。そのカスタムキーの ARN はリソースとして追加されている必要があります。

次の例のインラインポリシーでは必須許可を追加しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:GetParameters", 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ssm:<region>:<aws_account_id>:parameter/<parameter_name>", 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:<secret_name>", 
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/<key_id>" 
      ] 
    } 
  ]
}

環境変数としての機密データの挿入
コンテナの定義内で、コンテナに設定する環境変数の名前と、コンテナに渡す機密データが含まれている 
Systems Manager パラメータストアのパラメータの ARN 全体を使用して secrets を指定できます。

以下に示すのは、Systems Manager パラメータストアのパラメータを参照するときの形式を示すタスク定
義のスニペットです。起動するタスクと同じリージョンに Systems Manager パラメータストアのパラメー
タが存在する場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメータが別の
リージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。

{ 
  "containerProperties": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name" 
    }] 
  }]
}

ログ設定への機密データの挿入
コンテナの定義内で logConfiguration を指定するときに、コンテナに設定するログドライバーオプ
ションの名前と、コンテナに渡す機密データが含まれている Systems Manager パラメータストアのパラ
メータの ARN 全体を使用して secretOptions を指定できます。

Important

起動するタスクと同じリージョンに Systems Manager パラメータストアのパラメータが存在する
場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメータが別のリー
ジョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。

以下に示すのは、Systems Manager パラメータストアのパラメータを参照するときの形式を示すタスク定
義のスニペットです。

{ 
  "containerProperties": [{ 
    "logConfiguration": [{ 
      "logDriver": "fluentd", 
      "options": { 
        "tag": "fluentd demo" 
      }, 
      "secretOptions": [{ 
        "name": "fluentd-address", 
        "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name" 
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      }] 
    }] 
  }]
}

AWS Systems Manager パラメータストア パラメータの作成
Systems Manager コンソールを使用して、機密データ用の AWS Systems Manager パラメータストア パ
ラメータを作成できます。詳細については、次を参照してください。チュートリアル: コマンドでパラメー
タを作成して使用する (コンソール)()AWS Systems Managerユーザーガイド。

パラメータストア パラメータを作成するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで [Parameter Store] (パラメータストア)、[Create parameter] (パラメータの作
成) の順に選択します。

3. [Name] (名前) に、階層とパラメータ名を入力します。たとえば、test/database_password と入
力します。

4. [Description] (説明) に説明を入力します (省略可能)。
5. にとってタイプ、選択してください文字列,StringList、またはSecureString。

Note

• 選択内容SecureString、KMS キー IDフィールドが表示されます。KMS キー ID、KMS 
キー ARN、エイリアス名、またはエイリアス ARN が指定されていない場合、システムは
alias/aws/ssm を使用します。これは、Systems Manager 用のデフォルトの KMS キー
です。このキーを使用しない場合は、カスタムキーを選択します。詳細については、AWS 
Systems Managerユーザーガイドの「Secure String パラメータを使用する」を参照してく
ださい。

• コンソールで key-id パラメータにカスタム KMS キーエイリアス名またはエイリアス 
ARN のいずれかを指定して Secure String パラメータを作成する場合は、そのエイリアス
の前にプレフィックス alias/ を指定する必要があります。ARN の例を次に示します。

arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName

エイリアス名の例を次に示します。

alias/MyAliasName

6. [Value] (値) に値を入力します。例えば、MyFirstParameter です。選択した場合SecureString入力
した値は必ずマスクされます。

7. [Create parameter] (パラメータの作成) を選択します。

Amazon EFS ボリューム
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) では、AWS Batch ジョブで使用するためのシンプルでスケー
ラブルなファイルストレージを提供します。Amazon EFSでは、ストレージ容量は伸縮性があります。
ファイルの追加や削除時に、自動的にスケールされます。アプリケーションでは、必要なときに必要なス
トレージを確保できます。

Amazon EFS ファイルシステムを AWS Batch で使用して、コンテナインスタンスのフリート全体のファ
イルシステムデータをエクスポートできます。これにより、ジョブは、同じ永続的ストレージにアクセス
できます。ただし、Docker デーモンが起動する前に、Amazon EFS ファイルシステムをマウントするよ
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うに、コンテナインスタンス AMI を設定する必要があります。また、ファイルシステムを使用するには、
ジョブ定義でコンテナインスタンスのボリュームマウントを参照する必要があります。以下のセクション
は、AWS Batch でAmazon EFSの使用を開始するのに役立ちます。

Amazon EFS ボリュームに関する考慮事項
Amazon EFS ボリュームを使用する際には、以下の点を考慮する必要があります:

• EC2 リソースを使用するジョブの場合、Amazon ECS に最適化された AMI バージョン 20191212、
コンテナエージェントバージョン 1.35.0 で、Amazon EFS ファイルシステムのサポートがパブリック
プレビューとして追加されました。ただし、Amazon ECS 最適化 AMI バージョン 20200319、コンテ
ナエージェントバージョン 1.38.0 で、Amazon EFS ファイルシステムのサポート ( Amazon EFS アク
セスポイントと IAM 認証機能を含む) が一般提供されました。これらの機能を利用するには、Amazon 
ECS に最適化された AMI バージョン 20200319 以降を使用することをお勧めします。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された AMI バー
ジョン」を参照してください。

Note

独自の AMI を作成する場合、コンテナエージェント 1.38.0 以降、ecs-init バージョン 
1.38.0-1 以降を使用し、Amazon EC2 インスタンスで以下のコマンドを実行する必要がありま
す。これが Amazon ECS ボリュームプラグインを有効にするためのものです。コマンドは、
ベースイメージとして Amazon Linux 2 と Amazon Linux のどちらを使用しているかによって異
なります。
Amazon Linux 2

$ yum install amazon-efs-utils
systemctl enable --now amazon-ecs-volume-plugin

Amazon Linux

$ yum install amazon-efs-utils
sudo shutdown -r now

• Fargate リソースを使用するジョブの場合、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降で Amazon EFS 
ファイルシステムのサポートが追加されました。詳細については、Amazon Elastic Container Service デ
ベロッパーガイドの「AWS Fargate プラットフォームのバージョン」を参照してください。

• Fargate リソースで使用されるジョブに Amazon EFS ボリュームを指定する場合、Fargate は Amazon 
EFS ボリュームの管理を担当するスーパーバイザーコンテナを作成します。スーパーバイザーコンテ
ナは、ジョブのメモリを少しだけ使用します。スーパーバイザーコンテナは、タスクメタデータバー
ジョン 4 エンドポイントにクエリを実行するときに表示されます。詳細については、Amazon Elastic 
Container Service ユーザーガイドAWS Fargate用のタスクメタデータエンドポイントバージョン 4を参
照してください。

Amazon EFS アクセスポイントを使用する
Amazon EFS アクセスポイントは、EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイント
です。これにより、共有データセットへのアプリケーションアクセスが管理しやすくなります。Amazon 
EFS アクセスポイントの詳細およびアクセス制御方法については、Amazon Elastic File System ユーザー
ガイドの「Amazon EFS アクセスポイントの使用」を参照してください。

アクセスポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対してユー
ザーアイデンティティ (ユーザーの POSIX グループなど) を適用できます。また、ファイルシステムに対
して別のルートディレクトリを適用し、このディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対し
てのみ、クライアントにアクセスを許可することもできます。
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Note

EFS アクセスポイントを作成するときは、ルートディレクトリとして機能するファイルシステム
上のパスを指定します。AWS Batch ジョブ定義でアクセスポイント ID を持つ EFS ファイルシス
テムを参照する場合、ルートディレクトリを省略するか、EFS アクセスポイントに設定されたパ
スを強制する / に設定する必要があります。

AWS Batch ジョブの IAM ロールを使用して、特定のアプリケーションで使用するアクセスポイントを限
定できます。IAM ポリシーとアクセスポイントを組み合わせると、アプリケーションから特定のデータ
セットへのアクセスを簡単に保護できます。この機能では、タスク用の Amazon ECS IAM ロールを使用し
ます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロー
ル」を参照してください。

ジョブ定義でのAmazon EFS ファイルシステムの指定
コンテナに Amazon EFS ファイルシステムボリュームを使用するには、ジョブ定義でボリュームとマ
ウントポイントの設定を指定する必要があります。次のジョブ定義の JSON スニペットは、コンテナの 
[volumes] と [mountPoints] オブジェクトの構文を示します。

{ 
    "containerProperties": [ 
        { 
            "image": "amazonlinux:2", 
            "command": [ 
                "ls", 
                "-la", 
                "/mount/efs" 
            ], 
            "mountPoints": [ 
                { 
                    "sourceVolume": "myEfsVolume", 
                    "containerPath": "/mount/efs", 
                    "readOnly": true
                } 
            ], 
            "volumes": [ 
                { 
                    "name": "myEfsVolume", 
                    "efsVolumeConfiguration": { 
                        "fileSystemId": "fs-12345678", 
                        "rootDirectory": "/path/to/my/data", 
                        "transitEncryption": "ENABLED", 
                        "transitEncryptionPort": integer, 
                        "authorizationConfig": { 
                            "accessPointId": "fsap-1234567890abcdef1", 
                            "iam": "ENABLED" 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

efsVolumeConfiguration

Type: オブジェクト

必須: いいえ

このパラメータは、Amazon EFS ボリュームを使用する場合に指定します。
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fileSystemId

Type: 文字列

必須: はい

使用する Amazon EFS ファイルシステムの ID。
rootDirectory

Type: 文字列

必須: いいえ

ホスト内にルートディレクトリとしてマウントする Amazon EFS ファイルシステム内のディレク
トリ。このパラメータを省略すると、Amazon EFS ボリュームのルートが使用されます。/ を指
定すると、このパラメータを省略した場合と同じ結果になります。最大 4,096 文字を使用できま
す。

Important

[authorizationConfig] に EFS アクセスポイントを指定する場合は、ルートディレク
トリパラメータを省略するか、または [/] に設定する必要があります。これにより、EFS 
アクセスポイントに設定されたパスが強制されます。

transitEncryption

Type: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

AWS Batch ホストと Amazon EFS サーバー間で Amazon EFS データの転送中の暗号化を有効に
するかどうかをします。Amazon EFS IAM 認証を使用する場合は、転送中の暗号化を有効にする
必要があります。このパラメータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用されます。詳
細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「Encrypting data in transit」を参照
してください。

transitEncryptionPort

Type: 整数

必須: いいえ

AWS Batch ホストと Amazon EFS サーバーの間で暗号化されたデータを送信するときに使用す
るポート。転送中の暗号化ポートを指定しないと、Amazon EFS マウントヘルパーが使用する
ポート選択方式が使用されます。この値は 0～65,535 の範囲の値にする必要があります。詳細に
ついては、[Amazon Elastic File System User Guide] (Amazon Elastic File System ユーザーガイ
ド) の[EFS Mount Helper] (EFS マウントヘルパー) を参照してください。

authorizationConfig

Type: オブジェクト

必須: いいえ

Amazon EFS ファイルシステムに対する認可設定の詳細。
accessPointId

Type: 文字列

必須: いいえ
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使用するアクセスポイント ID。アクセスポイントを指定する場合は、
[efsVolumeConfiguration] のルートディレクトリ値を省略するか、これを [/] に設定する
必要があります。これにより、EFS アクセスポイントに設定されたパスが強制されます。ア
クセスポイントを使用する場合は、EFSVolumeConfiguration で転送中の暗号化を有効に
する必要があります。詳細については、Amazon Elastic ファイルシステムユーザーガイドの
「Amazon EFS アクセスポイントの使用」を参照してください。

iam

Type: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

Amazon EFS ファイルシステムのマウント時にジョブ定義で定義した AWS 
Batch ジョブの IAM ロールを使用するかどうかを決定します。使用する場合は、
[EFSVolumeConfiguration] で転送中の暗号化を有効にする必要があります。このパラ
メータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用されます。実行 IAM ロールの詳細
については、「AWS Batch タスク実行 IAM ロール (p. 255)」を参照してください。

ジョブ定義の例
次のジョブ定義の例では、環境変数、パラメータ置換やボリュームのマウントなどの一般的なパターンを
使用する方法を示しています。

環境変数を使用します。
次のジョブ定義の例では、環境変数を使用してファイルタイプと Amazon S3 URL を指定します。この用
例は、「簡単な "Fetch & Run" AWS Batch ジョブを作成する」コンピュータブログポストから引用してい
ます。このブログポストで説明される fetch_and_run.sh スクリプトでは、S3から myjob.sh スクリ
プトをダウンロードし、そのファイルタイプを指定するための環境変数を使用します。

この例では、コマンドと環境変数はジョブ定義でハードコード化されていますが、さらに柔軟性のある
ジョブ定義を作成するためにコマンドと環境変数を指定することもできます。

{ 
    "jobDefinitionName": "fetch_and_run", 
    "type": "container", 
    "containerProperties": { 
        "image": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fetch_and_run", 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "type": "MEMORY", 
                "value": "2000" 
            }, 
            { 
                "type": "VCPU", 
                "value": "2" 
            } 
        ], 
        "command": [ 
            "myjob.sh", 
            "60" 
        ], 
        "jobRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBatchS3ReadOnly", 
        "environment": [ 
            { 
                "name": "BATCH_FILE_S3_URL", 
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                "value": "s3://my-batch-scripts/myjob.sh" 
            }, 
            { 
                "name": "BATCH_FILE_TYPE", 
                "value": "script" 
            } 
        ], 
        "user": "nobody" 
    }
}

パラメータ置換の使用
次の例では、パラメータ置換とデフォルト値を設定するためのジョブ定義を説明しています。

Ref:: セクションの command 宣言は、パラメータ置換のためにプレースホルダ―を設定するときに使用し
ます。このジョブ定義でジョブを送信する場合、inputfileやoutputfileのような値に上書きしてパラ
メータを指定します。parameters セクションは codec のためのデフォルト設定ですが、必要に応じて
パラメータを上書きできます。

詳細については、「パラメータ (p. 73)」を参照してください。

{ 
    "jobDefinitionName": "ffmpeg_parameters", 
    "type": "container", 
    "parameters": {"codec": "mp4"}, 
    "containerProperties": { 
        "image": "my_repo/ffmpeg", 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "type": "MEMORY", 
                "value": "2000" 
            }, 
            { 
                "type": "VCPU", 
                "value": "2" 
            } 
        ], 
        "command": [ 
            "ffmpeg", 
            "-i", 
            "Ref::inputfile", 
            "-c", 
            "Ref::codec", 
            "-o", 
            "Ref::outputfile" 
        ], 
        "jobRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ECSTask-S3FullAccess", 
        "user": "nobody" 
    }
}

GPU 機能のテスト
次のジョブ定義の例では、GPU ワークロードの AMI の使用 (p. 134) で説明されている GPU ワーク
ロード AMI が適切に設定されているかどうかをテストします。このジョブ定義の例では、GitHub から 
TensorFlow ディープ MNIST 分類子の例を実行します。

{ 
    "containerProperties": { 
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        "image": "tensorflow/tensorflow:1.8.0-devel-gpu", 
        "resourceRequirements": [ 
            { 
                "type": "MEMORY", 
                "value": "32000" 
            }, 
            { 
                "type": "VCPU", 
                "value": "8" 
            } 
        ], 
        "command": [ 
            "sh", 
            "-c", 
            "cd /tensorflow/tensorflow/examples/tutorials/mnist; python mnist_deep.py" 
        ] 
    }, 
    "type": "container", 
    "jobDefinitionName": "tensorflow_mnist_deep"
}

上の JSON テキストで [tensorflow_mnist_deep.json] という名前のファイルを作成し、次のコマン
ドを使用して AWS Batch ジョブ定義を登録できます。

aws batch register-job-definition --cli-input-json file://tensorflow_mnist_deep.json

マルチノードの並列ジョブ
以下のジョブ定義の例では、マルチノードの並列ジョブを示しています。詳細については、AWS Compute
ブログの「AWS Batch のマルチノード並列ジョブによる緊密に結合した分子動力学ワークフローの構築」
を参照してください。

{ 
  "jobDefinitionName": "gromacs-jobdef", 
  "jobDefinitionArn": "arn:aws:batch:us-east-2:123456789012:job-definition/gromacs-
jobdef:1", 
  "revision": 6, 
  "status": "ACTIVE", 
  "type": "multinode", 
  "parameters": {}, 
  "nodeProperties": { 
    "numNodes": 2, 
    "mainNode": 0, 
    "nodeRangeProperties": [ 
      { 
        "targetNodes": "0:1", 
        "container": { 
          "image": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/gromacs_mpi:latest", 
          "resourceRequirements": [ 
              { 
                  "type": "MEMORY", 
                  "value": "24000" 
              }, 
              { 
                  "type": "VCPU", 
                  "value": "8" 
              } 
          ], 
          "command": [], 
          "jobRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole", 
          "ulimits": [], 
          "instanceType": "p3.2xlarge" 
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        } 
      } 
    ] 
  }
}
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ジョブキュー
ジョブはジョブキューに送信され、コンピューティング環境で実行するようにスケジュールされるまで、
ジョブキューに留まります。AWS アカウントは、複数のジョブキューを持つことができます。たとえば、
優先度の高いジョブには Amazon EC2 オンデマンドインスタンスを使用するキューを作成し、優先度の低
いジョブには Amazon EC2 スポットインスタンスを使用する別のキューを作成できます。ジョブキューに
は優先順位があり、この順位に基づいてスケジューラはどのキューのどのジョブを最初に実行かを判断し
ます。

トピック
• ジョブキューの作成 (p. 120)
• ジョブキューのパラメータ (p. 123)

ジョブキューの作成
AWS Batch でジョブを送信する前に、ジョブキューを作成する必要があります。ジョブキューを作成する
ときは、1 つ以上のコンピューティング環境をキューに関連付け、優先順位を割り当てます。

また、ジョブキューに優先度を設定し、ジョブキューに優先度を設定することで、AWS Batch スケジュー
ラで配置する順に決めます。つまり、コンピューティング環境が複数のジョブキューに関連付けられてい
る場合、優先順位の高いジョブキューが優先されます。

Fargate ジョブキューを作成する
Fargate ジョブキューを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Job queues (ジョブキュー)] を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、Fargate を選択します。
6. [名前] に、一意のジョブキュー名名名を入力します。名前には、大文字および小文字の ASCII 文字、

数字、およびアンダースコア（_）を使用できます。
7. [Priority] に、ジョブキューの優先度を示す整数値に、ジョブキューの優先度を示す整数値を入力し

ます。優先度が高いJob キュー間では、同じコンピューティング環境と関連付けられているジョブ
キュー間では、優先度が高いジョブキュー間では、同じコンピューティング環境と関連付けられてい
るジョブキュー間では、優先度が高いジョブキューほど先に実行されます。優先度は降順に決定され
ます。たとえば、優先度の値が 10 のジョブキューは、優先度の値が 1 のジョブキューより先にスケ
ジュールされます。

8. (オプション) スケジューリングポリシー Amazon Resource Name (ARN) には、既存のスケジューリ
ングポリシーを選択します。

9. 接続されているコンピューティング環境コンピューティング環境接続されているコンピューティング
環境では、ジョブキューに関連付けるコンピューティング環境接続されているコンピューティング環
境コンピューティング環境接続されているコンピューティング環境接続されているコンピューティン
グ環境接続されているコンピューティング環境環境では、ジョブキューに関連付けるコンピューティ
ング環境 キューにジョブキューを配置させたい順序でコンピューティング環境を選択します。ジョ
ブスケジューラでは、どのコンピューティング環境の順番で配置するかを、順番で決めます。それら
をジョブキューに関連付ける前に、コンピューティング環境をジョブキューに関連付ける前に、コン
ピューティング環境に関連付ける前に、コンピューティング環境をジョブキューに関連付ける前に、
コンピューティング環境に関連付ける前に、VALID状態になっていることが必要です。1 つのジョブ
キューには、最大 3 つのコンピューティング環境を関連付けることができます。

120

https://console.aws.amazon.com/batch/


AWS Batch ユーザーガイド
Amazon EC2 ジョブキューの作成

Note

ジョブキューに関連付けられているすべてのコンピューティング環境コンピューティング
環境で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環
境で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環境
で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環境 AWS 
Batchでは、単一のジョブキューでのプロビジョニングモデルの混在をサポートしていませ
ん。

10. Compute 環境の順序については、上矢印と下矢印を選択して目的の順序を設定します。
11. [Create (ジョブキューを作成する) を選択して終了し、ジョブキューを作成する] を選択します。

Amazon EC2 ジョブキューの作成
Amazon EC2 CI キューを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Job queues (ジョブキュー)] を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を選択します。
6. [名前] に、一意のジョブキュー名名名を入力します。名前には、大文字および小文字の ASCII 文字、

数字、およびアンダースコア（_）を使用できます。
7. [Priority] に、ジョブキューの優先度を示す整数値に、ジョブキューの優先度を示す整数値を入力し

ます。優先度が高いJob キュー間では、同じコンピューティング環境と関連付けられているジョブ
キュー間では、優先度が高いジョブキュー間では、同じコンピューティング環境と関連付けられてい
るジョブキュー間では、優先度が高いジョブキューほど先に実行されます。優先度は降順に決定され
ます。たとえば、優先度の値が 10 のジョブキューは、優先度の値が 1 のジョブキューより先にスケ
ジュールされます。

8. (オプション) スケジューリングポリシー Amazon Resource Name (ARN) には、既存のスケジューリ
ングポリシーを選択します。

9. 接続されているコンピューティング環境コンピューティング環境接続されているコンピューティング
環境では、ジョブキューに関連付けるコンピューティング環境接続されているコンピューティング環
境コンピューティング環境接続されているコンピューティング環境接続されているコンピューティン
グ環境接続されているコンピューティング環境環境では、ジョブキューに関連付けるコンピューティ
ング環境 キューにジョブキューを配置させたい順序でコンピューティング環境を選択します。ジョ
ブスケジューラでは、どのコンピューティング環境の順番で配置するかを、順番で決めます。それら
をジョブキューに関連付ける前に、コンピューティング環境をジョブキューに関連付ける前に、コン
ピューティング環境に関連付ける前に、コンピューティング環境をジョブキューに関連付ける前に、
コンピューティング環境に関連付ける前に、VALID状態になっていることが必要です。1 つのジョブ
キューには、最大 3 つのコンピューティング環境を関連付けることができます。既存のコンピュー
ティング環境がない場合は、[コンピューティング環境の作成] を選択します。

Note

ジョブキューに関連付けられているすべてのコンピューティング環境コンピューティング
環境で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環
境で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環境
で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環境 AWS 
Batchでは、単一のジョブキューでのプロビジョニングモデルの混在をサポートしていませ
ん。

10. Compute 環境の順序については、上矢印と下矢印を選択して目的の順序を設定します。
11. [Create (ジョブキューを作成する) を選択して終了し、ジョブキューを作成する] を選択します。
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Amazon KS キューを作成する S キューを作成する
Amazon KS キューを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Job queues (ジョブキュー)] を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. オーケストレーションタイプには、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を選択してく

ださい。
6. [名前] に、一意のジョブキュー名名名を入力します。名前には、大文字および小文字の ASCII 文字、

数字、およびアンダースコア（_）を使用できます。
7. [Priority] (優先度) には、ジョブキューの優先度を示す整数値を入力します。優先度が高いJob キュー

間では、同じコンピューティング環境と関連付けられているジョブキュー間では、優先度が高いジョ
ブキュー間では、同じコンピューティング環境と関連付けられているジョブキュー間では、優先度が
高いジョブキューほど先に実行されます。優先度は降順に決定されます。たとえば、優先度の値が 10 
のジョブキューは、優先度の値が 1 のジョブキューより先にスケジュールされます。

8. (オプション) スケジューリングポリシー Amazon Resource Name (ARN) には、既存のスケジューリ
ングポリシーを選択します。

9. 接続されているコンピューティング環境コンピューティング環境接続されているコンピューティング
環境では、ジョブキューに関連付けるコンピューティング環境接続されているコンピューティング環
境コンピューティング環境接続されているコンピューティング環境接続されているコンピューティン
グ環境接続されているコンピューティング環境環境では、ジョブキューに関連付けるコンピューティ
ング環境 キューにジョブキューを配置させたい順序でコンピューティング環境を選択します。ジョ
ブスケジューラでは、どのコンピューティング環境の順番で配置するかを、順番で決めます。それら
をジョブキューに関連付ける前に、コンピューティング環境をジョブキューに関連付ける前に、コン
ピューティング環境に関連付ける前に、コンピューティング環境をジョブキューに関連付ける前に、
コンピューティング環境に関連付ける前に、VALID状態になっていることが必要です。1 つのジョブ
キューには、最大 3 つのコンピューティング環境を関連付けることができます。

Note

ジョブキューに関連付けられているすべてのコンピューティング環境コンピューティング
環境で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環
境で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環境
で、同じプロビジョニング環境に関連付けられているすべてのコンピューティング環境 AWS 
Batchでは、単一のジョブキューでのプロビジョニングモデルの混在をサポートしていませ
ん。

Note

ジョブキューに関連付けられているすべてのコンピューティング環境で、同じアーキテク
チャを共有する必要があります。AWS Batchでは、単一のジョブキューでのコンピューティ
ング環境アーキテクチャタイプの混在をサポートしていません。

10. Compute 環境の順序については、上矢印と下矢印を選択して目的の順序を設定します。
11. [Create (ジョブキューを作成する) を選択して終了し、ジョブキューを作成する] を選択します。

ジョブキューテンプレート
以下は空のジョブキューテンプレートです。このテンプレートを使用してジョブキューを作成できます。
その後、このジョブキューをファイルに保存し、AWS CLI--cli-input-jsonオプションとともに使用
できます。これらのパラメータの詳細については、AWS BatchAPI CreateJobQueueリファレンスのを参照
してください。
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{ 
    "jobQueueName": "", 
    "state": "ENABLED", 
    "schedulingPolicyArn": "", 
    "priority": 0, 
    "computeEnvironmentOrder": [ 
        { 
            "order": 0, 
            "computeEnvironment": "" 
        } 
    ], 
    "tags": { 
        "KeyName": "" 
    }
}

Note

前述のジョブキューテンプレートは、以下の AWS CLI コマンドで生成できます。

$ aws batch create-job-queue --generate-cli-skeleton

ジョブキューのパラメータ
ジョブキューは、ジョブキューの名前、状態、優先度、およびコンピューティング環境の順番の 4 つの基
本コンポーネントに分かれています。

トピック
• ジョブキュー名 (p. 123)
• 優先度 (p. 123)
• スケジューリングポリシー (p. 124)
• 状態 (p. 124)
• コンピューティング環境の順番 (p. 124)
• タグ (p. 125)

ジョブキュー名
jobQueueName

ジョブキューの名前。最大 128 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、下線を使用できます。

Type: 文字列

必須 はい

優先度
priority

ジョブキューの優先度です。同じコンピューティング環境と関連付けられているジョブキュー間で
は、優先度が高い (priority パラメータの整数値が高い) ジョブキューほど先に処理されます。優先
度は降順で決定されます。たとえば、優先度の値が 10 のジョブキューは、優先度の値が 1 のジョブ
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キューより先にスケジュールされます。すべてのコンピューティング環境が、EC2 (EC2 または SPOT) 
または Fargate(FARGATE または FARGATE_SPOT) であることが必要です。EC2 と Fargate のコン
ピューティング環境を混在させることはできません。

Type: 整数

必須 はい

スケジューリングポリシー
schedulingPolicyArn

ジョブキューのスケジューリングポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。タスクのスケジューリ
ングポリシーを持たないジョブキューは、先入れ先出し (FIFO) モデルでスケジュールされます。ジョ
ブキューにスケジューリングポリシーが設定された後は、置き換えることができますが、削除する
ことはできません。スケジューリングポリシーのないジョブキューは FIFO ジョブキューとしてスケ
ジュールされ、スケジューリングポリシーを追加することはできません。スケジューリングポリシー
を持つジョブキューには、最大 500 個のアクティブな公平配分識別子を指定できます。上限に達する
と、新しい公平分担識別子を追加したジョブの送信は失敗します。

Type: 文字列

必須 いいえ

状態
state

ジョブキューの状態です。ジョブキューの状態が ENABLED (デフォルト値) である場合は、ジョブを
受け入れることができます。ジョブキューの状態が DISABLED である場合は、新しいジョブをキュー
に追加できませんが、すでにキューにあるジョブは終了できます。

Type: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須 いいえ

コンピューティング環境の順番
computeEnvironmentOrder

ジョブキューにマッピングされているコンピューティング環境のセットおよびコンピューティング環
境間の順序。ジョブスケジューラは、このパラメータを使用して、どのコンピューティング環境で
特定のジョブを実行するかを決定します。コンピューティング環境は、ジョブキューに関連付ける
前に、VALID 状態になっていることが必要です。1 つのジョブキューには、最大 3 つのコンピュー
ティング環境を関連付けることができます。すべてのコンピューティング環境が、EC2 (EC2 または
SPOT) または Fargate(FARGATE または FARGATE_SPOT) であることが必要です。EC2 と Fargate の
コンピューティング環境を混在させることはできません。

Note

ジョブキューに関連付けられているすべてのコンピューティング環境で、同じアーキテク
チャを共有する必要があります。AWS Batchでは、単一のジョブキューでのコンピューティ
ング環境アーキテクチャタイプの混在をサポートしていません。
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タグ

Type: ComputeEnvironmentOrderオブジェクトの配列

必須 はい
computeEnvironment

コンピューティング環境の Amazon リソースネーム (ARN)

Type: 文字列

必須 はい
order

コンピューティング環境の順番。コンピューティング環境は昇順に試行されます。たとえば、2 
つのコンピューティング環境が 1 つのジョブキューに関連付けられている場合、order の整数値
が低いほうのコンピューティング環境にジョブの配置が先に試行されます。

タグ
tags

ジョブキューに関連付けるキーバリューペアのタグ。詳細については、「AWS Batch リソースのタグ
付け (p. 281)」を参照してください。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

必須 いいえ
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共有識別子

Job スケジューリングの設定
AWS Batchスケジューラーは、ジョブキューに送信されたジョブをいつ、どこで、どのように実行するか
を評価します。ジョブキューを作成するときにスケジューリングポリシーを指定しない場合、AWS Batch
ジョブスケジューリングポリシーは FIFO (FIFO) 戦略になります。FIFO 戦略を使用すると、重要なジョブ
が以前に提出されたジョブの後で「行き詰まる」可能性があります。別のスケジューリングポリシーを指
定することで、特定のニーズに応じてコンピュートリソースを割り当てることができます。

Note

ジョブを実行する特定の順序をスケジュールする場合は、dependsOnパラメーターを使用して各
ジョブの依存関係を指定します。SubmitJob

スケジューリングポリシーを作成してジョブキューにアタッチすると、フェアシェアスケジューリング
が有効になります。ジョブキューにスケジューリングポリシーがある場合、スケジューリングポリシーに
よってジョブの実行順序が決まります。詳細については、「スケジューリングポリシー (p. 176)」を参照
してください。

共有識別子
共有識別子を使用してジョブをタグ付けし、ユーザーとワークロードを区別できます。AWS Batch(T * 
weightFactor)スケジューラーは次の式を使用して各フェアシェア ID の使用状況を追跡します。ここ
で、Tは vCPU の使用状況を時系列で示します。スケジューラーは、共有識別子から使用率が最も低い
ジョブを選択します。フェアシェア ID は上書きせずに使用できます。

Note

共有識別子はジョブキュー内で一意であり、ジョブキュー間で集約されません。

スケジュールの優先順位を設定して、ジョブの実行順序を共有 ID で設定できます。スケジューリング優
先度が高いジョブが最初にスケジュールされます。スケジューリングポリシーを指定しない場合、ジョブ
キューに送信されるすべてのジョブは FIFO 順にスケジュールされます。ジョブを送信するときに、配分
識別子やスケジューリングの設定、優先度を指定することはできません。

Note

アタッチされたコンピュートリソースは、明示的にオーバーライドされない限り、すべての共有
識別子に均等に割り当てられます。

公平配分のスケジューリング
フェア・シェア・スケジューリングには、ジョブのスケジュール管理に役立つ一連のコントロールが用意
されています。

Note

タスクのスケジューリングポリシーパラメータの詳細については、を参照してくださいスケ
ジューリングポリシーパラメータ (p. 177)。

• 公平配分秒—AWS Batch スケジューリングの設定 (秒単位)。公平配分の割合を計算するために使用する
期間 (秒単位)。値が 0 の場合は、現在の使用量のみを測定していることを示します。減衰時間が長いほ
ど、時間により多くの重みが与えられます。
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Note

減衰の期間は次のように計算されます。shareDecaySeconds + OrderMinutesここ
で、OrderMinutes は分単位の時間です。

• コンピュート予約 — 1 つの共有識別子に含まれるジョブが、ジョブキューに接続されて
いるすべてのリソースを使い果たしてしまうことを防ぎます。 ActiveFairShares 予約比率
はcomputeReservation/100)^ActiveFairShares、有効な公平配分識別子の数です。

Note

共有識別子にSUBMITTED、、、PENDING、RUNNINGまたは状態のジョブがある場
合RUNNABLESTARTING、その共有識別子はアクティブな共有識別子と見なされます。減衰期間
が過ぎると、シェア ID は非アクティブとみなされます。

• 重み係数 — 配分識別子の重み係数。デフォルト値は 1 です。値を小さくすると、共有識別子からの
ジョブが実行されるか、共有識別子の実行時間が延長されます。たとえば、重み係数 0.125 (1/8) の配分
識別子を使用するジョブは、重み係数 1 の配分識別子を使用するジョブの 8 倍のコンピューティングリ
ソースに割り当てられます。

Note

この属性を定義する必要があるのは、デフォルトの加重係数である 1 を更新する必要がある場
合だけです。
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コンピューティング環境
ジョブキューは、1 つ以上のコンピューティング環境にマッピングされます。コンピューティング環境に
は、コンテナ化されたバッチジョブを実行するための Amazon ECS コンテナインスタンスが含まれていま
す。特定のコンピューティング環境を 1 つ以上のジョブキューにマッピングすることもできます。ジョブ
キュー内では、関連付けられたコンピューティング環境ごとに順番があります。スケジューラでは、この
順番に従って実行準備が完了したジョブの配置先を決定します。最初のコンピューティング環境のステー
タスがで、使用可能なリソースがある場合は、そのコンピューティング環境内のコンテナインスタンスに
ジョブがスケジュールされます。VALID最初のコンピューティング環境の状態が、INVALIDまたは適切な
コンピューティングリソースを提供できない場合、スケジューラは次のコンピューティング環境でジョブ
を実行しようとします。

Note

AWS Batchは、Fargate リソースでも EC2 リソースでも Windows コンテナをサポートしていま
せん。

トピック
• マネージド型のコンピューティング環境 (p. 128)
• アンマネージド型のコンピューティング環境 (p. 129)
• コンピューティングリソースの AMI (p. 130)
• 起動テンプレートのサポート (p. 139)
• コンピューティング環境の作成 (p. 142)
• コンピューティング環境テンプレート (p. 150)
• コンピューティング環境のパラメータ (p. 151)
• EC2 設定 (p. 162)
• 配分戦略 (p. 162)
• コンピューティング環境 (p. 163)
• Amazon EKS コンピューティング環境 (p. 165)
• コンピューティングリソースメモリ管理 (p. 170)

マネージド型のコンピューティング環境
マネージド型のコンピューティング環境では、ビジネス要件を記述できます。マネージドコンピューティ
ング環境では、AWS Batchを使用して環境内のコンピューティングリソースの容量とインスタンスタイプ
を管理できます。これは、コンピューティング環境の作成時に定義するコンピューティングリソースの仕
様に基づいています。EC2 オンデマンドインスタンスと EC2 スポットインスタンスを使用するかを選択
できます。または、マネージド型のコンピューティング環境で Fargate および Fargate スポット容量を使
用することもできます。オプションで上限価格を設定できます。この方法では、スポットインスタンスの
料金がオンデマンド料金の指定されたパーセンテージを下回る場合にのみスポットインスタンスを起動し
ます。

マネージド型のコンピューティング環境は、その環境の作成時に指定した VPC およびサブネット内で 
Amazon ECS コンテナインスタンスを起動します。Amazon ECS コンテナインスタンスは、Amazon ECS 
サービスエンドポイントとの通信に外部ネットワークアクセスを必要とします。サブネットによっては、
パブリック IP アドレスをコンテナインスタンスに提供しないものもあります。コンテナインスタンスにパ
ブリック IP アドレスがない場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) を使用してこのアクセスを取得す
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「NAT ゲートウェイ」を参照して
ください。VPC の作り方の詳細については、「仮想プライベートクラウドを作成する  (p. 243)」を参照
してください。
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デフォルトでは、AWS Batch のマネージド型のコンピューティング環境では、承認されたバージョンの 
Amazon ECS に最適化された最新の AMI をコンピューティングリソースに使用します。ただし、さまざ
まな理由により、マネージド型のコンピューティング環境で使用する AMI を独自に作成する場合もありま
す。詳細については、「コンピューティングリソースの AMI (p. 130)」を参照してください。

Note

AWS Batchでは作成後のコンピューティング環境内の AMI を自動的にアップグレードしません。
例えば、Amazon ECS の最適化された AMI の新しいバージョンが使用可能な場合、コンピュー
ティング環境内の AMI が更新されません。ゲストオペレーティングシステムの管理はユーザーの
責任です。これには、アップデートとセキュリティパッチが含まれます。また、コンピューティ
ングリソースにインストールするその他のアプリケーションソフトウェアやユーティリティにつ
いても責任を負うものとします。AWS Batch のジョブに新しい AMI を使用するには、次の 2 つ
の方法があります。オリジナルの方法は、次のステップを完了することです。

1. 新しい AMI を使用して新しいコンピューティング環境を作成します。
2. コンピューティング環境を既存のジョブキューに追加します。
3. 古いコンピューティング環境をジョブキューから削除します。
4. 以前のコンピューティング環境を削除します。

2022 年 4 月、AWS Batch によりコンピューティング環境の更新のためにサポートが強化されま
した。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。コンピュー
ティング環境の拡張アップデートを使用して AMI を更新するには、次のルールに従います。

• service role (serviceRole) パラメータを設定しないか、AWSServiceRoleForBatchサービスに
リンクされたロールに設定してください。

• アロケーションストラテジー (allocationStrategy)BEST_FIT_PROGRESSIVE パラメータ
をまたはに設定しますSPOT_CAPACITY_OPTIMIZED。

• 最新イメージバージョンへの更新 (updateToLatestImageVersion) パラメータをに設定し
ますtrue。

• 起動テンプレート () にimageId、imageIdOverride(in ec2Configuration)、または AMI 
ID を指定しないでください。launchTemplateその場合、AWS Batchはインフラストラク
チャの更新が開始された時点で、がサポートしている最新の Amazon ECS 最適化 AMIAWS 
Batch を選択します。または、imageIdimageIdOverrideまたはパラメータで AMI ID を指定
することも、LaunchTemplateプロパティで識別される起動テンプレートを指定することもで
きます。これらのプロパティのいずれかを変更すると、インフラストラクチャの更新が開始さ
れます。AMI ID が起動テンプレートで指定されている場合、imageIdimageIdOverrideまた
はパラメータに AMI ID を指定しても置き換えることはできません。別の起動テンプレートを指
定することによってのみ置き換えることができます。または、$Default起動テンプレートの
バージョンがまたはに設定されている場合は$Latest、起動テンプレートの新しいデフォルト
バージョンを設定するか (ある場合$Default)、起動テンプレートに新しいバージョンを追加
します (設定されている場合$Latest)。

これらのルールに従うと、インフラストラクチャの更新を開始する更新により、AMI ID が再選択
されます。起動テンプレート (launchTemplate) version$Latestの設定がまたはに設定され
ている場合$Default、が更新されていなくても、起動テンプレートの最新バージョンまたはデ
フォルトバージョンは、インフラストラクチャの更新時に評価されます。launchTemplate

アンマネージド型のコンピューティング環境
アンマネージド型のコンピューティング環境では、独自のコンピューティングリソースを管理します。
コンピューティングリソースに使用する AMI が Amazon ECS コンテナインスタンスの AMI 仕様に合
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致していることを検証する必要があります。詳細については、コンピューティングリソースの AMI 仕
様 (p. 131) および コンピューティングリソース AMI の作成 (p. 132) を参照してください。

Note

AWS Fargate リソースは、アンマネージド型のコンピューティング環境ではサポートされていま
せん。

アンマネージ型のコンピューティング環境を作成したら、DescribeComputeEnvironmentsAPI オペレー
ションを使用してコンピューティング環境の詳細を確認します。環境に関連付けられている Amazon ECS 
クラスターを見つけ、その Amazon ECS クラスター内で手動でコンテナインスタンスを起動します。

次のAWS CLIコマンドでは、Amazon ECS クラスターの ARN も提供します。

$ aws batch describe-compute-environments \ 
    --compute-environments unmanagedCE \ 
    --query "computeEnvironments[].ecsClusterArn"

詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コ
ンテナインスタンスの起動」を参照してください。コンピューティングリソースを起動する際は、
以下の Amazon EC2 ユーザーデータに登録される Amazon ECS クラスターの ARN を指定しま
す。ecsClusterArn前のコマンドで取得したクラスター ARN に置き換えます。

#!/bin/bash
echo "ECS_CLUSTER=ecsClusterArn" >> /etc/ecs/ecs.config

コンピューティングリソースの AMI
デフォルトでは、AWS Batch のマネージド型のコンピューティング環境では、承認されたバージョンの 
Amazon ECS に最適化された最新の AMI をコンピューティングリソースに使用します。ただし、マネー
ジド型およびアンマネージド型のコンピューティング環境で使用する AMI を独自に作成する場合がありま
す。次のいずれかが必要な場合は、独自の AMI を作成することをお勧めします。

• AMI のルートまたはデータボリュームのストレージサイズを増やす
• サポートされている Amazon EC2 インスタンスタイプのインスタンスストレージボリュームを追加する
• Amazon ECS コンテナエージェントをカスタマイズする
• Docker のカスタマイズ
• サポートされている Amazon EC2 インスタンスタイプで、コンテナから GPU ハードウェアにアクセス

するための GPU ワークロードの AMI を設定する

Note

コンピューティング環境が作成された後、コンピューティング環境内の AMIAWS Batch をアップ
グレードしません。 AWS Batchまた、Amazon ECS の最適化された AMI の新しいバージョンが
使用可能な場合、はコンピューティング環境内の AMI を更新しません。ゲストオペレーティング
システムの管理はユーザーの責任です。これには、アップデートとセキュリティパッチが含まれ
ます。また、コンピューティングリソースにインストールするその他のアプリケーションソフト
ウェアやユーティリティについても責任を負うものとします。AWS Batchのジョブに新しい AMI 
を使用するには、次の手順を実行します。

1. 新しい AMI を使用して新しいコンピューティング環境を作成します。
2. コンピューティング環境を既存のジョブキューに追加します。
3. 古いコンピューティング環境をジョブキューから削除します。
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4. 以前のコンピューティング環境を削除します。

2022 年 4 月、AWS Batch によりコンピューティング環境の更新のためにサポートが強化されま
した。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。コンピュー
ティング環境の拡張アップデートを使用して AMI を更新するには、次のルールに従います。

• service role (serviceRole) パラメーターを設定しないか、AWSServiceRoleForBatchサービス
にリンクされたロールに設定してください。

• 割り当て戦略 (allocationStrategy)BEST_FIT_PROGRESSIVE パラメータをまたはに設定
しますSPOT_CAPACITY_OPTIMIZED。

• 最新イメージバージョンへの更新 (updateToLatestImageVersion) パラメータをに設定し
ますtrue。

• 、imageIdOverride(in ec2Configuration) imageId、または起動テンプレート 
(launchTemplate) に AMI ID を指定しないでください。AMI ID を指定しない場合、はイン
フラストラクチャの更新が開始された時点で、AWS Batchがサポートしている最新の Amazon 
ECS 最適化 AMIAWS Batch を選択します。または、imageIdimageIdOverrideまたはパラ
メータに AMI ID を指定することもできます。または、LaunchTemplateプロパティで識別
される起動テンプレートを指定できます。これらのプロパティのいずれかを変更すると、イ
ンフラストラクチャの更新が開始されます。起動テンプレートで AMI ID が指定されている場
合、imageIdimageIdOverrideまたはパラメータに AMI ID を指定しても AMI ID を置き換
えることはできません。AMI ID は、別の起動テンプレートを指定することによってのみ置き換
えることができます。$Default起動テンプレートのバージョンがまたはに設定されている場
合$Latest、起動テンプレートの新しいデフォルトバージョンを設定するか（if）、起動テン
プレートに新しいバージョンを追加して（if$Default）、AMI IDを置き換えることができま
す。$Latest

これらのルールに従うと、インフラストラクチャの更新が開始された時点で、AMI ID が再選択
されます。起動テンプレート (launchTemplate) version$Latestの設定がまたはに設定され
ている場合$Default、launchTemplate更新されていなくても、起動テンプレートの最新バー
ジョンまたはデフォルトバージョンがインフラストラクチャの更新時に評価されます。

トピック
• コンピューティングリソースの AMI 仕様 (p. 131)
• コンピューティングリソース AMI の作成 (p. 132)
• GPU ワークロードの AMI の使用 (p. 134)
• アマゾン Linux 非推奨 (p. 138)

コンピューティングリソースの AMI 仕様
基本的なAWS Batchコンピューティングリソース AMI の仕様は、以下の内容で構成されます。

[Required] (必須)

• HVM 仮想化タイプの AMI で、バージョン 3.10 以上の Linux カーネルを実行している最新の Linux ディ
ストリビューション。Windows コンテナはサポートされていません。

Important

マルチノードの並列ジョブは、ecs-init パッケージがインストールされた Amazon Linux イ
ンスタンスで起動されたコンピューティングリソースでのみ実行できます。コンピューティン
グ環境を作成するときに、デフォルトの Amazon ECS 最適化 AMI を使用することが推奨され
ます。これを行うには、カスタム AMI を指定しません。詳細については、「マルチノードの並
列ジョブ (p. 44)」を参照してください。
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• Amazon ECS コンテナエージェント。最新バージョンの使用をお勧めします。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントの
インストール」を参照してください。

• awslogs ログドライバは、Amazon ECS コンテナエージェントが開始するときの
ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS 環境変数として利用可能なログドライバとして指定する必要が
あります。詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon 
ECS コンテナエージェントの構成」を参照してください。

• バージョン 1.9 以上を実行する Docker デーモン、および Docker ランタイムの依存関係。詳細について
は、Docker ドキュメントの「実行時の依存関係を確認する」を参照してください。

Note

対応する Amazon ECS エージェントバージョンに同梱されており、そのバージョンでテストさ
れた Docker バージョンをお勧めします。詳細については、Amazon Elastic Container Service 
デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントバージョン」を参照してくださ
い。

推奨

• Amazon ECS エージェントを実行およびモニタリングするための初期化およびナニープロセ
ス。Amazon ECS に最適化した AMI は ecs-init 起動プロセスを使用し、その他のオペレーティン
グシステムは systemd を使用する場合があります。詳細と例については、Amazon Elastic Container 
Service 開発者ガイドの「コンテナインスタンスのユーザーデータ設定スクリプトの例」を参照してく
ださい。詳細についてはecs-init、ecs-initのプロジェクトを参照してください GitHub。少なく
とも、マネージド型のコンピューティング環境ではブート時に Amazon ECS エージェントをスタート
する必要があります。コンピューティングリソースで実行されていない Amazon ECS エージェントで
は、AWS Batch からジョブを受け入れることはできません。

Amazon ECS に最適化された AMI は、これらの要件および推奨事項に従って事前設定されていま
す。ecs-initコンピューティングリソース用にパッケージがインストールされた Amazon ECS 最適化 
AMI または Amazon Linux AMI を使用することをお勧めします。アプリケーションに特定のオペレーティ
ングシステムや、その AMI でまだ使用できない Docker バージョンが必要な場合は、別の AMI を選択しま
す。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化
された AMI」を参照してください。

コンピューティングリソース AMI の作成
マネージド型およびアンマネージド型のコンピューティング環境で使用する AMI を独自に作成できます。
手順については、「コンピューティングリソースの AMI 仕様 (p. 131)」を参照してください。次に、カ
スタム AMI を作成したら、その AMI を使用するコンピューティング環境を作成し、その AMI を使用する
コンピューティング環境を作成し、その環境をジョブキューに関連付けて 最後に、そのキューへのジョブ
の送信を開始します。

コンピューティングリソースのカスタム AMI を作成するには

1. 基本 AMI を選択してスタートします。基本 AMI は、HVM 仮想化を使用する必要があります。基本 
AMI を Windows AMI にすることはできません。

Note

コンピューティング環境用に選択する AMI は、そのコンピューティング環境で使用するイン
スタンスタイプのアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、A1コンピュー
ティング環境がインスタンスタイプを使用する場合、選択するコンピューティングリソース 
AMIArm がインスタンスをサポートしている必要があります。Amazon ECS はx86、Amazon 
ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMIArm の両バージョンを提供しています。詳細につ
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いては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化さ
れた Amazon Linux 2 AMI」を参照してください。

Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMI は、マネージド型のコンピューティング環境のコ
ンピューティングリソースのデフォルト AMI です。Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 
AMI は、あらかじめ設定され、AWS エンジニアによって AWS Batch でテストされています。最も簡
単に開始できる AMI であり、AWSでコンピューティングリソースをすばやく実行できます。詳細に
ついては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された 
AMI」を参照してください。

または、別の Amazon Linux 2 バリアントを選択し、ecs-init次のコマンドを使用してパッケージ
をインストールできます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの
「Amazon Linux 2 EC2 インスタンスへの Amazon ECS コンテナエージェントのインストール」を参
照してください。

$ sudo amazon-linux-extras disable docker
$ sudo amazon-linux-extras install ecs-init

たとえば、AWS Batchコンピューティングリソースで GPU ワークロードを実行する場合は、Amazon 
Linux ディープラーニング AMI からスタートできます。次に、AWS Batchジョブを実行するように 
AMI を設定します。詳細については、「GPU ワークロードの AMI の使用 (p. 134)」を参照してくだ
さい。

Important

ecs-initパッケージをサポートしないベース AMI を選択できます。ただし、そのために
は、ブート時に Amazon ECS エージェントをスタートして実行し続ける方法を設定する
必要があります。Amazon ECSsystemd コンテナエージェントを起動してモニターするた
めに使用するユーザーデータ設定スクリプトの例をいくつか表示できます。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「コンテナインスタンスのユー
ザーデータ設定スクリプトの例」を参照してください。

2. AMI の適切なストレージオプションがある、選択された基本 AMI からインスタンスを起動します。ア
タッチされた Amazon EBS ボリュームまたはインスタンスストレージボリューム (選択したインスタ
ンスタイプでサポートされている場合) のサイズと数を設定できます。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「インスタンスの起動」および「Amazon EC2 インスタンス
ストア」を参照してください。

3. を使用してインスタンスConnectSSH し、必要に応じて設定タスクを実行します。これには、以下の
ステップのいずれかまたはすべてが含まれる場合があります。

• Amazon ECS コンテナエージェントをインストールする 詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントのインストール」を
参照してください。

• インスタンスストアボリュームをフォーマットするスクリプトを設定する.
• インスタンスストアボリュームまたは Amazon EFS ファイルシステムを /etc/fstab ファイルに

追加し、ブート時にマウントする。
• Docker オプションを設定する (デバッグの有効化、基本イメージサイズの調整など).
• パッケージのインストールやファイルのコピー.

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「SSH を使用した Linux イン
スタンスへの接続」を参照してください。

4. Amazon ECS コンテナエージェントをインスタンスで開始する場合は、AMI を作成する前にインス
タンスを停止して永続的なデータチェックポイントを削除する必要があります。この操作を行わない
と、AMI から起動されたインスタンスでエージェントが起動しません。

a. Amazon ECS コンテナエージェントを停止します。
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• Amazon ECS 対応 Amazon Linux AMI

sudo systemctl stop ecs

• Amazon ECS に最適化された Amazon Linux AMI

sudo stop ecs

b. 永続的なデータチェックポイントファイルを削除します。デフォルトでは、このファイルは /
var/lib/ecs/data/ ディレクトリにあります。ファイルを削除するには、次のコマンドを使用
します。

sudo rm -rf /var/lib/ecs/data/*

5. 実行中のインスタンスから新しい AMI を作成します。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「Amazon EBS Backed Linux AMI の作成」を参照してください。

AWS Batch で新しい AMI を使用するには

1. 新しい AMI が作成されたら、新しい AMI でコンピューティング環境を作成します。そのためには 画
像タイプを選択し、画像 ID にカスタム AMI ID を入力します AWS Batchコンピューティング環境を作
成するときにボックスをオーバーライドします。詳細については 見るthe section called “EC2 リソー
スを使用して、マネージド型のコンピューティング環境を作成するには” (p. 144)。

Note

コンピューティング環境用に選択する AMI は、そのコンピューティング環境で使用するイン
スタンスタイプのアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、A1コンピュー
ティング環境がインスタンスタイプを使用する場合、選択するコンピューティングリソース 
AMIArm がインスタンスをサポートしている必要があります。Amazon ECS はx86、Amazon 
ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMIArm の両バージョンを提供しています。詳細につ
いては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化さ
れた Amazon Linux 2 AMI」を参照してください。

2. ジョブキューを作成し、新しいコンピューティング環境を関連付けます。詳細については、「ジョブ
キューの作成 (p. 120)」を参照してください。

Note

ジョブキューに関連付けられているすべてのコンピューティング環境で、同じアーキテク
チャを共有する必要があります。AWS Batchでは、単一のジョブキューでのコンピューティ
ング環境アーキテクチャタイプの混在をサポートしていません。

3. (オプション) 新しいジョブキューにサンプルジョブを送信します。詳細については、ジョブ定義の
例 (p. 116)、シングルノードのジョブ定義を作成する  (p. 53)、およびジョブを送信する (p. 28)を参照
してください。

GPU ワークロードの AMI の使用
AWS Batch コンピューティングリソースで GPU ワークロードを実行するには、GPU 対応の AMI を
使用する必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの
「Amazon ECS での GPU の使用」および「Amazon ECS に最適化された AMI」を参照してください。

マネージドコンピューティング環境では、コンピューティング環境でp2、、、、p3、、p4、g3g5または
インスタンスタイプまたはインスタンスファミリーが指定されている場合は、Amazon ECS GPU に最適
化された AMIAWS Batch を使用します。g3sg4
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アンマネージド型のコンピューティング環境では、 Amazon ECS GPU に最適化された AMI を
お勧めします。AWS Command Line InterfaceAWS Systems Managerまたはパラメータスト
アGetParameter、、GetParametersByPathおよびオペレーションを使用してGetParameters、推奨される 
Amazon ECS の GPU 最適化 AMI のメタデータを取得できます。

次に、GetParameter コマンドの使用例を示します。

AWS CLI

$ aws ssm get-parameter --name /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/
recommended \ 
                        --region us-east-2 --output json

出力には、Valueパラメータに AMI 情報が含まれます。

{ 
    "Parameter": { 
        "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended", 
        "LastModifiedDate": 1555434128.664, 
        "Value": "{\"schema_version\":1,\"image_name\":\"amzn2-ami-ecs-gpu-
hvm-2.0.20190402-x86_64-ebs\",\"image_id\":\"ami-083c800fe4211192f\",\"os\":\"Amazon 
 Linux 2\",\"ecs_runtime_version\":\"Docker version 18.06.1-ce\",\"ecs_agent_version\":
\"1.27.0\"}", 
        "Version": 9, 
        "Type": "String", 
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-
linux-2/gpu/recommended" 
    }
}

Python

from __future__ import print_function

import json
import boto3

ssm = boto3.client('ssm', 'us-east-2')

response = ssm.get_parameter(Name='/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/
recommended')
jsonVal = json.loads(response['Parameter']['Value'])
print("image_id   = " + jsonVal['image_id'])
print("image_name = " + jsonVal['image_name'])

出力には、AMI ID と AMI 名のみが含まれます。

image_id   = ami-083c800fe4211192f
image_name = amzn2-ami-ecs-gpu-hvm-2.0.20190402-x86_64-ebs

次の例は、の使用方法を示していますGetParameters。

AWS CLI

$ aws ssm get-parameters --names  /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/
recommended/image_name \ 
                                  /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/
recommended/image_id \ 
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                         --region us-east-2 --output json

出力にはパラメータそれぞれの完全なメタデータが含まれています。

{ 
    "InvalidParameters": [], 
    "Parameters": [ 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
image_id", 
            "LastModifiedDate": 1555434128.749, 
            "Value": "ami-083c800fe4211192f", 
            "Version": 9, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/image_id" 
        }, 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
image_name", 
            "LastModifiedDate": 1555434128.712, 
            "Value": "amzn2-ami-ecs-gpu-hvm-2.0.20190402-x86_64-ebs", 
            "Version": 9, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/image_name" 
        } 
    ]
}

Python

from __future__ import print_function

import boto3

ssm = boto3.client('ssm', 'us-east-2')

response = ssm.get_parameters( 
            Names=['/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
image_name', 
                   '/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
image_id'])
for parameter in response['Parameters']: 
    print(parameter['Name'] + " = " + parameter['Value'])

出力には、名前のフルパスを使用して AMI ID と AMI 名が含まれます。

/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/image_id = 
 ami-083c800fe4211192f
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/image_name = amzn2-ami-
ecs-gpu-hvm-2.0.20190402-x86_64-ebs

次に、GetParametersByPath コマンドの使用例を示します。

AWS CLI

$ aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/
gpu/recommended \ 
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                                 --region us-east-2 --output json

出力には、指定されたパスの下にあるすべてのパラメータの完全なメタデータが含まれます。

{ 
    "Parameters": [ 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
ecs_agent_version", 
            "LastModifiedDate": 1555434128.801, 
            "Value": "1.27.0", 
            "Version": 8, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/ecs_agent_version" 
        }, 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
ecs_runtime_version", 
            "LastModifiedDate": 1548368308.213, 
            "Value": "Docker version 18.06.1-ce", 
            "Version": 1, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/ecs_runtime_version" 
        }, 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
image_id", 
            "LastModifiedDate": 1555434128.749, 
            "Value": "ami-083c800fe4211192f", 
            "Version": 9, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/image_id" 
        }, 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
image_name", 
            "LastModifiedDate": 1555434128.712, 
            "Value": "amzn2-ami-ecs-gpu-hvm-2.0.20190402-x86_64-ebs", 
            "Version": 9, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/image_name" 
        }, 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/os", 
            "LastModifiedDate": 1548368308.143, 
            "Value": "Amazon Linux 2", 
            "Version": 1, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/os" 
        }, 
        { 
            "Name": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/
schema_version", 
            "LastModifiedDate": 1548368307.914, 
            "Value": "1", 
            "Version": 1, 
            "Type": "String", 
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/ecs/optimized-ami/
amazon-linux-2/gpu/recommended/schema_version" 
        } 
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    ]
}

Python

from __future__ import print_function

import boto3

ssm = boto3.client('ssm', 'us-east-2')

response = ssm.get_parameters_by_path(Path='/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-
linux-2/gpu/recommended')
for parameter in response['Parameters']: 
    print(parameter['Name'] + " = " + parameter['Value'])

出力には、指定されたパスにあるすべてのパラメータ名の値が、名前のフルパスを使用して含まれま
す。

/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/ecs_agent_version = 
 1.27.0
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/ecs_runtime_version = 
 Docker version 18.06.1-ce
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/image_id = 
 ami-083c800fe4211192f
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/image_name = amzn2-ami-
ecs-gpu-hvm-2.0.20190402-x86_64-ebs
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/os = Amazon Linux 2
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended/schema_version = 1

詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化され
た AMI メタデータの取得」を参照してください。

アマゾン Linux 非推奨
AWS Batch2023 年 6 月 30 日 Amazon Linux AMI のサポートを終了します。Amazon Linux の標準サポー
トは、2020 年 12 月 31 日に終了しました。Amazon Linux のメンテナンスサポートは、2023 年 6 月 30 
日に終了します。アマゾン Linux の詳細については、「アマゾン Linux end-of-life AMI の更新」を参照し
てください。 end-of-life

Amazon Linux 2 AMIAWS Batch はコンピューティング環境のデフォルトのイメージタイプです。セキュリ
ティやその他のアップデートを引き続き受け取ることができるように、既存の Amazon Linux ベースのコ
ンピューティング環境を Amazon Linux 2 に更新することをお勧めします。

この変更に関する通知は、2022年12月31日から送信されます。AmazonAWS Batch Linuxベースのマネー
ジドコンピューティング環境で使用する場合、Amazon Linuxの廃止に関する通知がメールとPersonal 
Health Dashboard（PHD）で届きます。

2023 年 3 月 31 日に、マネージド Amazon Linux ベースのコンピューティング環境またはカスタム 
Amazon Linux ベースの AMI を使用している場合は、この変更に関する通知がメールと博士号で届きま
す。AWS Batchコンソールや API を使用して新しい Amazon Linux ベースのコンピューティング環境を作
成することはできません。

2023 年 6 月 30 日にAWS Batch、既存の Amazon Linux ベースのコンピューティング環境のサポートを終
了します。既存のAWS Batch Amazon Linux ベースのコンピューティング環境のステータスはに移されま
すINVALID。
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起動テンプレートのサポート
AWS Batch に EC2 コンピューティング環境で Amazon EC2 起動テンプレートを使用するためのサポート
が追加されました。起動テンプレートでは、カスタム AMI を作成する必要なく、AWS Batch コンピュー
ティングリソースのデフォルト設定を変更できます。

Note

起動テンプレートは、AWS Fargate リソースではサポートされていません

コンピューティング環境に関連付ける前に、起動テンプレートを作成する必要があります。起動テンプ
レートは、Amazon EC2 コンソールで作成できます。またはAWS SDK を使用することもできます。AWS 
CLIたとえば、次の JSON ファイルは、デフォルトの AWS Batch コンピューティングリソース AMI の 
Docker データボリュームのサイズを変更する起動テンプレートを示し、また暗号化するように設定されて
います。

{ 
    "LaunchTemplateName": "increase-container-volume-encrypt", 
    "LaunchTemplateData": { 
        "BlockDeviceMappings": [ 
            { 
                "DeviceName": "/dev/xvda", 
                "Ebs": { 
                    "Encrypted": true, 
                    "VolumeSize": 100, 
                    "VolumeType": "gp2" 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

前述の起動テンプレートは、JSON ファイルをlt-data.json呼び出したファイルに保存して、次のAWS 
CLIコマンドを実行することで作成できます。

aws ec2 --region <region> create-launch-template --cli-input-json file://lt-data.json

起動テンプレートの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「起動テンプ
レートからのインスタンスの起動」を参照してください。

起動テンプレートを使用してコンピューティング環境を作成する場合、次の既存のコンピューティング環
境パラメータを起動テンプレートに移動できます。

Note

これらのパラメータ (Amazon EC2 タグ付き以外) が起動テンプレートおよびコンピューティング
環境設定の両方で指定されているとします。その場合、コンピューティング環境のパラメータが
優先されます。Amazon EC2 タグは、起動テンプレートとコンピューティング環境設定間でマー
ジされます。タグキーの対立がある場合、コンピューティング環境設定の値が優先されます。

• Amazon EC2 のキーペア
• Amazon EC2 AMI ID
• セキュリティグループ ID
• Amazon EC2 タグ

起動テンプレートのパラメータは AWS Batch によって無視されました。
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• インスタンスタイプ (コンピューティング環境作成時にインスタンスタイプを指定)
• インスタンスロール (コンピューティング環境作成時にインスタンスロールを指定)
• ネットワークインターフェイスサブネット (コンピューティング環境の作成時に、サブネットを指定)
• インスタンスマーケットオプション (AWS Batch でスポットインスタンスの設定を制御する必要があり

ます)
• API 終了の無効化 (AWS Batch でインスタンスのライフサイクルを制御する必要があります)

AWS Batchでは、インフラストラクチャ更新時に新しい起動テンプレートバージョンを使用して更新しま
す。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

起動テンプレートの Amazon EC2 ユーザーデータ
起動テンプレート内の Amazon EC2 ユーザーデータを、cloud-init をインスタンス起動時に提供できま
す。ユーザーデータは、以下を含むがこれらに限定されない一般的な構成シナリオを実行できます。

• ユーザーまたはグループを含む
• パッケージのインストール
• パーティションおよびファイルシステムの作成

起動テンプレートの Amazon EC2 ユーザーデータは、MIME マルチパートアーカイブの形式であること
が必要です。これは、ユーザーデータが、AWS Batchコンピューティングリソースを構成するために必要
なユーザーデータとマージされるためです。複数のユーザーデータブロックと単一の MIME マルチパート
ファイルを組み合わせることができます。たとえば、Amazon ECS コンテナエージェントの設定情報を書
き込むユーザーデータシェルスクリプトを使用して、Docker デーモンを設定するクラウドブートフックを
組み合わせることができます。

を使用している場合AWS CloudFormation、AWS::CloudFormation::Init型を cfn-init ヘルパースクリプトで
使用し、一般的な設定シナリオを実行できます。

MIME マルチパートファイルには次のコンポーネントが含まれます。

• コンテンツの種類およびパート境界の宣言: Content-Type: multipart/mixed; 
boundary="==BOUNDARY=="

• MIME バージョンの宣言: MIME-Version: 1.0
• 次のコンポーネントを含む 1 つ以上のユーザーデータブロック:

• ユーザーデータブロックの開始を示す開始境界線:--==BOUNDARY==. この境界の前の行は空白のまま
にしておく必要があります。

• ブロックのコンテンツの種類の宣言: Content-Type: text/cloud-config; charset="us-
ascii"。コンテンツの種類の詳細については、「Cloud-Init のドキュメント」を参照してください。
コンテンツタイプ宣言の後の行は空白のままにする必要があります。

• ユーザーデータのコンテンツ、たとえば、cloud-initシェル・コマンドまたはディレクティブのリ
スト。

• MIME マルチパートファイルの終わりを示す、終了境界:--==BOUNDARY==--。終了境界の前の行は空
白のままにする必要があります。

自分で MIME マルチパートファイルを作成するときに使用できる例は、次の通りです。

Note

Amazon EC2 コンソールの起動テンプレートにユーザーデータを追加するには、プレーン
テキストにユーザーデータを追加できます。また、ファイルからアップロードすることも
できます。AWS CLIまたはAWS SDK を使用する場合は、この JSON ファイルに示すよう
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に、base64まずユーザーデータをエンコードし、UserDataCreateLaunchTemplate呼び出し時
にその文字列をパラメータの値として送信する必要があります。

{ 
    "LaunchTemplateName": "base64-user-data", 
    "LaunchTemplateData": { 
        "UserData": 
 "ewogICAgIkxhdW5jaFRlbXBsYXRlTmFtZSI6ICJpbmNyZWFzZS1jb250YWluZXItdm9sdW..." 
    }
}

例
• 例: 既存の Amazon EFS ファイルシステムのマウント (p. 141)
• 例: デフォルトの Amazon ECS コンテナエージェント設定の上書き (p. 141)
• 例：既存の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのマウント (p. 142)

例: 既存の Amazon EFS ファイルシステムのマウント
Example

このサンプル MIME マルチパートファイルは、コンピューティングリソースを設定して amazon-efs-
utils パッケージをインストールし、既存の Amazon EFS ファイルシステムを /mnt/efs にマウントし
ます。

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==MYBOUNDARY=="

--==MYBOUNDARY==
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"

packages:
- amazon-efs-utils

runcmd:
- file_system_id_01=fs-abcdef123
- efs_directory=/mnt/efs

- mkdir -p ${efs_directory}
- echo "${file_system_id_01}:/ ${efs_directory} efs tls,_netdev" >> /etc/fstab
- mount -a -t efs defaults

--==MYBOUNDARY==--

例: デフォルトの Amazon ECS コンテナエージェント設定の上書
き
Example

このサンプル MIME マルチパートファイルは、コンピューティングリソースのデフォルトの Docker イ
メージクリーンアップ設定を上書きします。

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==MYBOUNDARY=="

--==MYBOUNDARY==
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"

141

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_CreateLaunchTemplate.html


AWS Batch ユーザーガイド
コンピューティング環境の作成

#!/bin/bash
echo ECS_IMAGE_CLEANUP_INTERVAL=60m >> /etc/ecs/ecs.config
echo ECS_IMAGE_MINIMUM_CLEANUP_AGE=60m >> /etc/ecs/ecs.config

--==MYBOUNDARY==--

例：既存の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのマウント
Example

このサンプル MIME マルチパートファイルは、コンピューティングリソースを設定して Extras 
Librarylustre2.10 からパッケージをインストールし、既存の FSx for Lustre ファイルシステム
を、fsxマウント名をにマウントします。/scratchこの例は Amazon Linux 2 用です。他の Linux ディス
トリビューションのインストール手順については、『Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド』の「Lustre 
Clientのインストール」を参照してください。詳細については、『Amazon FSx for Lustre ユーザーガイ
ド』の「Amazon FSx ファイルシステムの自動マウント」を参照してください。

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==MYBOUNDARY=="

--==MYBOUNDARY==
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"

runcmd:
- file_system_id_01=fs-0abcdef1234567890
- region=us-east-2
- fsx_directory=/scratch
- amazon-linux-extras install -y lustre2.10
- mkdir -p ${fsx_directory}
- mount -t lustre ${file_system_id_01}.fsx.${region}.amazonaws.com@tcp:fsx ${fsx_directory}

--==MYBOUNDARY==--

コンテナプロパティの volumes および mountPoints メンバーでは、マウントポイントをコンテナにマッピ
ングする必要があります。

{ 
    "volumes": [ 
        { 
            "host": { 
                "sourcePath": "/scratch" 
            }, 
            "name": "Scratch" 
        } 
    ], 
    "mountPoints": [ 
        { 
            "containerPath": "/scratch", 
            "sourceVolume": "Scratch" 
        } 
    ],
}

コンピューティング環境の作成
AWS Batch でジョブを実行する前に、コンピューティング環境を作成する必要があります。AWS Batch 
が環境内の Amazon EC2 インスタンスや AWS Fargate リソースをお客様の仕様に基づいて管理するマ
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ネージド型のコンピューティング環境を構築することができます。あるいは、アンマネージド型のコン
ピューティング環境を構築し、Amazon EC2 インスタンスの設定を環境内で処理することも可能です。

目次
• AWS Fargate リソースを使用してマネージド型のコンピューティング環境を作成するには (p. 143)
• EC2 リソースを使用して、マネージド型のコンピューティング環境を作成するには (p. 144)
• EC2 リソースを使用して、アンマネージド型のコンピューティング環境を作成するには (p. 147)
• EKS リソースを使用してマネージド型のコンピューティング環境を作成するには (p. 148)

AWS Fargate リソースを使用してマネージド型のコン
ピューティング環境を作成するには
1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Compute environments] (コンピューティング環境) を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. コンピューティング環境を設定します。

a. コンピュート環境の設定には、Fargate を選択します。
b. [N] で、コンピューティング環境の名前を指定します。名前の長さは最大 128 文字です。大文字

および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
c. [サービスロール] で、ユーザーの代わりにAWS Batchサービスから必要なAWS API オ

ペレーションを呼び出すことを許可するサービスリンクロールを選択します。例えば、
[AWSServiceRoleForBatch] を選択します。詳細については、「AWS Batch のサービスにリンク
されたロールの許可 (p. 262)」を参照してください。

d. (オプション)「タグ」を展開します。タグを追加するには、[タグの追加] を選択します。次
に、キー名とオプションの値を入力します。[Add tag] (タグを追加) を選択します。

e. [次のページ] を選択します。
6. インスタンス設定セクションでは、

a. (オプション)「Fargate スポット容量を使用」で、「Fargate スポット」をオンにします。ファー
ゲートスポットについては、「Amazon EC2 スポットと Fargate_spot の使用」を参照してくださ
い。

b. [Maximum vPCUs] (最大 vCPU) では、ジョブキューの需要にかかわらず、コンピューティング環
境でスケールアウトできる vCPU の最大数を選択します。

c. [次のページ] を選択します。
7. ネットワーキングを設定します。

Important

コンピューティングリソースには、Amazon ECS サービスエンドポイントと通信するために
外部ネットワークアクセスが必要です。これは、インターフェイス VPC エンドポイントを介
して、またはパブリック IP アドレスを持つコンピューティングリソースを通じて可能になり
ます。
インターフェイス VPC エンドポイントの詳細については、Amazon Elastic Container 
Service 開発者ガイドの「Amazon ECS 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。
インターフェイス VPC エンドポイントが設定されておらず、コンピューティングリソー
スが、パブリック IP アドレスを持たない場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) を使用
してこのアクセスを提供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「NAT ゲートウェイ」を参照してください。詳細については、「the section called “VPC 
を作成する” (p. 7)」を参照してください。
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a. [Virtual Private Cloud (VPC)] で、インスタンスを起動する先の VPC を選択します。
b. [サブネット] では、使用するサブネットを選択します。デフォルトでは、選択した VPC 内のすべ

てのサブネットを使用できます。

Note

Fargate の AWS Batch では、ローカルゾーンがサポートされていません。詳細について
は、Amazon Elastic Container ServiceAWS Outposts 開発者ガイドの「Amazon ECS ク
ラスター」を参照してください。

c. [Security groups] (セキュリティグループ) で、インスタンスにアタッチするセキュリティグルー
プを選択します。デフォルトでは、VPC のデフォルトのセキュリティグループが選択されます。

d. [次のページ] を選択します。
8. 確認のため、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選択します。

完了したら、[Create] を選択します。

EC2 リソースを使用して、マネージド型のコンピュー
ティング環境を作成するには
1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Compute environments] (コンピューティング環境) を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. 環境を設定します。

a. コンピューティング環境の設定で、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を選択しま
す。

b. オーケストレーションタイプには、「マネージド」を選択します。
c. [N] で、コンピューティング環境の名前を指定します。名前の長さは最大 128 文字です。大文字

および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
d. (オプション) [サービスロール] には、AWS Batchサービスがユーザーに代わって必要なAWS API 

オペレーションを呼び出すことができるサービスにリンクされたロールを選択します。例えば、
[AWSServiceRoleForBatch] を選択します。詳細については、「AWS Batch のサービスにリンク
されたロールの許可 (p. 262)」を参照してください。

e. インスタンスロールの場合、新しいインスタンスプロファイルを作成するか、必要な IAM アク
セス許可がアタッチされた既存のプロファイルを使用するかを選択します。このインスタンスプ
ロファイルを使用すると、コンピューティング環境用に作成した Amazon ECS コンテナインス
タンスにより、必要な AWS API オペレーションを呼び出すことができます。詳細については、
「Amazon ECS インスタンスロール (p. 215)」を参照してください。新しいインスタンスプロ
ファイルを作成することを選択した場合は、必要なロール (ecsInstanceRole) が作成されま
す。

f. (オプション)「タグ」を展開します。
g. (オプション) EC2 タグの場合は、[Add tag] を選択して、コンピューティング環境で起動されるリ

ソースにタグを追加します。次に、キー名とオプションの値を入力します。[Add tag] (タグを追
加) を選択します。

h. (オプション)「タグ」で、「タグを追加」 を選択します。次に、キー名とオプションの値を入力
します。[Add tag] (タグを追加) を選択します。

詳細については、「AWS Batch リソースのタグ付け (p. 281)」を参照してください。
i. [次のページ] を選択します。

6. インスタンス設定セクションでは、
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a. (オプション) スポットインスタンスの使用を有効にするには、スポットをオンにします。詳細に
ついては、「スポットインスタンス」を参照してください。

b. (スポットスポットオンデマンド価格の割合 (スポットスポットインスタンス価格の割合 (スポット
インスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合) (スポットインスタンス価格の割合 
(スポットインスタンス価格の割合) (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価
格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインス
タンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポッ
トインスタンス たとえば、上限価格が 20% の場合、その EC2 インスタンスのスポット料金は現
在のオンデマンド料金の 20% 未満になる必要があります。支払い額は常に最低 (市場料金) とな
り、最大パーセンテージを超えることはありません。このフィールドを空のままにした場合、デ
フォルト値はオンデマンド料金の 100% です。

c. (スポットのみ) スポットフリートロールの場合は、スポットコンピューティング環境に適用する
既存の Amazon EC2 スポットフリート IAM ロールを選択します。既存の Amazon EC2 スポット
フリートの IAM ロールをまだ持っていない場合は、最初に作成する必要があります。詳細につい
ては、「Amazon EC2 スポットフリートロール (p. 217)」を参照してください。

Important

作成時にスポットインスタンスにタグを付けるには、Amazon EC2 スポットフリートの 
IAM ロールは、より新しい AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーを使用する
必要があります。AmazonEC2SpotFleetRole 管理ポリシーには、スポットインスタンス
にタグを付けるために必要なアクセス許可はありません。詳細については、作成時にタ
グ付けされていないスポットインスタンス (p. 289)およびthe section called “リソース
のタグ付け” (p. 281)を参照してください。

d. [最小 vCPUs] には、ジョブキューの需要に関係なく、コンピューティング環境が維持する EC2 
vCPUs の最小数を選択します。

e. 「必要な vCPUs」には、コンピューティング環境を起動する際の EC2 vCPUs の数を選択しま
す。ジョブキューの需要が増えると、AWS Batch はコンピューティング環境で必要な vCPU の
数を増やし、vCPU の最大数まで EC2 インスタンスを追加できます。需要が減ると、AWS Batch 
はコンピューティング環境で必要な vCPU の数を減らし、vCPU の最小数までインスタンスを削
減できます。

f. [Maximum vCPUs] (最大 vCPU) では、ジョブキューの需要にかかわらず、コンピューティング環
境でスケールアウトできる EC2 vCPU の最大数を選択します。

g. [Allowed instance types] (許可されたインスタンスタイプ) で、起動できる Amazon EC2 インス
タンスタイプを選択します。インスタンスファミリーを指定してそのファミリー内のいずれか
のインスタンスタイプ (c5 、c5n、p3など) を起動できます。または、ファミリー内の特定のサ
イズを指定することもできます (c5.8xlarge)。メタルインスタンスタイプはインスタンスファ
ミリーに含まれていません。たとえば、c5 は c5.metal を含んでいません。また、を選択して 
(、C4、M4およびインスタンスファミリーから)R4 ジョブキューの需要に見合ったインスタンス
タイプを使用することもできます。optimal

Note

コンピューティング環境を作成する際、そのコンピューティング環境で選択するインス
タンスタイプで同じアーキテクチャを使用する必要があります。例えば、x86 と ARM イ
ンスタンスを同じコンピューティング環境で使用することはできません。

Note

AWS Batch は、ジョブキューに必要な容量に基づいて GPU をスケールし
ます。GPU スケジューリングを使用するには、コンピューティング環境
に、、p2、、、p3p4g3g3sg4、g5またはファミリーのインスタンスタイプが含まれて
いる必要があります。
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Note

現在、、C4M4、optimalR4およびインスタンスファミリーのインスタンスタイプを使
用しています。AWS リージョンこれらのインスタンスファミリーのインスタンスタイプ
を持たない場合は、、、C5M5、R5およびインスタンスファミリーのインスタンスタイ
プが使用されます。

h. [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
i. (オプション) プレイスメントグループには、コンピューティング環境のリソースをグループ化す

るためのプレイスメントグループ名を入力します。
j. (オプション) EC2 key pair 場合は、インスタンスに接続するときに、セキュリティ認証情報とし

てパブリックキーとプライベートキーのペアを選択します。Amazon EC2 キーペアの詳細につい
ては、「Amazon EC2 キーペアと Linux インスタンス」を参照してください。

k. [Allocation strategy] (配分戦略) で、許可されるインスタンスタイプのリストからインスタンス
タイプを選択するときに使用する配分戦略を選択します。EC2 のオンデマンドコンピューティ
ング環境では BEST_FIT_PROGRESSIVE を、EC2 のスポットコンピューティング環境では
SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED を選択するのが一般的です。詳細については、「the section 
called “配分戦略” (p. 162)」を参照してください。

l. (オプション) [EC2 configuration] (EC2 設定) では、AWS Batch がコンピューティング環境のイ
ンスタンスにAmazon Machine Images (AMI) を選択するための情報を提供するために、[Image 
type] (イメージタイプ) と[Image ID Override] (イメージ ID オーバーライド) の値を選択します。
各[Image type] (イメージタイプ) で[Image ID override] (イメージ ID のオーバーライド) が指定さ
れていない場合、AWS Batch は Amazon ECS に最適化された AMI を選択します。イメージタイ
プが指定されていない場合、非 GPU、非AWS Graviton インスタンス用のデフォルトは Amazon 
Linux 2 です。

Important

カスタム AMI を使用するには、イメージタイプを選択し、[イメージ ID オーバーライド] 
ボックスにカスタム AMI ID を入力します。

Amazon Linux 2

すべての AWS Graviton ベースのインスタンスファミリー (C6g、M6g、R6gおよびT4gなど) 
のデフォルトで、すべての非 GPU インスタンスタイプに使用できます。

Amazon Linux 2 (GPU)

すべての GPU インスタンスファミリー (P4 および G4 など) のデフォルトで、非 AWS 
Graviton ベースのすべてのインスタンスタイプに使用できます。

Amazon Linux

非 GPU、非AWS Graviton インスタンスファミリーに使用できます。Amazon Linux AMI の
標準サポートは終了しました。詳細については、Amazon Linux AMI を参照してください。

Note

コンピューティング環境用に選択する AMI は、そのコンピューティング環境で使用する
インスタンスタイプのアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、A1コ
ンピューティング環境がインスタンスタイプを使用する場合、選択するコンピューティ
ングリソース AMIArm はインスタンスをサポートしている必要があります。Amazon 
ECS は、Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMIx86 と対比した Amazon 
ECSArm の両バージョンを提供しています。詳細については、Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMI」を
参照してください。

m. (オプション)[Launch template] (起動テンプレート) で、既存の Amazon EC2 起動テンプレートを
選択して、コンピューティングリソースを設定します。テンプレートのデフォルトバージョンは
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自動的に設定されます。詳細については、「起動テンプレートのサポート (p. 139)」を参照して
ください。

Note

起動テンプレートで、作成したカスタム AMI を指定できます。
n. (オプション) [Launch template version] (起動テンプレートのバージョン) では、$Default ある

いは $Latest を使用するか、または起用するバージョン番号を指定します。

Important

$Default起動テンプレートのバージョンパラメータがまたはの場合$Latest、指定さ
れた起動テンプレートのデフォルトまたは最新バージョンがインフラストラクチャの更
新中に評価されます。デフォルトで別の AMI ID が選択されている場合、または起動テン
プレートの最新バージョンが選択されている場合、その AMI ID が更新に使用されます。
詳細については、「the section called “AMI ID の更新” (p. 164)」を参照してください。

o. [次のページ] を選択します。
7. 「ネットワーク設定」セクションでは、

Important

コンピューティングリソースには、Amazon ECS サービスエンドポイントと通信するために
外部ネットワークアクセスが必要です。これは、インターフェイス VPC エンドポイントを介
して、またはパブリック IP アドレスを持つコンピューティングリソースを通じて可能になり
ます。
インターフェイス VPC エンドポイントの詳細については、Amazon Elastic Container 
Service 開発者ガイドの「Amazon ECS 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。
インターフェイス VPC エンドポイントが設定されておらず、コンピューティングリソー
スが、パブリック IP アドレスを持たない場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) を使用
してこのアクセスを提供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「NAT ゲートウェイ」を参照してください。詳細については、「the section called “VPC 
を作成する” (p. 7)」を参照してください。

a. [Virtual Private Cloud (VPC)] で、インスタンスを起動する先の VPC を選択します。
b. [サブネット] では、使用するサブネットを選択します。デフォルトでは、選択した VPC 内のすべ

てのサブネットを使用できます。

Note

AWS BatchAmazon EC2 では、Local Zones をサポートしています。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「Local Zones」と「Local 
Zones」、「Wavelength ゾーン」、およびAWS Outposts「Amazon Elastic Container 
Service 開発者ガイド」の「Amazon ECS クラスター」を参照してください。

c. (オプション) セキュリティグループでは、インスタンスにアタッチするセキュリティグループを
選択します。デフォルトでは、VPC のデフォルトのセキュリティグループが選択されます。

8. [次のページ] を選択します。
9. 確認のため、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選択します。

完了したら、[Create] を選択します。

EC2 リソースを使用して、アンマネージド型のコン
ピューティング環境を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。147
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2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. コンピューティング環境ページで、「作成」を選択します。
4. 環境を設定します。

a. コンピューティング環境の設定で、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を選択しま
す。

b. [オーケストレーションタイプ] には、[非管理] を選択します。
5. [N] で、コンピューティング環境の名前を指定します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および

小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
6. (省略可能) [Max%] で、ユーザーの代わりにAWS Batchサービスから必要なAWS API オペレーション

を呼び出すことを許可するロールを選択します。例えば、[AWSBatchServiceRole] を選択します。詳
細については、「the section called “AWS Batch IAM サービスロール” (p. 210)」を参照してくださ
い。

7. [Maximum vPCUs] (最大 vCPU) では、ジョブキューの需要にかかわらず、コンピューティング環境で
スケールアウトできる vCPU の最大数を選択します。

8. (オプション)「タグ」を展開します。タグを追加するには、[タグの追加] を選択します。次に、キー
名とオプションの値を入力します。[Add tag] (タグを追加) を選択します。詳細については、「AWS 
Batch リソースのタグ付け (p. 281)」を参照してください。

9. [次のページ] を選択します。
10. 確認のため、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選択します。

完了したら、[Create] を選択します。

EKS リソースを使用してマネージド型のコンピュー
ティング環境を作成するには
1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Compute environments] (コンピューティング環境) を選択します。
4. [作成] を選択します。
5. コンピューティング環境の設定には、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を選択して

ください。
6. [N] で、コンピューティング環境の名前を指定します。名前の最大長は 128 文字です。大文字および

小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。
7. [インスタンスロール] には、必要な IAM 権限がアタッチされている既存のインスタンスプロファイル

を選択します。

Note

AWS Batchコンソールでコンピューティング環境を作成するに
は、eks:ListClusterseks:DescribeClusterおよび権限を持つインスタンスプロファ
イルを選択します。

8. EKS クラスターで、既存の Amazon EKS クラスターを選択します。
9. 「名前空間」には、KubernetesAWS Batchクラスター内のプロセスをグループ化する名前空間を入力

します。
10. (オプション)「タグ」を展開します。[タグを追加] を選択し、キーと値のペアを入力します。
11. [次のページ] を選択します。
12. (オプション)「EC2 スポットインスタンスを使用する」で、「スポットインスタンスの使用を有効に

して Amazon EC2 スポットインスタンスを使用する」をオンにします。
13. (スポットスポットオンデマンド価格の割合 (スポットスポットインスタンス価格の割合 (スポットイ

ンスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合) (スポットインスタンス価格の割合 (スポッ
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トインスタンス価格の割合) (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (ス
ポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割
合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス価格の割合 (スポットインスタンス たと
えば、上限価格が 20% の場合、その EC2 インスタンスのスポット料金は現在のオンデマンド料金の 
20% 未満になる必要があります。支払い額は常に最低 (市場料金) となり、最大パーセンテージを超
えることはありません。このフィールドを空のままにした場合、デフォルト値はオンデマンド料金の 
100% です。

14. (スポットのみ) スポットフリートロールには、SPOTコンピューティング環境の Amazon EC2 スポッ
トフリート IAM ロールを選択します。

Important

このロールは、配分戦略がに設定されている場合、BEST_FITまたは指定されていない場合
に必要です。

15. (オプション) [最小 vCPUs] には、ジョブキューの需要に関係なく、コンピューティング環境が維持す
る vCPUs の最小数を選択します。

16. (オプション) [最大仮想 CPU 数] には、ジョブキューの需要に関係なく、コンピューティング環境がス
ケールアウトできる vCPUs の最大数を選択します。

17. [Allowed instance types] (許可されたインスタンスタイプ) で、起動できる Amazon EC2 インスタンス
タイプを選択します。インスタンスファミリーを指定してそのファミリー内のいずれかのインスタン
スタイプ (c5 、c5n、p3など) を起動できます。または、ファミリー内の特定のサイズを指定するこ
ともできます (などc5.8xlarge)。メタルインスタンスタイプはインスタンスファミリーに含まれて
いません。たとえば、c5 は c5.metal を含んでいません。また、を選択して (C4、M4、R4およびイ
ンスタンスファミリーから) ジョブキューの需要に見合ったインスタンスタイプを使用することもで
きます。optimal

Note

コンピューティング環境を作成する際、そのコンピューティング環境で選択するインスタン
スタイプで同じアーキテクチャを使用する必要があります。例えば、x86 と ARM インスタン
スを同じコンピューティング環境で使用することはできません。

Note

AWS Batchジョブキュー内の必要な量に基づいて GPU をスケーリングし
ます。GPU スケジューリングを使用するには、コンピューティング環境
に、、p2、、、p3p4g3g3sg4、g5またはファミリーのインスタンスタイプが含まれている
必要があります。

Note

現在、optimal は C4、M4、および R4 インスタンスファミリーのインスタンスタイプを使
用しています。AWS リージョンこれらのインスタンスファミリーのインスタンスタイプを持
たない場合は、、、C5M5、R5およびインスタンスファミリーのインスタンスタイプが使用
されます。

18. (オプション) [Additional configuration] (追加設定) を展開します。

a. (オプション) プレイスメントグループには、コンピューティング環境のリソースをグループ化す
るためのプレイスメントグループ名を入力します。

b. 「配分戦略」には、「ベスト・フィット・プログレッシブ」を選択します。
c. (オプション) Amazon マシンイメージ (AMI) 設定では、[Amazon マシンイメージ (AMI) 設定の追

加] を選択します。次に、画像タイプを選択し、Kubernetes画像IDオーバーライドとバージョン
を入力します。

Important

カスタム AMI を使用するには、イメージタイプを選択し、[イメージ ID オーバーライド] 
ボックスにカスタム AMI ID を入力します。149
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Note

各[Image type] (イメージタイプ) で[Image ID override] (イメージ ID のオーバーライド) 
が指定されていない場合、AWS Batch は Amazon ECS に最適化された AMI を選択しま
す。イメージタイプが指定されていない場合、非 GPU、非AWS Graviton インスタンス
用のデフォルトは Amazon Linux 2 です。

Amazon Linux 2

すべての AWS Graviton ベースのインスタンスファミリー (C6g、M6g、R6gおよ
びT4gなど) のデフォルトで、すべての非 GPU インスタンスタイプに使用できま
す。

Amazon Linux 2 (GPU)

すべての GPU インスタンスファミリー (P4およびなどG4) のデフォルトで、非AWS 
Graviton ベースのすべてのインスタンスタイプに使用できます。

d. (省略可能) [Max%] で、既存の起動テンプレートを選択します。
e. (オプション) Launch テンプレートのバージョンには$Default、$Latest、またはバージョン番

号を入力します。
19. [次のページ] を選択します。
20. [Virtual Private Cloud (VPC)] で、インスタンスを起動する先の VPC を選択します。
21. [サブネット] では、使用するサブネットを選択します。デフォルトでは、選択した VPC 内のすべての

サブネットを使用できます。

Note

AWS BatchAmazon EKS では、Local Zones をサポートしています。詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKSAWS とLocal Zones」を参照してくださ
い。

22. (オプション) セキュリティグループでは、インスタンスにアタッチするセキュリティグループを選択
します。デフォルトでは、VPC のデフォルトのセキュリティグループが選択されます。

23. [次のページ] を選択します。
24. 確認のため、設定手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選択します。

完了したら、[Create] を選択します。

コンピューティング環境テンプレート
次の例では、空のコンピューティング環境テンプレートを示しています。このテンプレートを使ってコン
ピューティング環境を作成し、それをファイルに保存して AWS CLI --cli-input-json オプションで使
用できます。これらのパラメータの詳細については、AWS BatchAPI CreateComputeEnvironmentリファ
レンスのを参照してください。

{ 
    "computeEnvironmentName": "", 
    "type": "UNMANAGED", 
    "state": "DISABLED", 
    "unmanagedvCpus": 0, 
    "computeResources": { 
        "type": "EC2", 
        "allocationStrategy": "BEST_FIT_PROGRESSIVE", 
        "minvCpus": 0, 
        "maxvCpus": 0, 
        "desiredvCpus": 0, 
        "instanceTypes": [ 
            "" 
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        ], 
        "imageId": "", 
        "subnets": [ 
            "" 
        ], 
        "securityGroupIds": [ 
            "" 
        ], 
        "ec2KeyPair": "", 
        "instanceRole": "", 
        "tags": { 
            "KeyName": "" 
        }, 
        "placementGroup": "", 
        "bidPercentage": 0, 
        "spotIamFleetRole": "", 
        "launchTemplate": { 
            "launchTemplateId": "", 
            "launchTemplateName": "", 
            "version": "" 
        }, 
        "ec2Configuration": [ 
            { 
                "imageType": "", 
                "imageIdOverride": "", 
                "imageKubernetesVersion": "" 
            } 
        ] 
    }, 
    "serviceRole": "", 
    "tags": { 
        "KeyName": "" 
    }, 
    "eksConfiguration": { 
        "eksClusterArn": "", 
        "kubernetesNamespace": "" 
    }
}

Note

先のコンピューティング環境テンプレートは、以下の AWS CLI コマンドで生成できます。

$ aws batch create-compute-environment --generate-cli-skeleton

コンピューティング環境のパラメータ
コンピューティング環境は、コンピューティング環境の場合、コンピューティング環境の場合、コン
ピューティング環境の場合、コンピューティング環境の場合、コンピューティング環境の場合、コン
ピューティング環境の場合、コンピューティング環境の場合、コンピューティング環境の場合AWS 
Batch、コンピューティング環境の場合、

トピック
• コンピューティング環境の名前 (p. 152)
• タイプ (p. 152)
• 状態 (p. 152)
• コンピューティングリソース (p. 153)
• Amazon EKKKKK (p. 160)
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• サービスロール (p. 161)
• タグ (p. 162)

コンピューティング環境の名前
computeEnvironmentName

コンピューティング環境の名前です。名前の最大長は 128 文字です。大文字および小文字の ASCII 文
字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができます。

型: 文字列

必須: はい

タイプ
type

コンピューティング環境のタイプ。定義した EC2 または Fargate コンピューティングリソースを 
AWS Batch で管理する場合は、[MANAGED] を選択します。詳細については、「コンピューティング
リソース (p. 153)」を参照してください。独自の EC2 コンピューティングリソースを管理する場合
は、[UNMANAGED] を選択します。

タイプ: 文字列

有効な値: MANAGED | UNMANAGED

必須: はい

状態
state

コンピューティング環境の状態。

状態が [ENABLED] である場合、AWS Batch スケジューラは環境内でのジョブの配置を試行しませ
ん。これらのジョブは、コンピューティングリソース上の関連するジョブキューから取得されます。
コンピューティング環境がマネージド型の場合は、インスタンスはジョブキューの需要に基づいて自
動的にスケールアウトまたはスケールインされます。

状態が [DISABLED] である場合、AWS Batch スケジューラは環境内でのジョブの配置を試行しませ
ん。STARTINGRUNNING状態がまたはのジョブは、引き続き正常に進行します。DISABLED状態のマ
ネージドコンピューティング環境はスケールアウトされません。

Note

DISABLED州内のコンピューティング環境では、引き続き請求料金が発生する可能性があり
ます。追加料金が発生しないように、コンピューティング環境をいったんオフにしてから削
除してください。詳細については、『DeleteComputeEnvironmentAWS BatchAPI リファレン
ス』と『AWS Billingユーザーガイド』の「予期しない請求の回避」を参照してください。

インスタンスがアイドル状態になると、minvCpusインスタンスはその値までス
ケールダウンします。ただし、インスタンスサイズは変更されません。たとえ
ば、c5.8xlargeminvCpus4desiredvCpus値がで値がのインスタンスを考えてみましょ
う36。c5.largeこのインスタンスはインスタンスにスケールダウンしません。
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タイプ: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

コンピューティングリソース
computeResources

コンピューティング環境によって管理されるコンピューティングリソースの詳細。詳細については、
「コンピューティング環境 (p. 128)」を参照してください。

型: ComputeResource オブジェクト

必須: このパラメータは、マネージド型のコンピューティング環境では必須です。
type

コンピューティング環境のタイプ。EC2 オンデマンドインスタンス (EC2) と EC2 スポットイン
スタンス (SPOT) を使用するか、マネージドコンピューティング環境で Fargate 容量 (FARGATE) 
および Fargate スポット容量 (FARGATE_SPOT) を使用するかを選択できます。SPOT を選択した
場合は、spotIamFleetRole パラメータで Amazon EC2 スポットフリートロールも指定する必
要があります。詳細については、「Amazon EC2 スポットフリートロール (p. 217)」を参照し
てください。

有効な値: EC2 | SPOT | FARGATE | FARGATE_SPOT

必須: はい
allocationStrategy

最適な EC2 インスタンスタイプのインスタンスを十分に配分できない場合に、コンピューティ
ングリソースに使用する配分戦略です。これは、AWS リージョンインスタンスタイプの可用性
または Amazon EC2 サービスの制限が原因である可能性があります。詳細については、「配分戦
略 (p. 162)」を参照してください。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。
BEST_FIT (デフォルト)

AWS Batch は、コストがより低いインスタンスタイプを優先して、ジョブのニーズに最も適
したインスタンスタイプを選択します。選択したインスタンスタイプの追加インスタンスが
利用できない場合、AWS Batch は追加インスタンスが利用可能になるまで待機します。十分
なインスタンスが利用できない場合、Amazon EC2 サービスの制限に達した場合、Amazon 
EC2 サービスの制限に達した場合、追加のジョブは実行されません。この配分戦略により、
コストは低くなりますが、スケーリングは制限される場合があります。でスポットフリー
トを使用する場合はBEST_FIT、スポットフリートの IAM ロールを指定する必要がありま
す。BEST_FIT割り当て戦略を使用するコンピュートリソースはインフラストラクチャの更
新をサポートしていないため、一部のパラメーターを更新できません。詳細については、
「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

Note

BEST_FITAmazon EKS リソースを使用するコンピューティング環境ではサポート
されていません。

BEST_FIT_PROGRESSIVE

キュー内のジョブの要件を満たすのに十分な大きさの追加のインスタンスタイプを選択しま
す。ユニット vCPU あたり、より低コストのインスタンスタイプを優先します。以前選択し
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たインスタンスタイプの追加のインスタンスが利用できない場合、AWS Batch は新しいイン
スタンスタイプを選択します。

SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED

(スポットインスタンスコンピューティング環境でのみ利用可能) キュー内のジョブの要件を
満たすのに十分な大きさの追加のインスタンスタイプを選択します。中断されにくいインス
タンスタイプを優先してください。

BEST_FIT_PROGRESSIVESPOT_CAPACITY_OPTIMIZEDオンデマンドまたはスポットインスタ
ンスを使用する戦略と、BEST_FITmaxvCpusスポットインスタンスを使用する戦略の両方でキャ
パシティ要件を満たすには、を超える必要があります。AWS Batchこの場合、AWS Batch は 1 つ
のインスタンスよりも maxvCpus を超えることはありません。

有効な値: BEST_FIT | BEST_FIT_PROGRESSIVE | SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED

必須: いいえ
minvCpus

コンピューティング環境がである場合も環境で維持する Amazon EC2 vCPUs の最小
数DISABLED。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: 整数

必須: いいえ
maxvCpus

環境で到達できる Amazon EC2 vCPU の最大数。
Note

BEST_FIT_PROGRESSIVESPOT_CAPACITY_OPTIMIZEDオンデマンドまたはスポット
インスタンスを使用する割り当て戦略と、BEST_FITスポットインスタンスを使用する
戦略と、AWS Batchスポットインスタンスを使用する戦略の両方でキャパシティ要件を
満たすには、maxvCpusを超える必要があります。この場合、AWS Batch は 1 つのイン
スタンスよりも maxvCpus を超えることはありません。例えば、AWS Batch は、コン
ピューティング環境で指定されたインスタンスのうち、2つ以上のインスタンスを使用し
ません。

タイプ: 整数

必須: いいえ
desiredvCpus

コンピューティング環境で必要な Amazon EC2 vCPUS の数。AWS Batch では、この値をジョブ
キューの需要に応じて最小値と最大値の間で調整します。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: 整数

必須: いいえ
instanceTypes

起動される可能性のあるインスタンスタイプ。このパラメータは、Fargate リソースで実行され
ているジョブには適用されません。を指定することはできません。インスタンスファミリーを
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指定してそのファミリー内のいずれかのインスタンスタイプ (c5 、c5n、p3など) を起動できま
す。または、ファミリー内の特定のサイズを指定することもできます (c5.8xlarge)。メタルイ
ンスタンスタイプはインスタンスファミリーに含まれません (たとえば、c5 に c5.metal は含ま
れません)。また、optimal を選択して (C4、M4、および R4 インスタンスファミリーから) ジョ
ブキューの需要に見合ったインスタンスタイプを使用することもできます。

Note

コンピューティング環境を作成する際、そのコンピューティング環境で選択するインス
タンスタイプで同じアーキテクチャを使用する必要があります。例えば、x86 と ARM イ
ンスタンスを同じコンピューティング環境で使用することはできません。
Note

現在、optimal は C4、M4、および R4 インスタンスファミリーのインスタンスタイプ
を使用しています。AWS リージョンこれらのインスタンスファミリーのインスタンスタ
イプを持たないインスタンスでは、C5、R5、R5、および R5 インスタンスファミリーの
インスタンスタイプが使用されます。

型: 文字列の配列

必須: はい
imageId

このパラメータは廃止されました。

コンピューティング環境で起動されるインスタンスに使用する Amazon Machine Image (AMI) の 
ID。このパラメータは、Ec2Configuration 構造の imageIdOverride メンバーによってオー
バーライドされます。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。
Note

コンピューティング環境用に選択する AMI は、そのコンピューティング環境で使用する
インスタンスタイプのアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、A1コ
ンピューティング環境がインスタンスタイプを使用する場合、選択したコンピューティ
ング環境の場合、選択するコンピューティング環境の場合、選択するコンピューティン
グ環境の場合、選択するコンピューティング環境の場合、選択するコンピューティング
環境の場合、選択するコンピューティング環境の場合、ArmAmazon ECKS は、Amazon 
ECKS に最適化された Amazon ECKS に最適化された Amazon Linux 2 AMIx86Arm の両
バージョンを提供しています。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMI」を参照してくだ
さい。

型: 文字列

必須: いいえ
subnets

コンピューティングリソースを起動する先の VPC サブネット。これらのサブネットは、同じ 
VPC 内にある必要があります。Fargate のコンピューティングリソースには、最大 16 個のサブ
ネットを含めることができます。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。

Note

Amazon EC2 の AWS Batch と Amazon EKS の AWS Batch では、ローカルゾーンがサ
ポートされています。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「Local Zones」、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKSAWS とLocal 

155

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-optimized_AMI.html#ecs-optimized-ami-linux-variants.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Subnets.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Subnets.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html?icmpid=docs_ec2_console#concepts-local-zones
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/local-zones.html


AWS Batch ユーザーガイド
コンピューティングリソース

Zones」、「Local Zones」、「Wavelength ゾーン」、およびAWS Outposts「Amazon 
Elastic Container Service 開発者ガイド」の「Amazon ECS クラスター」を参照してくだ
さい。
Fargate の AWS Batch では、ローカルゾーンがサポートされていません。

コンピューティング環境を更新するときに VPC サブネットのリストを空にすると、Fargate と 
EC2 のコンピューティングリソースで結果の動作が異なります。Fargate コンピューティングリ
ソースの場合、空のリストを指定すると、このパラメータが指定されていないものとして処理さ
れ、変更も行われません。EC2 コンピューティングリソースの場合、空のリストを指定すると、
コンピューティングリソースから VPC サブネットが削除されます。VPC サブネットを変更する
には、、VPC 環境のインフラストラクチャを更新する必要があります。これは、Fargate と EC2 
のコンピューティングリソースの両方に当てはまります。詳細については、「コンピューティン
グ環境 (p. 163)」を参照してください。

型: 文字列の配列

必須: はい
securityGroupIds

コンピューティング環境で起動されるインスタンスに関連付けられる Amazon EC2 セキュ
リティグループ。securityGroupIds で、または launchTemplate で参照されている起
動テンプレートを使用して、1 つ以上のセキュリティグループを指定する必要があります 。
このパラメータは、Fargate リソースで実行されるジョブに必要であり、Fargate リソース
で実行されるジョブには必須です。(Fargate は起動テンプレートをサポートしていません。)
securityGroupIds と launchTemplate の両方を使用してセキュリティグループを指定した
場合は、securityGroupIds の値が使用されます。

コンピューティング環境を更新するときに、セキュリティグループのリストを空にする
と、Fargate と EC2 のコンピューティングリソースで結果の動作が異なります。Fargate コン
ピューティングリソースの場合、空のリストを指定すると、このパラメータが指定されていない
ものとして処理され、変更も行われません。EC2 コンピューティングリソースの場合、空のリ
ストを指定すると、コンピューティングリソースからセキュリティグループが削除されます。セ
キュリティグループを変更するには、、コンピューティング環境のインフラストラクチャを更新
する必要があります。これは、Fargate と EC2 のコンピューティングリソースの両方に当てはま
ります。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

型: 文字列の配列

必須: はい
ec2KeyPair

コンピューティング環境で起動されるインスタンスに使用する EC2 キーペア。このキーペアを使
用して、SSH でインスタンスにログインできます。EC2 キーペアを変更するには、EC2 キーペ
アを変更するには、EC2 キーペアを変更するには、EC2 キーペアを変更するには、EC2 key pair 
を変更するには、EC2 キーペアを変更するには、EC2 キーペアを変更するには、EC2 キーペアを
変更するには、EC2 キー 詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してく
ださい。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

型: 文字列

必須: いいえ
instanceRole

コンピューティング環境内の Amazon EC2 インスタンスにアタッチされる Amazon 
ECS インスタンスプロファイル。このパラメータは、Fargate リソースで実行されて

156

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/local-zones.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/cluster-regions-zones.html#clusters-local-zones
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/cluster-regions-zones.html#clusters-local-zones


AWS Batch ユーザーガイド
コンピューティングリソース

いるジョブには適用されません。を指定することはできません。インスタンスプロファ
イルの短縮名、または、完全な Amazon リソースネーム (ARN) を指定できます。例え
ば、ecsInstanceRole、arn:aws:iam::aws_account_id:instance-profile/
ecsInstanceRole などです。詳細については、「Amazon ECS インスタンスロー
ル (p. 215)」を参照してください。

コンピューティング環境を更新する場合、この設定を変更するには、この設定を変更するには、
この設定を変更するには、この設定環境のインフラストラクチャを更新する必要があります。詳
細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
tags

コンピューティング環境で起動される EC2 インスタンスにタグとして適用するキーバリューペ
ア。たとえば、タグとして "Name": "AWS Batch Instance - C4OnDemand" を指定し、そ
の名前をコンピューティング環境の各インスタンスに使用できます。これは、Amazon EC2 コ
ンソールで AWS Batch インスタンスを認識する際に役立ちます。これらのタグは、AWS Batch
ListTagsForResourceAPI オペレーションの使用時には表示されません。

コンピューティング環境を更新する場合、EC2 タグを変更するには、EC2 タグを変更するに
は、EC2 タグを変更するには、EC2 タグを変更するには、EC2 タグを変更するには、EC2 タグ
を変更するには、EC2 タグを変更するには、EC2 タグを変更するには、EC2 タグを変更するには 
詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
placementGroup

コンピューティングリソースに関連付ける Amazon EC2 プレイスメントグループ。このパラメー
タは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。を指定することはできま
せん。マルチノードのparallel ジョブをコンピューティング環境に送信する場合は、クラスタープ
レイスメントグループを作成して、それをコンピューティング環境に関連付けることを検討して
ください。これにより、論理的にグループ化されたインスタンス上のマルチノードの並列ジョブ
が、潜在的に高度なネットワークフローを備えた単一のアベイラビリティーゾーン内に保持され
ます。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「プレイスメント
グループ」を参照してください。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

型: 文字列

必須: いいえ
bidPercentage

インスタンス起動前のインスタンスタイプのオンデマンド料金と対比した EC2 スポットインスタ
ンス料金の最大パーセンテージ。たとえば、最大割合が 20% の場合、スポット料金は現在のオン
デマンド価格の 20% 未満にする必要があります。支払い額は常に最低 (市場料金) となり、最大
パーセンテージを超えることはありません。このフィールドを空のままにした場合、デフォルト
値はオンデマンド料金の 100% です。大部分のユースケースでは、このフィールドは空欄のまま
にしておくことをお勧めします。
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コンピューティング環境を更新する場合、入札パーセンテージを変更するには、入札パーセン
テージを変更するには、入札環境のインフラストラクチャを更新する必要があります。詳細につ
いては、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

必須: いいえ
spotIamFleetRole

SPOT コンピューティング環境に適用する Amazon EC2 スポットフリートの IAM ロールの 
Amazon リソースネーム (ARN)。このロールは、配分戦略が BEST_FIT に設定されている場合、
または配分戦略が指定されていない場合に必要です。詳細については、「Amazon EC2 スポット
フリートロール (p. 217)」を参照してください。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。
Important

作成時にスポットインスタンスにタグを付けるには、ここで指定したスポットフリート
の IAM ロールは、ここで指定したスポットインスタンスの IAM ロールは、より新しい
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーを使用する必要があります。以前に推
奨された AmazonEC2SpotFleetRole 管理ポリシーには、AmazonEC2 管理ポリシーに
は、スポットインスタンスにタグを付けるために必要なアクセス許可はありません。詳
細については、「作成時にタグ付けされていないスポットインスタンス (p. 289)」を参
照してください。

型: 文字列

必須: このパラメータは、SPOT コンピューティング環境では必須です。
launchTemplate

コンピューティングリソースに関連付けるオプションの起動テンプレート。このパラメータ
は、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。を指定することはできませ
ん。CreateComputeEnvironmentまたは UpdateComputeEnvironmentAPI オペレーションで指定
したその他のコンピューティングリソースパラメータは、API オペレーションで指定したその他
のコンピューティングリソースパラメータによって上書きされます。起動テンプレートを使用す
るには、リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名のいずれか 1 つを指定しま
す。詳細については、「起動テンプレートのサポート (p. 139)」を参照してください。

コンピューティング環境を更新するときに、カスタム起動テンプレートを削除してデフォルトの
起動テンプレートを使用するには、launchTemplateIdlaunchTemplateName起動テンプレー
ト仕様のまたはメンバーを空の文字列に設定します。コンピューティング環境から起動テンプ
レートを削除しても、起動テンプレートで指定された AMI が使用されていた場合は削除されませ
ん。起動テンプレートから選択した AMI を更新するには、updateToLatestImageVersionパ
ラメータをに設定する必要がありますtrue。コンピューティング環境を更新する場合、起動テ
ンプレートを変更するには、起動テンプレートを変更するには、起動テンプレートを変更するに
は、起動テンプレートを変更するには、起動テンプレートを変更するには、起動テンプレートを
変更するには、詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

タイプ: LaunchTemplateSpecification

オブジェクト

必須: いいえ
launchTemplateId

起動テンプレートの ID。

158

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_CreateComputeEnvironment.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_UpdateComputeEnvironment.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_LaunchTemplateSpecification.html


AWS Batch ユーザーガイド
コンピューティングリソース

型: 文字列

必須: いいえ
launchTemplateName

起動テンプレートの名前。

型: 文字列

必須: いいえ
version

起動テンプレートのバージョン番号 ($Latest または $Default)。

値が $Latest の場合、起動テンプレートの最新バージョンを使用します。値が $Default
の場合、起動テンプレートのデフォルトバージョンを使用します。インフラストラクチャの
更新中、$Latest$Defaultまたはがコンピューティング環境用に指定された場合は、AWS 
Batch起動テンプレートのバージョンを再評価し、起動テンプレートのバージョンを再評価
し、起動テンプレートの異なるバージョンを使用する可能性があります。これは、起動テン
プレートがアップデートで指定されていない場合も同じです。

デフォルト: $Default。

型: 文字列

必須: いいえ
ec2Configuration

EC2 コンピューティング環境で、インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) を選択するため
に使用される情報を提供します。もし [Ec2Configuration] が指定されなかった場合、デフォ
ルトは Amazon Linux 2 (ECS_AL2) です。2021 年 3 月 31 日以前は、このデフォルトは非 GPU、
非 AWS Graviton インスタンスでは、Amazon Linux (ECS_AL1) でした。

コンピューティング環境を更新する場合、このパラメータを変更するには、このパラメータを
変更するには、この環境のインフラストラクチャを更新する必要があります。詳細については、
「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

Note

このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

型: Ec2Configuration オブジェクトの配列

必須: いいえ
imageIdOverride

コンピューティング環境で起動され、コンピューティング環境で起動されるインスタンスに
使用される AMI の ID。この設定は、computeResource オブジェクト内の imageId セット
をオーバーライドします。

型: 文字列

必須: いいえ
imageKubernetesVersion

Kubernetesコンピューティング環境のバージョン。値を指定しない場合、AWS Batch でサ
ポートされる最新バージョンが使用されます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。
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必須: いいえ
imageType

AMI の選択のために、インスタンスタイプと一致させるイメージタイプ。サポートされる値
は、ECS リソースと EKS リソースで異なります。
ECS

imageIdOverride パラメータが指定されていない場合、最新の Amazon ECS に最適
化されたAmazon Linux 2 AMI (ECS_AL2) が使用されます。アップデートで新しいイメー
ジタイプが指定されているものの、imageId も imageIdOverride パラメータも指
定されていない場合、AWS Batch でサポートされているそのイメージタイプの最新の 
Amazon ECS 最適化 AMI が使用されます。
ECS_AL2

Amazon Linux 2: 非 GPU インスタンスファミリーのデフォルトです。
ECS_AL2_NVIDIA

Amazon Linux 2 (GPU): すべての GPU インスタンスファミリー (P4 および G4 など) 
のデフォルトで、非 AWS Graviton ベースのすべてのインスタンスタイプに使用で
きます。

ECS_AL1

Amazon Linux。Amazon Linux end-of-life の標準サポートは終了しました。詳細につ
いては、Amazon Linux AMI を参照してください。

EKS

imageIdOverride パラメータが指定されていない場合、最新の Amazon EKS に最適化
された Amazon Linux AMI (EKS_AL2) が使用されます。アップデートで新しいイメージ
タイプが指定されているものの、imageId も imageIdOverride パラメータも指定さ
れていない場合、AWS Batch がサポートしているそのイメージタイプの最新の Amazon 
EKS 最適化 AMI が使用されます。
EKS_AL2

Amazon Linux 2: 非 GPU インスタンスファミリーのデフォルトです。
EKS_AL2_NVIDIA

Amazon Linux 2 (accelerated): すべての GPU インスタンスファミリー (P4 および
G4 など) のデフォルトで、非 AWS Graviton ベースのすべてのインスタンスタイプ
に使用できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

必須: はい

Amazon EKKKKK
AWS Batch コンピューティング環境をサポートする Amazon EKS クラスターの構成。コンピューティン
グ環境を作成する前に、クラスターが存在している必要があります。

eksClusterArn

Amazon EKS クラスターの Amazon リソースネーム (ARN)。例は arn:aws:eks:us-
east-1:123456789012:cluster/ClusterForBatch です。
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型: 文字列

必須: はい
kubernetesNamespace

Amazon EKS クラスターの名前空間。AWS Batch はこの名前空間のポッドを管理します。値を空ま
たは null にすることはできません。64 文字未満でなければならず、default に設定できません。
また、「kube-」で始めることはできません。次の正規表現と一致する必要があります: ^[a-z0-9]
([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$。詳細については、「Kubernetes ドキュメント」の「名前空間」を参照
してください。

型: 文字列

必須: はい

タイプ:EksConfigurationオブジェクト

必須: いいえ

サービスロール
serviceRole

ユーザーに代わって AWS Batch が AWS の他のサービスを呼び出すことを許可する IAM ロー
ルの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「AWS Batch IAM サービスロー
ル (p. 210)」を参照してください。サービスロールを指定しないことをお勧めします。AWS Batch
この方法では、AWSServiceRoleForBatchサービスにリンクされたロールを使用します。

Important

アカウントが既にAWS Batchのサービスにリンクされたロール (AWSServiceRoleForBatch) 
を作成している場合は、ここでロールを指定しない限り、そのロールがコンピューティング
環境にデフォルトで使用されます。AWS Batch サービスにリンクされたロールがアカウント
に存在せず、ここでロールが指定されていない場合、サービスは、AWS Batch サービスにリ
ンクされたロールをアカウントに作成しようとします。AWSServiceRoleForBatch サービス
にリンクされたロールの詳細については、「AWS Batch のサービスにリンクされたロールの
許可 (p. 262)」を参照してください。
AWSServiceRoleForBatchコンピューティング環境がサービスにリンクされたロールを
使用して作成されている場合、通常の IAM ロールを使用するように変更することはで
きません。同様に、コンピューティング環境が通常の IAM ロールで作成されている場
合、AWSServiceRoleForBatchサービスにリンクされたロールを使用するように変更すること
はできません。インフラストラクチャの更新が必要なコンピューティング環境のパラメータ
を更新するには、AWSServiceRoleForBatchサービスにリンクされたロールを使用する必要が
あります。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してください。

指定したロールに以外のパスがある場合は/、完全なロール ARN を指定するか、ロール名の前にパス
を付ける必要があります。

Note

AWS Batchサービスロールを作成した方法によって、その Amazon リソースネーム (ARN) 
に、その Amazon リソースネーム (ARN) に、その Amazon リソースネーム (ARN)service-
role にパスプレフィックスが含まれる場合があります。サービスロールの名前を指定する
と、AWS Batch は ARN が service-role パスプレフィックスを使用しないと判断しま
す。このため、コンピューティング環境を作成するときには、サービスロールに完全 ARN を
指定することが推奨されます。

型: 文字列
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必須: いいえ

タグ
tags

コンピューティング環境に関連したキーバリューペアのタグ。詳細については、「AWS Batch リソー
スのタグ付け (p. 281)」を参照してください。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

EC2 設定
AWS Batchは、EC2 および EC2 スポットコンピューティング環境に Amazon ECS 最適化された AMI を
使用します。デフォルトはAmazon Linux 2 (ECS_AL2) です。2021 年 3 月 31 日以前は、このデフォルト
は非 GPU、非 AWS Graviton インスタンスでは、Amazon Linux (ECS_AL1) でした。

Amazon Linux AMI が標準サポートを中止し、2023年6月30日に終了する予定のメンテナンスサポート期間
に入ったため、この変更を行いました。Amazon Linux AMI は、パッケージのリストを減らすために、重
要かつ重要なセキュリティアップデートを引き続き受け取ります。メンテナンスサポート期間中は、コン
ピューティング環境作成時に Ec2Configuration パラメータを指定することで、新たに作成したマネー
ジド EC2 および EC2 スポットコンピューティング環境で Amazon Linux AMI を使用可能です。メンテナ
ンスサポート期間終了後、Amazon Linux AMI は新しい AWS Batch コンピューティング環境向けのイメー
ジタイプとしてサポートされなくなります。

既存のコンピューティング環境およびインスタンスは、この変更の影響を受けず、メンテナンスサポート
期間の終了まで、設定された AMI で引き続き動作します。Amazon Linux AMIは、AWS Batch コンピュー
ティング環境向けのイメージタイプとしてサポートされなくなります。2023年6月30日より前に、すべて
のコンピューティング環境を Amazon Linux 2 に移行することをお勧めします。2021 年 3 月 31 日以降
に導入されたすべてのインスタンスタイプが Amazon Linux AMI でサポートされているわけではありませ
ん。カスタムユーザーデータを含む起動テンプレートを使用する場合は、すべてが期待どおりに設定され
ていることを確認します。

Amazon ECS 最適化された Amazon Linux AMI と Amazon Linux 2 ベースの Amazon ECS 最適化 AMI で
は、ストレージ構成が異なります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイ
ドの「AMI ストレージの設定」を参照してください。

配分戦略
マネージド型のコンピューティング環境が作成されると、AWS Batch はジョブのニーズに最も適したイ
ンスタンスタイプを、指定された [instanceTypes] から選択します。配分戦略は、AWS Batch が追加の
キャパシティーを必要とする場合の動作を定義します。このパラメータは、Fargate リソースで実行され
るジョブには適用されません。このパラメータを指定しないようにしてください。

BEST_FIT (デフォルト)

AWS Batch は、最もコストの低いインスタンスタイプを優先して、ジョブのニーズに最も適したイ
ンスタンスタイプを選択します。選択したインスタンスタイプの追加インスタンスが利用できない場
合、AWS Batch は追加インスタンスが利用可能になるまで待機します。十分なインスタンスが利用で
きない場合、またはユーザーが Amazon EC2 サービスのクォータに達した場合、現在実行中のジョブ
が完了するまで追加のジョブは実行されません。この配分戦略により、コストは低くなりますが、ス
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ケーリングは制限される場合があります。でスポットフリートを使用する場合はBEST_FIT、スポッ
トフリートの IAM ロールを指定する必要があります。 BEST_FITコンピューティング環境の更新時に
はサポートされません。詳細については、「コンピューティング環境 (p. 163)」を参照してくださ
い。

BEST_FIT_PROGRESSIVE

AWS Batch は、キュー内のジョブの要件を満たすのに十分な大きさのインスタントタイプを追加で選
択します。単位 vCPU あたりのコストが低いインスタンスタイプが優先されます。以前選択したイン
スタンスタイプの追加のインスタンスが利用できない場合、AWS Batch は新しいインスタンスタイプ
を選択します。

SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED

AWS Batchは、キュー内のジョブの要件を満たすのに十分な大きさのインスタンスタイプを 1 つ以上
選択します。中断する可能性が低いインスタンスタイプが優先されます。この配分戦略は、スポット
インスタンスのコンピューティングリソースでのみ使用できます。

BEST_FIT_PROGRESSIVEBEST_FITおよびストラテジーは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、SPOT_CAPACITY_OPTIMIZEDストラテジーはスポットインスタンスを使用しま
す。ただし、AWS BatchmaxvCpusキャパシティーの要件を満たすためにを超える必要がある場合があり
ます。この場合、AWS Batch は 1 つのインスタンスよりも maxvCpus を超えることはありません。

コンピューティング環境
EC2 リソースを使用するコンピューティング環境を作成したら、コンピューティング環境の設定の多くを
直接更新できます。ただし、一部の設定を変更すると、AWS Batchコンピューティング環境のインスタン
スを置き換える必要があります。

Fargate リソースを使用するコンピューティング環境では、セキュリティグループ (securityGroupIds) 
と VPC サブネット (subnets) のみを更新できます。

AWS Batchには 2 つの更新メカニズムがあります。1 つ目は、コンピュート環境にインスタンスを追加ま
たは削除するスケーリング更新です。2 つ目は、コンピューティング環境のインスタンスを置き換えるイ
ンフラストラクチャの更新です。インフラストラクチャの更新には、スケーリング更新よりもはるかに時
間がかかります。

でコンピューティング環境を更新する場合AWS Batch、必要な vCPUs ()、最大 vCPUs 
(desiredvCpus)、最小 vCPUs (maxvCpus)、サービスロール ()、状態 (minvCpusstate) の次の設定の
みを変更すると、スケーリングが更新されます。serviceRole

Note

desiredvCpus設定を更新する場合、minvCpusmaxvCpus値はと値の間でなければなりませ
ん。
また、desiredvCpus更新された値は、desiredvCpus現在の値以上にする必要があります。
詳細については、「the section called “desiredvCpus設定を更新したときのエラーメッセー
ジ” (p. 292)」を参照してください。

UpdateComputeEnvironmentAPIAWS Batch アクションで次の設定のいずれかが変
更されると、インフラストラクチャの更新が開始されます。インフラストラクチャ
を更新するには、サービスロールを AWSServiceRoleForBatch(デフォルト) に設定
し、BEST_FIT_PROGRESSIVESPOT_CAPACITY_OPTIMIZED割り当て戦略をまたはに設定する必要があ
ります。 BEST_FITはサポートされません。サービスロールを除き、スケーリングアップデートで変更で
きるすべての設定は、インフラストラクチャアップデートでも変更できます。

インフラストラクチャの更新中、コンピューティング環境のステータスはに変わりますUPDATING。新し
いインスタンスは、更新された設定を使用して起動されます。新しいジョブは新しいインスタンスでスケ
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ジュールされます。現在実行中のジョブは、インフラストラクチャ更新ポリシーに従ってディスパッチさ
れます。詳細については、「AWS Batch API リファレンス」の「UpdateComputeEnvironment」および
「UpdatePolicy」を参照してください。

UpdatePolicyデータ型では、次のシナリオを想定してください。

Note

以下のシナリオでは、以下のことが当てはまります。インスタンスが終了すると、実行中のジョ
ブは停止します。デフォルトでは、これらのジョブは再試行されません。インスタンスの終了後
にこれらのジョブのいずれかを再試行するには、ジョブの再試行戦略を設定します。詳細につい
ては、AWS Batch ユーザーガイドの the section called “ジョブの再試行の自動化” (p. 32) をご参
照ください。

• terminateJobsOnUpdate設定がに設定されている場合true、実行中のジョブはインフラストラク
チャの更新中に終了します。jobExecutionTimeoutMinutes設定は無視されます。

• terminateJobsOnUpdate設定がに設定されている場合false、インフラストラクチャの更新が行われ
た後、ジョブをさらに長く実行できます。jobExecutionTimeoutMinutesこの追加時間は設定で設定
されます。jobExecutionTimeoutMinutesデフォルトの設定は 30 分です。

コンピューティング環境で容量が利用可能になると、更新された設定で新しいインスタンスが起動され、
新しいインスタンスでジョブが開始されます。古い設定のインスタンスですべてのジョブが完了すると、
古いインスタンスは終了します。容量が利用可能になるということは、必要な vCPUs の数が、最小のイ
ンスタンスタイプで必要な vCPUs の数の vCPUs の最大数よりも少なくなっているということです。

次の設定のいずれかが変更されると、インフラストラクチャの更新が開始されます。

• 配分戦略 (allocationStrategy,)BEST_FIT_PROGRESSIVE はまたはのいずれかでなければなりませ
んSPOT_CAPACITY_OPTIMIZED。 当初の割り当て戦略がそうであればBEST_FIT、インフラストラク
チャの更新はサポートされません。)

• 入札率 (bidPercentage)
• EC2 コンフィギュレーション (ec2Configuration)
• キーペア (ec2KeyPair)
• 画像 ID (imageId)
• インスタンスロール (instanceRole)
• インスタンスタイプ (instanceTypes)
• テンプレートを起動 (launchTemplate)
• プレイスメントグループ (placementGroup)
• セキュリティグループ (securityGroupIds)
• VPC サブネット (subnets)
• EC2 タグ (tags)
• コンピューティング環境タイプ (type、EC2またはのいずれかSPOT)
• AWS Batchインフラストラクチャの更新中に、でサポートされている最新の AMI に更新するかどう

かupdateToLatestImageVersion

AMI ID の更新
インフラストラクチャの更新中に、これら 3 つの設定のいずれかで AMI が指定されている
かどうかによって、コンピューティング環境の AMI ID が変わることがあります。AMI は 
(incomputeResources)、imageIdimageIdOverride (inec2Configuration)、またはで指定されてい
る起動テンプレートで指定されますlaunchTemplate。これらの設定のいずれにも AMI ID が指定されて
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おらず、updateToLatestImageVersion設定がであるとしますtrue。その後、でサポートされている
最新の Amazon ECS 最適化 AMIAWS Batch がインフラストラクチャの更新に使用されます。

これらの設定の少なくとも 1 つで AMI ID が指定されている場合、更新は、更新前に使用された AMI ID が
提供された設定によって異なります。コンピューティング環境を作成する場合、AMI ID を選択する際の優
先順位は、最初に起動テンプレート、imageId次に設定、imageIdOverride最後に設定です。ただし、
使用される AMI ID が起動テンプレートからのものである場合、imageIdimageIdOverrideまたは設定
を更新しても AMI ID は更新されません。起動テンプレートから選択した AMI ID を更新する唯一の方法
は、起動テンプレートを更新することです。$Default起動テンプレートのバージョンパラメータがまた
はの場合$Latest、指定された起動テンプレートのデフォルトまたは最新バージョンが評価されます。デ
フォルトで別の AMI ID が選択されている場合、または起動テンプレートの最新バージョンが選択されてい
る場合、その AMI ID が更新に使用されます。

起動テンプレートを使用して AMI ID を選択しなかった場合は、imageIdimageIdOverrideまたはパラ
メータで指定された AMI ID が使用されます。両方を指定すると、imageIdOverrideパラメータで指定さ
れた AMI ID が使用されます。

コンピューティング環境が、、launchTemplateまたはパラメータで指定された AMI ID を
使用し、でサポートされている最新の Amazon ECS 最適化 AMI を使用したいとしますAWS 
Batch。imageIdimageIdOverride次に、更新により AMI ID を提供した設定を削除する必
要があります。このためimageId、そのパラメータには空の文字列を指定する必要がありま
す。imageIdOverrideというのも、ec2Configurationこれにはパラメータに空の文字列を指定する必
要があります。

AMI ID が起動テンプレートから取得された場合は、AWS Batch次のいずれかの方法でサポートされている
最新の Amazon ECS 最適化 AMI に変更できます。

• launchTemplateIdorlaunchTemplateName パラメータに空の文字列を指定して、起動テンプレート
を削除します。これにより、AMI ID だけではなく、起動テンプレート全体が削除されます。

• 更新されたバージョンの起動テンプレートで AMI ID が指定されていない場合
は、updateToLatestImageVersionパラメータをに設定する必要がありますtrue。

Amazon EKS コンピューティング環境
Amazon EKS の使用開始AWS Batch (p. 20)には、EKS コンピューティング環境を作成するための簡単な
ガイドが掲載されています。このセクションでは、EKS コンピューティング環境について詳しく説明しま
す。

トピック
• AMI のデフォルト (p. 165)
• サポートされる Kubernetes バージョン (p. 166)
• Kubernetesコンピューティング環境のバージョンを更新中 (p. 166)
• Kubernetesノードの責任分担 (p. 167)
• DaemonSetAWS Batch管理対象ノードでの実行 (p. 167)
• 起動テンプレートによるカスタマイズ (p. 168)

AMI のデフォルト
EKS Machine Image (AMI) を作成すると、Machine Image (AMI) を指定するときに、Machine Image (AMI) 
を指定する必要はありません。 AWS BatchKubernetesCreateComputeEnvironmentリクエストで指定され
たバージョンとインスタンスタイプに基づいて Amazon EKS に最適化された AMI を選択します。一般的
に、AMI セレクションを使用することをお勧めします。Amazon EKS に最適化された AMI の詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS 最適化された Amazon Linux AMI」を参照してくださ
い。
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次のコマンドを実行して、お使いの EKS コンピューティング環境でどの AMIAWS Batch タイプが選択さ
れているかを確認します。次の例は GPU 以外のインスタンスタイプです。

# compute CE example: indicates Batch has chosen the AL2 x86 or ARM EKS 1.22 AMI, depending 
 on instance types
$ aws batch describe-compute-environments --compute-environments My-Eks-CE1 \ 
    | jq '.computeEnvironments[].computeResources.ec2Configuration'
[ 
  { 
    "imageType": "EKS_AL2", 
    "imageKubernetesVersion": "1.22" 
  }
]

次の例は GPU インスタンスタイプです。

# GPU CE example: indicates Batch has choosen the AL2 x86 EKS Accelerated 1.22 AMI
$ aws batch describe-compute-environments --compute-environments My-Eks-GPU-CE \ 
    | jq '.computeEnvironments[].computeResources.ec2Configuration'
[ 
  { 
    "imageType": "EKS_AL2_NVIDIA", 
    "imageKubernetesVersion": "1.22" 
  }
]

サポートされる Kubernetes バージョン
AWS BatchAmazon EKS では、Kubernetes現在以下のバージョンをサポートしています。

• 1.25

• 1.24

• 1.23

• 1.22

Kubernetesサポートされていないバージョンを使用してコンピューティング環境を作成する
と、AWS Batch Amazon EKSINVALID ではコンピューティング環境のステータスがに変更されま
す。statusReasonパラメータに次のようなエラーセットが表示されます。

reason=CLIENT_ERROR - ... EKS Cluster version [1.xx] is unsupported

または UpdateComputeEnvironmentAPI CreateComputeEnvironmentオペレーションを使用してコン
ピューティング環境を作成または更新するときに、Kubernetesサポートされていないバージョンを指定す
ると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

At least one imageKubernetesVersion in EC2Configuration is not supported.

Kubernetesコンピューティング環境のバージョンを更
新中
を使用するとAWS Batch、Kubernetesコンピューティング環境のバージョンを更新して EKS ク
ラスターのアップグレードをサポートできます。Kubernetesコンピューティング環境のバージョ
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ンは、KubernetesAWS Batchジョブを実行するために起動するノードの EKS AMI バージョンで
す。EKSKubernetes クラスターのコントロールプレーンのバージョンを更新する前または後に、EKS 
ノードでバージョンアップグレードを実行できます。コントロールプレーンをアップグレードした後
にノードを更新することをお勧めします。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon 
EKSKubernetes クラスターバージョンの更新」を参照してください。

Kubernetesコンピューティング環境のバージョンをアップグレードするに
は、UpdateComputeEnvironmentAPI オペレーションを使用します。

$ aws batch update-compute-environment \ 
    --compute-environment <compute-environment-name> \ 
    --compute-resources \ 
      'ec2Configuration=[{imageType=EKS_AL2,imageKubernetesVersion=1.23}]'

Kubernetesノードの責任分担
コンピューティング環境のメンテナンスは共同責任です。

• AWS Batchノード、ラベル、テイント、名前空間、起動テンプレート、auto Scaling グループを変更ま
たは削除しないでください。AWS Batch管理対象ノードにはテイントを追加しないでください。これら
の変更を行うと、コンピューティング環境をサポートできなくなり、アイドル状態のインスタンスを含
む障害が発生します。

• AWS Batchポッドを管理対象ノードにターゲットにしないでください。ポッドを管理対象ノードに
ターゲットにすると、スケーリングが壊れたり、ジョブキューが停止したりします。AWS Batch自己
管理ノードまたは管理対象ノードグループで使用しないワークロードを実行します。詳細については、
「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループ」を参照してください。

• DaemonSetAWS Batchを管理対象ノードで実行するようにターゲットにできます。詳細については、
「DaemonSetAWS Batch管理対象ノードでの実行 (p. 167)」を参照してください。

AWS Batchコンピューティング環境の AMI は自動的に更新されません。更新するのはあなたの責任です。
次のコマンドを実行して、AMI を最新バージョンにアップデートします。

$ aws batch update-compute-environment \ 
    --compute-environment <compute-environment-name> \ 
    --compute-resources 'updateToLatestImageVersion=true'

AWS BatchKubernetesバージョンは自動的にアップグレードされません。次のコマンドを実行し
て、Kubernetesコンピューター環境のバージョンを 1.23 に更新します。

$ aws batch update-compute-environment \ 
    --compute-environment <compute-environment-name> \ 
    --compute-resources \ 
      'ec2Configuration=[{imageType=EKS_AL2,imageKubernetesVersion=1.23}]'

最新の AMIKubernetes やそのバージョンに更新する場合、更新時にジョブを終了するかどうか 
(terminateJobsOnUpdate) と、実行中のジョブが終了しない場合にインスタンスが置き換えられるまで
の待ち時間 (jobExecutionTimeoutMinutes.) を指定できます。詳細については、コンピューティング
環境 (p. 163)および UpdateComputeEnvironmentAPI オペレーションで設定されたインフラストラクチャ
更新ポリシー (UpdatePolicy) を参照してください。

DaemonSetAWS Batch管理対象ノードでの実行
AWS BatchAWS BatchKubernetes管理対象ノードにテイントを設定します。DaemonSet以下の方法
で、AWS Batchを管理対象ノードで実行するようにターゲットにできますtolerations。
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tolerations:
- key: "batch.amazonaws.com/batch-node" 
  operator: "Exists"

そのための、別の方法は、tolerations以下を使用することです。

tolerations:
- key: "batch.amazonaws.com/batch-node" 
  operator: "Exists" 
  effect: "NoSchedule"
- key: "batch.amazonaws.com/batch-node" 
  operator: "Exists" 
  effect: "NoExecute"

起動テンプレートによるカスタマイズ
AWS BatchAmazon EKSでは、起動テンプレートをサポートしています。ローンチテンプレートでできる
ことには制約があります。

Important

AWS Batch走る/etc/eks/bootstrap.sh。/etc/eks/bootstrap.shcloud-inituser-
data起動テンプレートやスクリプトでは実行しないでください。bootstrap.sh には、--
kubelet-extra-argsパラメーター以外にもパラメーターを追加できます。これを行うに
は、AWS_BATCH_KUBELET_EXTRA_ARGS/etc/aws-batch/batch.configファイルに変数を
設定します。詳細については、次の例を参照してください。

Note

CreateComputeEnvironmentが呼び出された後に起動テンプレートが変更された場合は、それを呼
び出して、UpdateComputeEnvironment置き換える起動テンプレートのバージョンを評価する必
要があります。

トピック
• kubelet引数の追加 (p. 168)
• Amazon EFS ボリュームをマウントするときに (p. 169)
• IPv6 サポート (p. 170)

kubelet引数の追加
AWS Batchkubeletコマンドへの追加引数の追加をサポートします。サポートされているパラメータの
リストについては、kubeletKubernetesマニュアルのを参照してください。次の例では、--node-labels 
mylabel=helloworldkubeletがコマンドラインに追加されています。

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==MYBOUNDARY=="

--==MYBOUNDARY==
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"

#!/bin/bash
mkdir -p /etc/aws-batch

echo AWS_BATCH_KUBELET_EXTRA_ARGS=\"--node-labels mylabel=helloworld\" >> /etc/aws-batch/
batch.config
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--==MYBOUNDARY==--

Amazon EFS ボリュームをマウントするときに
起動テンプレートを使用してボリュームをノードにマウントできます。次の例では、cloud-
configpackagesruncmdと設定を使用しています。詳細については、cloud-initドキュメントの「クラウ
ド設定例」を参照してください。

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==MYBOUNDARY=="

--==MYBOUNDARY==
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"

packages:
- amazon-efs-utils

runcmd:
- file_system_id_01=fs-abcdef123
- efs_directory=/mnt/efs

- mkdir -p ${efs_directory}
- echo "${file_system_id_01}:/ ${efs_directory} efs _netdev,noresvport,tls,iam 0 0" >> /
etc/fstab
- mount -t efs -o tls ${file_system_id_01}:/ ${efs_directory}

--==MYBOUNDARY==--

このボリュームをジョブで使用するには、そのボリュームを eksProperties パラメータでに追加する必要
がありますRegisterJobDefinition。次の例はジョブ定義の大部分を占めています。

{ 
    "jobDefinitionName": "MyJobOnEks_EFS", 
    "type": "container", 
    "eksProperties": { 
        "podProperties": { 
            "containers": [ 
                { 
                    "image": "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2", 
                    "command": ["ls", "-la", "/efs"], 
                    "resources": { 
                        "limits": { 
                            "cpu": "1", 
                            "memory": "1024Mi" 
                        } 
                    }, 
                    "volumeMounts": [ 
                        { 
                            "name": "efs-volume", 
                            "mountPath": "/efs" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "volumes": [ 
                { 
                    "name": "efs-volume", 
                    "hostPath": { 
                        "path": "/mnt/efs" 
                    } 
                } 
            ] 
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        } 
    }
}

ノードでは、Amazon EFS/mnt/efs ボリュームがディレクトリにマウントされます。EKS ジョブのコン
テナでは、/efsボリュームはディレクトリにマウントされます。

IPv6 サポート
AWS Batchは IPv6 アドレスを持つ Amazon EKS クラスターをサポートします。AWS Batchサポートには
カスタマイズは必要ありません。ただし、始める前に、Amazon EKS ユーザーガイドの「ポッドとサービ
スへの IPv6 アドレスの割り当て」で説明されている考慮事項と条件を確認することをお勧めします。

コンピューティングリソースメモリ管理
Amazon ECS コンテナエージェントがコンピューティング環境に登録するとき、エージェントは、そのコ
ンピューティングリソースがジョブに割り当てることで決定する必要があります。プラットフォームのメ
モリオーバーヘッドとシステムカーネルが占めるメモリのため、この数値は、Amazon EC2 インスタンス
のインストール済みメモリ量とは異なります。例えば、m4.large インスタンスには 8 GiB のメモリがイ
ンストールされています。しかし、これはコンピューティングリソースが登録されたときに、ジョブに割
り当てることで用に 82 MiB として厳密に変換されるとは限りません。

ジョブに8192 MiB をに割り当て、82 MiB 以上のコンピューティングリソースがないとします。そうなる
と、ジョブをコンピューティング環境に置くことはできません。マネージド型コンピューティング環境を
使用している場合、リクエストに対応するためにAWS Batch大きなインスタンスタイプを起動する必要が
あります。

デフォルト AWS Batch コンピューティングリソース AMI も、Amazon ECS コンテナエージェントやその
他の重要なシステムプロセス用に32 MiB のメモリを予約します。このメモリはジョブの割り当てには使用
できません。詳細については、「システムメモリの予約 (p. 170)」を参照してください。

Amazon ECS コンテナエージェントは、Docker ReadMemInfo() 関数を使用してオペレーティングシス
テムで使用可能な合計メモリのクエリを実行します。Linux には、総メモリを判断するには、コマンドラ
インユーティリティを提供します。

Example -Linux 合計メモリを決定

freeコマンドは、オペレーティングシステムによって認識される合計メモリを返します。

$ free -b

以下は、Amazon ECS に最適化された Amazon AMIm4.large を実行しているインスタンスの出力例で
す。

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:     8373026816  348180480 8024846336      90112   25534464  205418496
-/+ buffers/cache:  117227520 8255799296

このインスタンスには 833026816 バイトの合計メモリーがあります。つまり、タスクに使用できる容量は 
7985 MiB です。

システムメモリの予約
ジョブでコンピューティングリソース上のすべてのメモリを占有している場合、ジョブがメモリが必要な
重要なプロセスと競合し、システム障害の引き金となる可能性があります。Amazon ECS コンテナエー
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ジェントは、と呼ばれる設定変数を提供しますECS_RESERVED_MEMORY。この設定変数を使用して、ジョ
ブに割り当てられたプールから指定された数の MiB のメモリを削除できます。これにより、重要なシステ
ムプロセスのメモリを効果的に確保することができます。

デフォルト AWS Batch コンピュートリソース AMI は、Amazon ECS コンテナエージェントやその他の重
要なシステムプロセス用に 32 MiB のメモリを予約します。

コンピューティングリソース メモリの表示
Amazon ECS コンソールまたは DescribeContainerInstancesAPI オペレーションで、コンピューティング
リソースが登録されているメモ量を表示できます。特定のインスタンスタイプに対して、可能な限り多
くのメモリをジョブに割り当てることでリソース使用率を最大化しようとしている場合は、そのそのコン
ピューティングリソースに使用可能なメモリを観察してから、に可能な限り多くのメモリをジョブに割り
当ててください。

コンピュートリソースのメモリを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/ecs/ で Amazon ECS クラシックコンソールを開きます。
2. 表示するコンピューティングリソースをホストするクラスタを選択します。コンピューティング環境

のクラスター名はクラスター環境名で始まります。
3. [ECS インスタンス] を選択し、[コンテナインスタンス] 列からコンピュートリソースを選択して表示

します。
4. リソースセクションには、コンピュートリソースの登録済みメモリと使用可能なメモリが表示されま

す。

登録済みメモリ値は Amazon ECS が最初に起動したときにコンピューティングリソースに登録された
値であり、使用可能なメモリ値は、まだジョブに割り当てられていないものです。

Amazon EKSAWS Batch でのメモリと vCPU に関す
る考慮事項
Amazon EKSAWS Batch では、コンテナで使用できるリソースを指定できます。たとえば、vCPUlimits
とメモリリソースの値を指定できますrequests。

vCPU リソースを指定する場合の制約は次のとおりです。

• 少なくとも 1 つの vCPUrequestslimits または値を指定する必要があります。
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• 1 つの vCPU ユニットは、1 つの物理コアまたは仮想コアに相当します。
• vCPU の値は整数で、または 0.25 ずつ増分して入力する必要があります。
• 有効な vCPU の最小値は 0.25 です。
• 両方を指定する場合、requests値は値以下にする必要があります。limitsこれにより、ソフトvCPU

構成とハードvCPU構成の両方を構成できます。
• vCPU の値を MillICPU 形式で指定することはできません。たとえば、100mは有効な値ではありませ

ん。
• AWS Batchrequests値を使用してスケーリングを決定します。requests値が指定されていない場

合、limits値は値にコピーされますrequests。

メモリリソースを指定する場合の制約は次のとおりです。

• requestslimits少なくとも1つのメモリまたは値を指定する必要があります。
• メモリ値はmebibytes (MiBs) 内になければなりません。
• 両方を指定する場合、requests値は値と等しくなければなりません。limits
• AWS Batchrequests値を使用してスケーリングを決定します。requests値が指定されていない場

合、limits値は値にコピーされますrequests。

GPU リソースを指定する場合の制約は次のとおりです。

• 両方を指定する場合、requests値は値と等しくなければなりません。limits
• AWS Batchrequests値を使用してスケーリングを決定します。requests値が指定されていない場

合、limits値は値にコピーされますrequests。

ジョブ定義の例
AWS Batch以下の Amazon EKS ジョブ定義では、ソフト vCPU 共有を設定します。これにより、AWS 
Batch Amazon EKS ではインスタンスタイプの vCPU 容量をすべて使用できます。ただし、他のジョブが
実行されている場合、そのジョブには最大で2 vCPUs が割り当てられます。メモリは 2 GB に制限されて
います。

{ 
    "jobDefinitionName": "MyJobOnEks_Sleep", 
    "type": "container", 
    "eksProperties": { 
        "podProperties": { 
            "containers": [ 
                { 
                    "image": "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2", 
                    "command": ["sleep", "60"], 
                    "resources": { 
                        "requests": { 
                            "cpu": "2", 
                            "memory": "2048Mi" 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

AWS Batch以下の Amazon EKSrequest ジョブ定義の値は、1で、ジョブに割り当てられる4 vCPUs の
数は最大です。
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{ 
    "jobDefinitionName": "MyJobOnEks_Sleep", 
    "type": "container", 
    "eksProperties": { 
        "podProperties": { 
            "containers": [ 
                { 
                    "image": "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2", 
                    "command": ["sleep", "60"], 
                    "resources": { 
                        "requests": { 
                            "cpu": "1" 
                        }, 
                        "limits": { 
                            "cpu": "4", 
                            "memory": "2048Mi" 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

AWS Batch以下の Amazon EKS ジョブ定義では、vCPUlimits 値をに1、limitsメモリ値を 1 GB に設
定しています。

{ 
    "jobDefinitionName": "MyJobOnEks_Sleep", 
    "type": "container", 
    "eksProperties": { 
        "podProperties": { 
            "containers": [ 
                { 
                    "image": "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2", 
                    "command": ["sleep", "60"], 
                    "resources": { 
                        "limits": { 
                            "cpu": "1", 
                            "memory": "1024Mi" 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

が Amazon EKSAWS Batch 上のジョブを Amazon EKSAWS Batch ポッドに変換するときに、AWS 
Batchlimits値を値にコピーしますrequests。requestsこれは値が指定されていない場合です。前述
のジョブ定義例を送信すると、specポッドは次のようになります。

apiVersion: v1
kind: Pod
...
spec: 
  ... 
  containers: 
    - command: 
        - sleep 
        - 60 
      image: public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2 
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      resources: 
        limits: 
          cpu: 1 
          memory: 1024Mi 
        requests: 
          cpu: 1 
          memory: 1024Mi 
      ...

ノード CPU とメモリ
AWS BatchvCPU とメモリの予約は、bootstrap.shファイルのデフォルトロジックに依存しま
す。bootstrap.shファイルの詳細については、「bootstrap.sh」を参照してください。vCPU とメモリリ
ソースのサイズを決定する際には、以下の例を検討してください。

Note

実行中のインスタンスがない場合は、vCPUAWS Batch とメモリの予約が最初にスケーリングロ
ジックと意思決定に影響する可能性があります。インスタンスの実行後、AWS Batch初期割り当
てを調整します。

ノード CPU 予約の例
CPU 予約値は、インスタンスで使用できる vCPUs の総数を使用してミリコア単位で計算されます。

vCPU 予約率

1 6

2 1

3-4 0.5%

4 0.25%

上記の値を使用すると、次のようになります。

• vCPUs 想 CPU が 2c5.large つあるインスタンスの CPU 予約値は 70 m です。これは、(1* 60) + 
(1*10) = 70 m という方法で計算されます。

• 96 個の vCPUsc5.24xlarge を搭載したインスタンスの CPU 予約値は 310 m です。これは次のよう
に計算されます。(1*60) + (1*10) + (2*5) + (92*2.5) = 310 m。

この例では、c5.largeインスタンスでジョブを実行するために使用できる vCPU ユニットは 1930 
(計算すると 2000 ～ 70) ミリコアです。ジョブに2 (2*1000 m) の vCPU ユニットが必要で、ジョブが 
1c5.large つのインスタンスに収まらないとします。ただし、1.75 vCPU ユニットを必要とするジョブ
は適しています。

ノードメモリ予約の例
メモリ予約値は、以下を使用してメガバイト単位で計算されます。

• インスタンスの容量。たとえば、8 GB のインスタンスは 7,748 ですMiB。
• kubeReserved 値。kubeReserved値は、システムデーモン用に予約するメモリの量で

す。kubeReserved値は次の方法で計算されます。((11 * インスタンスタイプでサポートされるポッ
ドの最大数) + 255)。インスタンスタイプでサポートされるポッドの最大数については、「eni-max-
pods.txt」を参照してください。
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• HardEvictionLimit 値。HardEvictionLimit使用可能なメモリが値を下回ると、インスタンスは
ポッドを削除しようとします。

割り当て可能なメモリの計算式は次のとおりです。(instance_Capacity_in_MIB)-(11 * (#####
#))-255-(HardEvictionLimit## ))。

c5.largeインスタンスは最大 29 個のポッドをサポートします。HardEvictionLimit値が 100 MiB の 
8 GBc5.large インスタンスの場合、割り当て可能なメモリは 7074 ですMiB。これは次のように計算さ
れます。(7748-(11 * 29) -255 -100) = 7074 MiB。この例では、8,192MiB のジョブは 8gibibyte (GiB) イン
スタンスであっても、このインスタンスには適合しません。

DaemonSets
を使用するときはDaemonSets、次の点を考慮してください。

• Amazon EKS インスタンスが実行されていない場合AWS Batch、DaemonSetsAWS Batch最初はスケー
リングロジックと意思決定に影響する可能性があります。 AWS Batch最初は 0.5 の vCPU ユニットと 
500 MiBDaemonSets を予定どおりに割り当てます。インスタンスの実行後、AWS Batch初期割り当て
を調整します。

• が vCPUDaemonSet またはメモリの制限を定義している場合、AWS Batch Amazon EKS ではジョブの
リソースが少なくなります。DaemonSetsAWS Batchジョブに割り当てる数はできるだけ少なくするこ
とをお勧めします。
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スケジューリングポリシー
スケジューリングポリシーを使用すると、ジョブキュー内のコンピューティングリソースをユーザーや
ワークロード間でどのように配分できます。スケジューリングポリシーを使用すると、ワークロードまた
はユーザーにさまざまなフェアシェア識別子を割り当てることができます。 AWS Batch各フェアシェア識
別子に、一定期間に利用可能な総リソースの割合を割り当てます。

フェアシェアのパーセンテージは、shareDecaySecondsshareDistributionおよびの値を使用して計
算されます。ポリシーに割合の減衰時間を割り当てることで、公平配分の分析に時間を追加できます。時
間を追加すると、時間により多くの重みが与えられ、定義された重みよりも少なくなります。コンピュー
ティング予約を指定することで、アクティブでない公平配分の識別子に対してコンピューティングリソー
スを確保できます。詳細については、「スケジューリングポリシーパラメータ (p. 177)」を参照してくだ
さい。

トピック
• スケジューリングポリシーの作成 (p. 176)
• スケジューリングポリシーパラメータ (p. 177)

スケジューリングポリシーの作成
スケジューリングポリシーを使用してジョブキューを作成する前に、スケジューリングポリシーを作成す
る必要があります。スケジューリングポリシーを作成するときは、キューの重みに 1 つ以上の公平配分識
別子または公平配分識別子のプレフィックスを関連付けて、オプションで減衰期間とコンピューティング
予約をポリシーに割り当てます。

スケジューリングポリシーを作成するには

1. を開くAWS Batchコンソールhttps://console.aws.amazon.com/batch/。
2. ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Scheduling policies] (ポリシー)、[Create] (ポリシーの作成) の順に選択し

ます。
4. [Name] (名前) に、スケジューリングポリシーの一意の名前を入力します。最大 128 文字の英字 (大文

字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。
5. (オプション) [Share decay seconds] (割合の減衰秒) に、スケジューリングポリシーの共有減衰時間の

整数値を入力します。共有減衰時間が長いほど、ジョブをスケジュールするときに、コンピューティ
ングリソースの使用率を長時間考慮します。これにより、公平配分識別子を使用するジョブは、その
公平配分識別子が最近コンピューティングリソースを使用していなかった場合に、その公平配分識別
子の重みよりも多くのコンピューティングリソースを一時的に使用できるようになります。

6. (オプション) [Compute reservation] (コンピューティング予約) に、スケジューリングポリシーのコン
ピューティング予約を示す整数値を入力します。コンピューティング予約は、現在アクティブでない
公平配分識別子に使用するために、一部の vCPUs を予備に保持します。

予約比率は (computeReservation/100)^ActiveFairShares であり、ActiveFairShares は、ア
クティブな公平配分識別子の数です。

たとえば、computeReservation の値が 50 の場合、AWS Batch は、公平配分識別子が 1 つしか
ない場合は、使用可能な最大 VCPU の 50% を確保し、2 つの公平配分識別子がある場合は 25%、公
平配分識別子が 3 つある場合は 12.5% を予約します。あるcomputeReservation の値が 25 の場
合、AWS Batchは、公平配分識別子が 1 つしかない場合は、使用可能な最大の VCPU の 25%、公平
配分識別子が 2 つある場合は 6.25%、公平配分識別子が 3 つある場合は 1.56% を予約します。
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7. 属性の共有セクションでは、スケジューリングポリシーに関連付ける各公平配分識別子の公平配分識
別子と重みを指定できます。

a. [Add share identifier] (配分識別子を追加) を選択します。
b. [Share identifier] (配分識別子) に公平配分識別子を指定します。文字列が「**」で終わる場合、こ

れはジョブの公平配分識別子の照合に使用される公平配分識別子のプレフィックスになります。
スケジューリングポリシー内のすべての公平配分識別子と公平配分識別子のプレフィックスは一
意でなければならず、重複することはできません。たとえば、同じスケジューリングポリシーに
公平配分識別子のプレフィックス「UserA**」と公平配分識別子「UserA1」を含めることはでき
ません。

c. [Weight factor] (重み係数) には、公平配分識別子の相対的な重みを指定します。デフォルト値は 
1.0 です。値が小さいほど、コンピューティングリソースの優先順位が高くなります。公平配分
識別子のプレフィックスが使用されている場合、プレフィックスで始まる公平配分識別子を持つ
ジョブは、重み係数を共有します。これにより、これらのジョブの重み係数が効果的に増加し、
個々の優先度は下がりますが、公平配分識別子のプレフィックスには同じ重み係数が維持されま
す。

8. (オプション) タグセクションで、スケジューリングポリシーに関連付ける各タグのキーと値を指定し
ます。詳細については、「AWS Batch リソースのタグ付け (p. 281)」を参照してください。

9. [Submit] (送信) を選択して終了し、スケジューリングポリシーを作成します。

スケジューリングポリシーテンプレート
以下に示すのは、空のスケジューリングポリシーテンプレートです。このテンプレートを使っ
てスケジューリングポリシーを作成し、それをファイルに保存して AWS CLI --cli-input-
json オプションで使用できます。これらのパラメータの詳細については、を参照してくださ
い。CreateSchedulingPolicyのAWS BatchAPI リファレンス。

{ 
    "name": "", 
    "fairsharePolicy": { 
        "shareDecaySeconds": 0, 
        "computeReservation": 0, 
        "shareDistribution": [ 
            { 
                "shareIdentifier": "", 
                "weightFactor": 0.0 
            } 
        ] 
    }, 
    "tags": { 
        "KeyName": "" 
    }
}

Note

前述のジョブキューテンプレートは、以下の AWS CLI コマンドで生成できます。

$ aws batch create-scheduling-policy --generate-cli-skeleton

スケジューリングポリシーパラメータ
スケジューリングポリシーは、スケジューリングポリシーの名前、公平配分ポリシー、タグの 3 つのベー
シックコンポーネントに分かれています。
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トピック
• スケジューリングポリシー名 (p. 178)
• 公平配分ポリシー (p. 178)
• タグ (p. 179)

スケジューリングポリシー名
name

スケジュールポリシーの名前。最大 128 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダース
コアを使用できます。

Type: 文字列

必須: はい

公平配分ポリシー
fairsharePolicy

スケジューリングポリシーの公平配分ポリシー。

"fairsharePolicy": { 
   "computeReservation": number, 
   "shareDecaySeconds": number, 
   "shareDistribution": [ 
      { 
         "shareIdentifier": "string", 
         "weightFactor": number
      } 
   ]
}

Type: オブジェクト

必須: いいえ
computeReservation

まだ使用されていない公平配分識別子に利用可能な最大 VCPU の一部を予約するために使用され
る値。

予約比率は (computeReservation/100)^ActiveFairShares であり、ActiveFairShares
は、アクティブな公平配分識別子の数です。

たとえば、computeReservation の値が 50 の場合、AWS Batch は、アクティブな公平配分識
別子が 1 つしかない場合は、使用可能な最大 VCPU の 50% を確保し、アクティブな公平配分識
別子が 2 つある場合は 25%、アクティブな公平配分識別子が 3 つある場合は 12.5% を予約しま
す。computeReservation の値が 25 の場合、AWS Batch は、アクティブな公平配分識別子が 
1 つしかない場合は、使用可能な最大 VCPU の 25% を確保し、アクティブな公平配分識別子が 2 
つある場合は 6.25%、アクティブな公平配分識別子が 3 つある場合は 1.56% を予約します。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 99 です。

必須: いいえ
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shareDecaySeconds

使用中の各公平配分識別子の公平配分の割合を計算するために使用する期間。値がゼロ (0) の場
合、現在の使用量のみを測定する必要があることを示します。この減衰により、最近実行された
ジョブは、以前に実行されたジョブよりも重み付けされます。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 604,800 です (1 週間)。

必須: いいえ
shareDistribution

公平配分ポリシーの公平配分識別子の重みを含むオブジェクトの配列。含まれていない公平配分
識別子のデフォルトの重みは 1.0 です。

"shareDistribution": [ 
   { 
      "shareIdentifier": "string", 
      "weightFactor": number
   }
]

Type: 配列

必須: いいえ
shareIdentifier

公平配分識別子または公平配分識別子のプレフィックス。文字列が「**」で終わる場合、
この文字列は、そのプレフィックスで始まる公平配分識別子に対して公平配分識別子のプ
レフィックスを指定します。たとえば、値が UserA* の場合、weightFactor は 1 であ
り、UserA で始まる公平配分識別子が 2 つあります。それらの公平配分識別子の重みは 2 に
なります。そのような公平配分識別子が 5 つある場合、それぞれの重みは 5 になります。

公平配分ポリシー内の公平配分識別子と公平配分識別子のプレフィックスのリストは、
重複することはできません。たとえば、UserA* の公平配分識別子のプレフィックス
と、UserA-1 の公平配分識別子を同じ公平配分ポリシーに含めることはできません。

Type: 文字列

必須: はい
weightFactor

公平配分識別子の重み係数。デフォルト値は 1.0 です。値が小さいほど、コンピューティン
グリソースの優先順位が高くなります。たとえば、重み係数 0.125 (1/8) の配分識別子を使
用するジョブは、重み係数 1 の配分識別子を使用するジョブの 8 倍のコンピューティングリ
ソースを取得します。

サポートされる最小値は 0.0001、最大値は 999.9999 です。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ

タグ
tags

スケジューリングポリシーに関連付けるキーバリューペアのタグ。詳細については、「AWS Batch リ
ソースのタグ付け (p. 281)」を参照してください。
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Type: 文字列から文字列へのマッピング

必須: いいえ
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AWS Batch コンソールで Step 
Functions ステートマシンを使って 
AWS Batch ジョブをオーケストレー
トする

AWS Batch コンソールを使用して、 ステートマシンおよびこれらのス Step Functions テートマシンが使
用する 関数の詳細を表示できます。

セクション
• ステートマシンの詳細の表示 (p. 181)
• ステートマシンの編集 (p. 181)
• ステートマシンの実行 (p. 182)

ステートマシンの詳細の表示
AWS Batch コンソールには、AWS Batch ジョブを送信するワークフローステップが少なくとも 1 つ含ま
れているステートマシンが、現在の AWS リージョン から一覧表示されます。

ステートマシンを選択して、ワークフローをグラフィカル表示します。青でハイライトされたステップ
は、AWS Batch ジョブを表します。グラフコントロールを使用して、グラフをズームイン、ズームアウ
ト、中央揃えにします。

Note

ステートマシンの定義で AWS Batch ジョブが JsonPath で動的に参照されている場合、関数の詳
細を AWS Batch コンソールに表示することはできません。代わりに、ジョブ名が動的参照として
表示され、グラフ内の対応するステップが灰色表示になります。

ステートマシンの詳細を表示するには

1. AWS Batch コンソールの[Workflow orchestration powered by Step Functions ページ] (Step Functions 
により強化されたワークフローオーケストレーション) を開きます。

2. ステートマシンを選択します。
<result>

AWS Batch コンソールに [詳細] ページが表示されます。
</result>

詳細については、 AWS Step Functions デベロッパーガイドの Step Functions を参照してください。

ステートマシンの編集
ステートマシンを編集する場合、AWS Batch を使用して Step Functions コンソールの [Edit definition] (定
義の編集) ページを開きます。
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ステートマシンを編集するには

1. AWS Batch コンソールの[Workflow orchestration powered by Step Functions ページ] (Step Functions 
により強化されたワークフローオーケストレーション) を開きます。

2. ステートマシンを選択します。
3. [Edit] (編集) を選択します。

Step Functions コンソールで [Edit definition] (定義の編集) ページが開きます。
4. ステートマシンを編集し、[Save] (保存) を選択します。

ステートマシンの編集の詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの 「Step Functions 
state machine language」を参照してください。

ステートマシンの実行
ステートマシンを実行する場合は、AWS Batch を使用して Step Functions コンソールの [New execution]
(新しい実行) ページを開きます。

ステートマシンを実行するには

1. AWS Batch コンソールの[Workflow orchestration powered by Step Functions ページ] (Step Functions 
により強化されたワークフローオーケストレーション) を開きます。

2. ステートマシンを選択します。
3. [Execute] (実行) を選択します。

Step Functions コンソールで [New execution] (新しい実行) ページが開きます。
4. (オプション) ステートマシンを編集し、[Start execution] (実行を開始) を選択します。

ステートマシンの実行の詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの 「ステップ関数ス
テートマシンの実行概念」を参照してください。
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AWS Fargate 上の AWS Batch
AWS Fargate は、サーバーやAmazon EC2インスタンスのクラスターを管理することなくAWS Batch でコ
ンテナを実行できるテクノロジーです。AWSFargateを使用すると、コンテナを実行するために仮想マシ
ンのクラスターをプロビジョニング、設定、スケールする必要がありません。これにより、サーバータイ
プの選択、クラスターをスケールするタイミングの決定、クラスターのパッキングの最適化を行う必要が
なくなります。

Fargate リソースを使用してジョブを実行する場合、アプリケーションをコンテナにパッケージ化
し、CPU とメモリ要件を指定して、ネットワークとIAM ポリシーを定義して、アプリケーションを起動し
ます。各 Fargate ジョブは、独自の分離境界を持ち、基本となるカーネル、CPU リソース、メモリリソー
ス、Elastic Network Interface を別のジョブと共有しません。

目次
• Fargateをいつ使うべきか (p. 183)
• Fargate でのJob 定義 (p. 184)
• Fargate のジョブキュー (p. 185)
• Fargate のコンピューティング環境 (p. 185)

Fargateをいつ使うべきか
ほとんどのシナリオで Fargate を使用することをお勧めします。Fargate は、コンテナに指定したリソー
ス要件に厳密に一致するようにコンピューティングを起動し、スケールします。Fargate を使用すると、
追加のサーバーに対してオーバープロビジョニングまたは料金を支払う必要はありません。また、イン
スタンスタイプなど、インフラストラクチャ関連のパラメータの詳細について心配する必要はありませ
ん。コンピューティング環境をスケールアップする必要がある場合、Fargate リソースで実行されるジョ
ブをより迅速に開始できます。通常、新しい Amazon EC2 インスタンスの作成に数分かかります。ただ
し、Fargate で実行されるジョブは、約 30 秒でプロビジョニングできます。正確な所要時間は、コンテナ
イメージのサイズやジョブ数など、いくつかの要因によって異なります。

ただし、ジョブに次のいずれかが必要な場合は、Amazon EC2 を使用することをお勧めします。

• 16 個を超えるvCPUs
• 120 ギガバイト (GiB) 以上のメモリ
• GPU
• Arm ベースAWS Graviton CPU
• カスタム Amazon マシンイメージ (AMI)
• Linux パラメータパラメータのいずれか (p. 76)

ジョブの数が多い場合は、Amazon EC2 インフラストラクチャを使用することをお勧めします。EC2 リ
ソースにジョブをディスパッチできるため、Fargate リソースよりも高いレートで EC2 リソースにジョブ
をディスパッチできるため、そのためです。さらに、EC2 を使用すると、同時に実行できるジョブが増え
ます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「AWS Fargate サービ
スクォータ」を参照してください。

Note

AWS BatchFargate リソースと EC2 リソースのどちらの Windows コンテナもサポートしていま
せん。
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Fargate でのJob 定義
Fargate での AWS Batch ジョブは、使用可能なすべてのジョブ定義パラメータをサポートしているわけ
ではありません。一部のパラメータはまったくサポートされていません。また、その他のパラメータは
Fargate ジョブでは異なる動作をします。

次のリストでは、Fargate ジョブで有効でないか、または制限されていないジョブ定義パラメータについ
て説明します。

platformCapabilities

FARGATE と指定する必要があります。

"platformCapabilities": [ "FARGATE" ]

type

container と指定する必要があります。

"type": "container"

containerPropertiesのパラメータ
executionRoleArn

Fargate リソースで実行されているジョブには指定する必要があります。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照
してください。

"executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole"

fargatePlatformConfiguration

(オプション、Fargate ジョブ定義の場合のみ)。Fargate プラットフォームのバージョン
を指定するか、最新のプラットフォームバージョンの場合は LATEST を指定します。
[platformVersion] の可能な値はデフォルトで [1.3.0]、[1.4.0]、[LATEST] です。

"fargatePlatformConfiguration": { "platformVersion": "1.4.0" }

instanceType, ulimits

Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。
memory, vcpus

これらの設定は、[resourceRequirements] で指定する必要があります。
privileged

このパラメータを指定しないか、[false] を指定します。

"privileged": false

resourceRequirements

メモリと vCPU の要件は、サポートされる値 (p. 85)を使用して指定する必要があります。Fargate リ
ソースで実行されるジョブでは、Fargate リソースで実行されるジョブではサポートされません。
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"resourceRequirements": [ 
  {"type": "MEMORY", "value": "512"}, 
  {"type": "VCPU",   "value": "0.25"}
]

linuxParametersのパラメータ
devices, maxSwap, sharedMemorySize, swappiness, tmpfs

Fargate リソースで実行されるジョブには適用されません。
logConfigurationのパラメータ

logDriver

awslogs と splunk のみがサポートされています。詳細については、「awslogs ログドライバー
を使用する (p. 101)」を参照してください。

networkConfiguration のメンバー
assignPublicIp

プライベートサブネットにインターネットへトラフィックを送るための NAT ゲートウェイが接続
されていない場合、「ENABLED」assignPublicIp でなければなりません。詳細については、
「AWS Batch タスク実行 IAM ロール (p. 255)」を参照してください。

Fargate のジョブキュー
Fargate の AWS Batch ジョブキューは基本的に変更されません。リストされているコンピューティング環
境は、全て Fargate コンピューティング環境 (FARGATEまたはFARGATE_SPOT) であることが唯一の制限
事項です。computeEnvironmentOrderEC2 と Fargate コンピューティング環境は混在できません。

Fargate のコンピューティング環境
Fargate の AWS Batch コンピューティング環境は、利用可能なすべてのコンピューティング環境パラメー
ターをサポートしていません。一部のパラメータはサポートされていません。その他には、Fargateに特定
の要件があります。

次のリストでは、Fargate ジョブで有効でないか、制限されていないコンピューティング環境パラメータ
について説明します。

type

このパラメータを [MANAGED] に設定する必要があります。

"type": "MANAGED"

computeResources オブジェクトのパラメータ
allocationStrategy, bidPercentage, desiredvCpus, imageId, instanceTypes,
ec2Configuration, ec2KeyPair, instanceRole, launchTemplate, minvCpus,
placementGroup, spotIamFleetRole

これらは、Fargate コンピューティング環境には適用されないため、指定できません。
subnets

このパラメータにリストされているサブネットに NAT ゲートウェイが接続されていない場合は、
ジョブ定義の assignPublicIp パラメータを [ENABLED] に設定する必要があります。
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tags

これは、Fargate コンピューティング環境には適用されないため、指定できません。Fargate のコ
ンピューティング環境用のタグを指定するには、computeResources オブジェクトにない tags
パラメータを使用します。

type

これは FARGATE または FARGATE_SPOT であることが必要です。

"type": "FARGATE_SPOT"
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Amazon EKS における AWS Batch

AWS Batchマネージドバッチ機能を提供することで、Amazon EKS クラスターでのバッチワークロード
を簡素化します。これには、キューイング、依存関係の追跡、ジョブの再試行と優先順位の管理、ポッド
管理、ノードのスケーリングが含まれます。 AWS Batchは、複数のアベイラビリティーゾーンと複数の 
Amazon EC2 インスタンスタイプとサイズを処理できます。 AWS Batchには、Amazon EC2 Spot のベス
トプラクティスのいくつかが統合されており、ワークロードを耐障害性のある方法で実行できるため、中
断が少なくなります。これを使えばAWS Batch、夜間の一握りのジョブ、または何百万ものミッションク
リティカルなジョブを自信を持って実行できます。
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AWS Batchは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)Kubernetes によって管理されるクラ
スター内のバッチワークロードをオーケストレーションするマネージドサービスです。 AWS Batchは、
「オーバーレイ」モデルを使用してクラスターの外部でこのオーケストレーションを行います。AWS 
Batchはマネージドサービスであるため、Kubernetesクラスタにインストールまたは管理するコンポーネ
ント (オペレータやカスタムリソースなど) はありません。 AWS Batch必要なのは、Kubernetes API サー
バーとの通信を可能にするロールベースアクセス制御 (RBAC)AWS Batch でクラスターを構成することだ
けです。 AWS BatchKubernetesAPI を呼び出して、Kubernetesポッドとノードを作成、監視、削除しま
す。

AWS Batchには、Kubernetesジョブキューの負荷に基づいてノードをスケーリングし、ジョブキャパシ
ティの割り当てを最適化するスケーリングロジックが組み込まれています。ジョブキューが空の場合、
設定した最小容量 (デフォルトではゼロ)AWS Batch までノードをスケールダウンします。 AWS Batch
これらのノードのライフサイクル全体を管理し、ノードをラベルやテイントで装飾します。この方法で
は、Kubernetesによって管理されているノードに他のワークロードが配置されることはありませんAWS 
Batch。例外はDaemonSets、AWS Batchノードをターゲットにして、ジョブの適切な実行に必要な監視
やその他の機能を提供できることです。さらに、管理対象外のクラスター内のノードでは、ジョブ、AWS 
Batch特にポッドを実行しません。これにより、クラスター上の他のアプリケーションに個別のスケーリン
グロジックとサービスを使用できます。

にジョブを送信するにはAWS Batch、AWS Batch API を直接操作します。 AWS Batchpodspecsはジョブ
をに変換し、EKSAWS Batch クラスターで管理されているノードにポッドを配置するリクエストを作成し
ます。kubectl実行中のポッドやノードを表示するなどのツールを使用できます。ポッドの実行が完了す
ると、AWS BatchKubernetesシステムへの負荷を低く抑えるために作成したポッドを削除します。
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有効な Amazon EKS クラスターをに接続することで開始できますAWS Batch。次に、AWS Batchそれに
ジョブキューをアタッチし、podspec同等の属性を使用して EKS ジョブ定義を登録します。最後に、
ジョブ定義を参照する SubmitJobAPI オペレーションを使用してジョブを送信します。詳細については、
「Amazon EKS の使用開始AWS Batch (p. 20)」を参照してください。
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Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) は、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) アプリケーションを高速
化するネットワークデバイスです。AWS Batch は、以下の条件が満たされている場合、EFA を使用するア
プリケーションをサポートします。

• EFA をサポートするインスタンスタイプのリストについては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドの 「サポートされているインスタンスタイプ」を参照してください。

Tip

で EFA をサポートするインスタンスタイプのリストを表示するにはAWS リージョン、次のコ
マンドを実行します。次に、AWS Batch返されたリストとコンソールで使用可能なインスタン
スタイプのリストを相互参照します。

$ aws ec2 describe-instance-types  --region us-east-1  --filters Name=network-
info.efa-supported,Values=true  --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]"  --
output text | sort

• EFA をサポートするオペレーティングシステムの一覧については、「サポートされているオペレーティ
ングシステム」を参照してください。

• AMI には EFA ドライバーがロードされています。
• EFA のセキュリティグループは、セキュリティグループとの間で送受信されるすべてのトラフィックを

許可する必要があります。
• EFA を使用するインスタンスはすべて、同じクラスタープレイスメントグループに属している必要があ

ります。
• ジョブ定義には、hostPath を /dev/infiniband/uverbs0 に設定した devices メンバーを含

めて、EFA デバイスがコンテナにパススルーされるようにする必要があります。を指定する場合
はcontainerPath、これもに設定する必要があります/dev/infiniband/uverbs0。permissions
を設定する場合は、READ | WRITE | MKNOD に設定する必要があります。

LinuxParametersメンバーの位置は、マルチノードのparallel ジョブと単一ノードのコンテナジョブでは
異なります。次の例では、違いを示していますが、必須の値がありません。

Example マルチノードの並列ジョブの例

{ 
  "jobDefinitionName": "EFA-MNP-JobDef", 
  "type": "multinode", 
  "nodeProperties": { 
    ... 
    "nodeRangeProperties": [ 
      { 
        ... 
        "container": { 
          ... 
          "linuxParameters": { 
            "devices": [ 
              { 
                "hostPath": "/dev/infiniband/uverbs0", 
                "containerPath": "/dev/infiniband/uverbs0", 
                "permissions": [ 
                    "READ", "WRITE", "MKNOD" 
                ] 
              }, 
            ], 
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          }, 
        }, 
      }, 
    ], 
  },
}

Example 単一ノードのコンテナジョブの例

{ 
  "jobDefinitionName": "EFA-Container-JobDef", 
  "type": "container", 
  ... 
  "containerProperties": { 
    ... 
    "linuxParameters": { 
      "devices": [ 
        { 
          "hostPath": "/dev/infiniband/uverbs0", 
        }, 
      ], 
    }, 
  },
}

EFA 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 Fabric Adapter」
を参照してください。
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ポリシーの構造

AWS Batch IAM ポリシー、ロール、
アクセス権限

デフォルトでは、AWS Batchユーザーにはリソースを作成または変更、またはAWS Batch API、AWS 
Batchコンソール、またはを使用してタスクを実行する権限がありませんAWS CLI。ユーザーがこれらの
アクションを実行できるようにするには、特定のリソースと API オペレーションへのアクセス権限をユー
ザーに付与する IAM ポリシーを作成します。続いて、ポリシーをそのアクセス許可が必要なユーザーまた
はグループにそのポリシーをアタッチします。

ポリシーをユーザーまたはユーザーのグループにアタッチする場合、ポリシーによって特定リソースの特
定タスクを実行する権限が許可または拒否されます。詳細については、IAM ユーザーガイド の 「アクセス
許可とポリシー」を参照してください。カスタム IAM ポリシーの管理と作成の詳細については、「IAM ポ
リシーの管理」を参照してください。

AWS BatchAWS のサービスあなたに代わって他の人に電話をかけます。そのため、AWS Batch認証情
報を使用して認証する必要があります。具体的には、こうしたアクセス許可を提供する IAM ロールとポ
リシーを作成して、AWS Batch認証します。次に、ロールを作成するときに、そのロールをコンピュー
ティング環境に関連付けます。詳細については、IAM ユーザーガイドのAmazon ECS インスタンスロー
ル (p. 215)、「IAM ロール」、「サービスにリンクされたロールの使用」、「AWS サービスに対してア
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。

ご利用スタートにあたって

IAM ポリシーは、1 つ以上の AWS Batch アクションを使用するアクセス許可を付与または拒否する必要が
あります。

トピック
• ポリシーの構造 (p. 192)
• AWS Batch API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 195)
• ポリシーの例 (p. 204)
• AWS Batch 管理ポリシー (p. 209)
• AWS Batch IAM ポリシーの作成 (p. 210)
• AWS Batch IAM サービスロール (p. 210)
• Amazon ECS インスタンスロール (p. 215)
• Amazon EC2 スポットフリートロール (p. 217)
• EventBridge IAM ロール (p. 219)

ポリシーの構造
次のトピックでは、IAM ポリシーの簡単な構造について説明します。

トピック
• ポリシー構文 (p. 193)
• AWS Batch のアクション (p. 193)
• AWS Batch 用の Amazon リソースネーム (p. 194)
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ポリシー構文

• ユーザーが必要なアクセス許可を持っているかどうかを確認する (p. 194)

ポリシー構文
IAM ポリシーは 1 つ以上のステートメントで構成される JSON ドキュメントです。各ステートメントは次
のように構成されます。

{ 
  "Statement":[{ 
    "Effect":"effect", 
    "Action":"action", 
    "Resource":"arn", 
    "Condition":{ 
      "condition":{ 
    "key":"value" 
    } 
      } 
    } 
  ]
}

ステートメントはさまざまなエレメントで構成されます。

• [Effect]: effect は、Allow または Deny にすることができます。デフォルトでは、ユーザーはリソース
および API アクションを使用するアクセス許可はありません。したがって、すべてのリクエストが拒否
されます。明示的な許可はデフォルトに上書きされます。明示的な拒否はすべての許可に上書きされま
す。

• [Action] (アクション): action は、アクセス許可を付与または拒否する対象とする、特定の API アク
ションです。アクションを指定する方法については、を参照してくださいAWS Batch のアクショ
ン (p. 193)。

• [Resource] (リソース): アクションによって影響を及ぼされるリソースです。AWS Batch API アクション
の中には、アクションによって作成/変更できるリソースをポリシー内で特定できるものもあります。ス
テートメントでリソースを指定するには、Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。詳細について
は、「AWS Batch API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 195)」および
「AWS Batch 用の Amazon リソースネーム (p. 194)」を参照してください。AWS BatchAPI オペレー
ションで現在リソースレベルのアクセス許可がサポートされていない場合、ワイルドカード (*) を使用し
て、アクションがすべてのリソースに影響するように指定する必要があります。

• [Condition] (条件): condition はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。

AWS Batch のポリシーステートメント例についての詳細は、「AWS Batch IAM ポリシーの作
成 (p. 210)」を参照してください。

AWS Batch のアクション
IAM ポリシーステートメントで、IAM をサポートするすべてのサービスから任意の API アクションを指定
できます。にはAWS Batch、API アクションの名前に次のプレフィックスを付けてください:batch:(たと
えば、batch:SubmitJobとbatch:CreateComputeEnvironment)。

1 つのステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": ["batch:action1", "batch:action2"]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することもできます。たとえば、名前が
「Describe」という単語で始まるすべてのアクションを指定できます。
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AWS Batch 用の Amazon リソースネーム

"Action": "batch:Describe*"

すべてのAWS Batch API アクションを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Action": "batch:*"

AWS Batch アクションのリストについては、AWS Batch API リファレンスのアクションを参照してくだ
さい。

AWS Batch 用の Amazon リソースネーム
各 IAM ポリシーステートメントは、Amazon リソースネーム (ARN) を使用して指定したリソースに適用さ
れます。

Amazon リソースネーム (ARN) の一般的な構文は次のとおりです。

arn:aws:[service]:[region]:[account]:resourceType/resourcePath

service

サービス (例: batch)。
region

AWS リージョンリソースの (例:us-east-2)。
account

AWS アカウントハイフンなしのID (例:123456789012)。
resourceType

リソースの種類 (例: compute-environment)。
resourcePath

リソースを識別するパス。パスにワイルドカードの * が使用できます。

AWS BatchAPI オペレーションで現在リソースレベルのアクセス許可がサポートされていない場合、複数
の API オペレーションにおけるリソースレベルのアクセス許可がサポートされるようになりました。詳細
については、「AWS Batch API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 195)」
を参照してください。すべてのリソースを指定する場合、または特定の API アクションが ARN をサポー
トしていない場合は、Resourceエレメント内でワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

ユーザーが必要なアクセス許可を持っているかどうか
を確認する
IAM ポリシーを本稼働環境に置く前に、そのポリシーがユーザーに特定の API アクションおよび必要なリ
ソースを使用するアクセス許可を付与するようにしてください。

これを行うには、まずテスト目的のユーザーを作成し、IAM ポリシーをテストユーザーにアタッチしま
す。次に、テストユーザーとしてリクエストを作成します。テストリクエストは、コンソールまたは AWS 
CLI を使用して行うことができます。
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サポートされるリソースレベルのアクセス許可

Note

IAM ポリシーシミュレーターを使用してポリシーをテストすることもできます。ポリシーシミュ
レーターの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーシミュレーターで作業する」
を参照してください。

ポリシーが想定したアクセス許可をユーザーに付与していない場合、または過度に許可されている場合、
必要に応じてポリシーを調整できます。必要な結果を得るまで再テストします。

Important

ポリシーの変更が反映され、有効になるには数分間かかります。したがって、ポリシーの更新を
テストするには 5 分かかると見ておいてください。

認証チェックが失敗した場合、リクエストでは診断情報でエンコードされたメッセージが返されま
す。DecodeAuthorizationMessage アクションを使用してメッセージをデコードできます。詳
細については、AWS Security Token ServiceAPI DecodeAuthorizationMessagedecode-authorization-
messageAWS CLIリファレンスおよびコマンドリファレンスのを参照してください。

AWS Batch API アクションでサポートされるリ
ソースレベルのアクセス許可

「リソースレベルのアクセス許可」という用語は、ユーザーがアクションを実行可能なリソースを指定で
きることを示します。AWS Batch では、リソースレベルのアクセス許可が部分的にサポートされていま
す。AWS Batch一部のアクションでは、満たす必要がある条件に基づいて、ユーザーにこれらのアクショ
ンの使用が許可されるタイミングを制御できます。また、ユーザーが使用できる特定のリソースに基づい
て制御することもできます。たとえば、特定のジョブ定義がある特定のジョブキューでのみ、ジョブを送
信するアクセス許可をユーザーに付与できます。

次のリストでは、現在リソースレベルの許可をサポートしているAWS Batch API アクションについて説明
しています。リストでは、サポートされるリソース、リソース ARN、条件キーについても説明していま
す。

Important

AWS Batch API アクションがこの表に示されていない場合、リソースレベルのアクセス許可をサ
ポートしていません。AWS BatchAPI アクションでリソースレベルのアクセス許可がサポートさ
れない場合、アクションを使用するアクセス許可をユーザーに付与できます。ただし、ポリシー
ステートメントのリソース要素にはワイルドカード (*) を含める必要があります。

アクション

CancelJob (p. 195), CreateComputeEnvironment (p. 196), CreateJobQueue (p. 196),
CreateSchedulingPolicy (p. 197), DeleteComputeEnvironment (p. 197),
DeleteJobQueue (p. 197), DeleteSchedulingPolicy (p. 197), DeregisterJobDefinition (p. 198),
ListTagsForResource (p. 198), RegisterJobDefinition (p. 199), SubmitJob (p. 200),
TagResource (p. 200), TerminateJob (p. 201), UntagResource (p. 201),
UpdateComputeEnvironment (p. 202), UpdateSchedulingPolicy (p. 203),
UpdateJobQueue (p. 202)

CancelJob

AWS Batch キュー内のジョブをキャンセルします。
[Resource] (リソース)

ジョブ

arn:aws:batch:region:account:job/jobId
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コンディションキー
aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

CreateComputeEnvironment

AWS Batchコンピューティング環境を作成します。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

コンディションキー
aws:RequestTag/${TagKey} (文字列)

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
CreateJobQueue

AWS Batch ジョブキューを作成します。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。
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コンディションキー
aws:RequestTag/${TagKey} (文字列)

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
DeleteComputeEnvironment

AWS Batch コンピューティング環境を削除します。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

CreateSchedulingPolicy

AWS Batchスケジューリングポリシーを作成します。
[Resource] (リソース)

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

コンディションキー
aws:RequestTag/${TagKey} (文字列)

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
DeleteJobQueue

指定されたジョブキューを削除します。ジョブキューを削除すると、最終的にキュー内のすべての
ジョブが削除されます。ジョブは、毎秒約 16 ジョブの割合で削除されます。
[Resource] (リソース)

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

DeleteSchedulingPolicy

指定されたスケジューリングポリシーを削除します。
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[Resource] (リソース)
スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

DeregisterJobDefinition

AWS Batch ジョブの定義を登録解除します。
[Resource] (リソース)

Job 定義

arn:aws:batch:region:account:job-definition/definition-name:revision
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

ListTagsForResource

指定したリソースのタグを一覧表示します。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

ジョブ

arn:aws:batch:region:account:job/jobId
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job 定義

arn:aws:batch:region:account:job-definition/definition-name:revision
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
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コンディションキー
aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

RegisterJobDefinition

AWS Batch定義を登録します。
[Resource] (リソース)

Job 定義

arn:aws:batch:region:account:job-definition/definition-name:revision
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

コンディションキー
batch:AWSLogsCreateGroup (ブール)

このパラメータが true の場合、awslogs-group がログに対して作成されます。
batch:AWSLogsGroup (文字列)

ログが配置されている awslogs グループ。
batch:AWSLogsRegion (文字列)

ログが送信されるリージョン。
batch:AWSLogsStreamPrefix (文字列)

awslogs ログストリームのプレフィックス。
batch:Image (文字列)

ジョブを開始するときに使用される Docker イメージ。
batch:LogDriver (文字列)

ジョブに使用されるログドライバー。
batch:Privileged (ブール)

このパラメータが true のとき、ジョブのコンテナには、ホストコンテナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス許可が付与されます。

batch:User (文字列)

ジョブのコンテナ内で使用するユーザー名または数値 uid。
aws:RequestTag/${TagKey} (文字列)

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
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aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
SubmitJob

ジョブ定義から AWS Batch ジョブを送信します。
[Resource] (リソース)

ジョブ

arn:aws:batch:region:account:job/jobId
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job 定義

arn: aws: バッチ:#####:#####:#####/ 定義名 [: リビジョン]
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

TagResource

指定されたリソースをタグ付けします。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

ジョブ

arn:aws:batch:region:account:job/jobId
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job 定義

arn:aws:batch:region:account:job-definition/definition-name:revision
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コンディションキー
aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

コンディションキー
aws:RequestTag/${TagKey} (文字列)

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
TerminateJob

AWS Batch ジョブキュー内のジョブを終了します。
[Resource] (リソース)

ジョブ

arn:aws:batch:region:account:job/jobId
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

UntagResource

指定されたリソースのタグを解除します。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。
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ジョブ

arn:aws:batch:region:account:job/jobId
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job 定義

arn:aws:batch:region:account:job-definition/definition-name:revision
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

コンディションキー
aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
UpdateComputeEnvironment

AWS Batch コンピューティング環境を更新します。
[Resource] (リソース)

コンピュート環境

arn: aws: バッチ:#####:#####:###########/ compute-environment-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

UpdateJobQueue

ジョブキューを更新します。
[Resource] (リソース)

Job キュー

arn:aws:batch:region:account:job-queue/queue-name
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コンディションキー
aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

UpdateSchedulingPolicy

スケジューリングポリシーを更新します。
[Resource] (リソース)

スケジューリングポリシー

arn: aws: バッチ:#####:#####:############/ scheduling-policy-name
コンディションキー

aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

AWS Batch API のアクションの条件キー
AWS BatchIAMCondition ポリシーの要素で使用される以下の条件キーを定義します。これらのキーを使
用して、ポリシーステートメントが適用される条件絞り込むことができます。すべてのサービスで使用で
きるグローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「使用できるグローバル条件キー」を参
照してください。

batch:AWSLogsCreateGroup (ブール)

このパラメータが true の場合、awslogs-group がログに対して作成されます。
batch:AWSLogsGroup (文字列)

ログが配置されている awslogs グループ。
batch:AWSLogsRegion (文字列)

AWS リージョンログが送信されるリージョン。
batch:AWSLogsStreamPrefix (文字列)

awslogs ログストリームのプレフィックス。
batch:Image (文字列)

ジョブを開始するときに使用される Docker イメージ。
batch:LogDriver (文字列)

ジョブに使用されるログドライバー。
batch:Privileged (ブール)

このパラメータが true のとき、ジョブコンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する昇格され
たアクセス許可 (ルートユーザーと同様) が付与されます。
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aws:ResourceTag/${TagKey} (文字列)

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
aws:RequestTag/${TagKey} (文字列)

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタリングします。
batch:ShareIdentifier (文字列)

shareIdentifierSubmitJob送信されたパラメータに基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

aws:TagKeys (文字列)

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィルタリングします。
batch:User (文字列)

ジョブのコンテナ内で使用するユーザー名数値、数値 uid。

ポリシーの例
以下の例では、AWS Batchユーザーのに対するアクセス許可を制御するために使用できるポリシー。

例
• 読み取り専用アクセス (p. 204)
• POSIX ユーザー、Docker イメージ、特権レベル、ジョブ送信のロールに制限する (p. 205)
• ジョブ送信でジョブキューの制限 (p. 206)
• ジョブキューの制限 (p. 206)
• 条件がすべてのキーが文字列に一致する場合はアクションを拒否する (p. 207)
• いずれかの条件キーが文字列と一致した場合にアクションを拒否する (p. 207)
• batch:ShareIdentifier条件キーを使う (p. 208)

読み取り専用アクセス
次のポリシーでは、Describeおよびで始まる名前のすべてのAWS Batch API アクションを使用する権限
をユーザーに付与しますList。

別のステートメントによりユーザーにアクセス許可が与えられない限り、ユーザーには、そのリソースに
対してアクションを実行するアクセス許可がありません。デフォルトでは、API アクションを使用する権
限は拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "batch:Describe*", 
                "batch:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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POSIX ユーザー、Docker イメージ、特権レベル、
ジョブ送信のロールに制限する
以下のポリシーにより、POSIX ユーザーは制限付きジョブ定義のセットを自分で管理できます。

1 番目と 2 番目のステートメントを使用して、名前のプレフィックスが JobDefA_ の付いたジョブ定義名
を登録および登録解除します。

また、最初のステートメントでは、条件付きコンテキストキーを使用して POSIX ユーザー、特権ステー
タス、コンテナイメージ値をジョブ定義の containerProperties 内に制限します。詳細について
は、AWS Batch API リファレンスの「RegisterJobDefinition」を参照してください。この例では、POSIX 
ユーザーがに設定されている場合にのみジョブ定義を登録できますnobody。false特権フラグはに設定さ
れています。最後に、イメージは Amazon ECRmyImage レポジトリに設定されています。

Important

Docker は、useruidコンテナーイメージ内からそのユーザーにパラメーターを割り当てます。ほ
とんどの場合、これはコンテナイメージ内の /etc/passwd ファイルにあります。ジョブ定義と
関連付けられたすべての IAM ポリシーの両方で直接 uid 値を使用することで、この名前解決を回
避できます。AWS Batch API オペレーションおよび batch:User IAM 条件キーのいずれにおい
ても、数値がサポートされます。

3 番目のステートメントを使用して、ジョブ定義の特定の役割のみに制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "batch:RegisterJobDefinition" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-definition/JobDefA_*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "batch:User": [ 
                        "nobody" 
                    ], 
                    "batch:Image": [ 
                        "<aws_account_id>.dkr.ecr.<aws_region>.amazonaws.com/myImage" 
                    ] 
                }, 
                "Bool": { 
                    "batch:Privileged": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "batch:DeregisterJobDefinition" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-definition/JobDefA_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 

205

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_RegisterJobDefinition.html


AWS Batch ユーザーガイド
ジョブ送信の制限

                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/MyBatchJobRole" 
            ] 
        } 
    ]
}

ジョブ送信でジョブキューの制限
############A ####################################JobDef

Important

ジョブ送信へのリソースレベルアクセスに絞り込む場合、ジョブキューおよびジョブ定義の両方
のリソースタイプを指定する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "batch:SubmitJob" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-definition/JobDefA_*", 
        "arn:aws:batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-queue/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

ジョブキューの制限
次のポリシーを使用して、queue1 という名前の特定のジョブキューに任意のジョブ定義名でジョブを送
信します。

Important

ジョブ送信へのリソースレベルアクセスに絞り込む場合、ジョブキューおよびジョブ定義の両方
のリソースタイプを指定する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "batch:SubmitJob" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-definition/*", 
        "arn:aws:batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-queue/queue1" 
      ] 
    } 
  ]
}
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条件がすべてのキーが文字列に一致する場合はアク
ションを拒否する
次のポリシーでは、batch:Image (コンテナーイメージ ID) 条件キーが「string1」で、(コンテナーロ
グドライバーの) 条件キーが「string2」の場合、RegisterJobDefinitionAPI オペレーションへのアクセ
スを拒否します。batch:LogDriver AWS Batch各コンテナの条件キーを評価します。ジョブがマルチ
ノードのparallel ジョブのように複数のコンテナにまたがる場合、コンテナの構成が異なる可能性がありま
す。1 つのステートメントで複数の条件キーが評価される場合、ANDそれらはロジックを使用して結合さ
れます。そのため、複数の条件キーのいずれかがコンテナと一致しない場合、Denyそのコンテナには効果
は適用されません。むしろ、同じジョブ内の別のコンテナが拒否される可能性があります。

の条件キーのリストについてはAWS Batch、『サービス認証リファレンス』のAWS Batch「条件キー」を
参照してください。batch:ShareIdentifierbatchを除くすべての条件キーはこの方法で使用できま
す。batch:ShareIdentifier条件キーはジョブに対して定義され、ジョブ定義には定義されません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "batch:RegisterJobDefinition" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "batch:RegisterJobDefinition", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "batch:Image": "string1", 
          "batch:LogDriver": "string2" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

いずれかの条件キーが文字列と一致した場合にアク
ションを拒否する
次のポリシーでは、batch:Image (コンテナーイメージ ID) 条件キーが「string1」または (コンテナー
ログドライバーの) 条件キーが「string2」の場合、RegisterJobDefinitionAPI オペレーションへのアクセ
スを拒否します。batch:LogDriverジョブがマルチノードのparallel ジョブのように複数のコンテナにま
たがる場合、コンテナの構成が異なる可能性があります。1 つのステートメントで複数の条件キーが評価
される場合、ANDそれらはロジックを使用して結合されます。そのため、複数の条件キーのいずれかがコ
ンテナと一致しない場合、Denyそのコンテナには効果は適用されません。むしろ、同じジョブ内の別のコ
ンテナが拒否される可能性があります。

の条件キーのリストについてはAWS Batch、『サービス認証リファレンス』のAWS Batch「条件キー」を
参照してください。batch:ShareIdentifierbatchを除くすべての条件キーはこの方法で使用できま
す。(batch:ShareIdentifier条件キーはジョブに対して定義され、ジョブ定義には定義されません)。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "batch:RegisterJobDefinition" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "batch:RegisterJobDefinition" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "batch:Image": [ 
            "string1" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "batch:RegisterJobDefinition" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "batch:LogDriver": [ 
            "string2" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

batch:ShareIdentifier条件キーを使う
次のポリシーを使用して、jobDefAjobqueue1lowCpuジョブ定義を使用するジョブを共有識別子でジョ
ブキューに送信します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "batch:SubmitJob" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws::batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-definition/JobDefA", 
        "arn:aws::batch:<aws_region>:<aws_account_id>:job-queue/jobqueue1" 
      ], 
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      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "batch:ShareIdentifier": [ 
            "lowCpu" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Batch 管理ポリシー
AWS Batchは、このポリシーによりAWS Batchのリソースおよび API オペレーションを使用する権限を付
与します。このポリシーを直接適用することも、独自のポリシーを作成する開始点として使用することも
できます。これらのポリシーに記載されている各 API オペレーションの詳細については、 AWS Batch API 
リファレンス の「アクション」を参照してください。

AWSBatchFullAccess
このポリシーでは、管理者権限による AWS Batch へのフルアクセスを許可します。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "batch:*", 
        "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "ec2:DescribeKeyPairs", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeImages", 
        "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
        "ecs:DescribeClusters", 
        "ecs:Describe*", 
        "ecs:List*", 
        "eks:DescribeCluster", 
        "eks:ListClusters", 
        "logs:Describe*", 
        "logs:Get*", 
        "logs:TestMetricFilter", 
        "logs:FilterLogEvents", 
        "iam:ListInstanceProfiles", 
        "iam:ListRoles" 
      ], 
      "Resource":"*" 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource":[ 
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole", 
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        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role", 
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role", 
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole" 
      ], 
      "Resource":"arn:aws:iam::*:role/*Batch*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "batch.amazonaws.com" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Batch IAM ポリシーの作成
お客様のアカウントのユーザーがアクセスを許可される呼び出しとリソースを制限する特定の IAM ポリ
シーを作成できます。次に、それらのポリシーをユーザーにアタッチできます。

ポリシーをユーザーまたはユーザーのグループにアタッチする場合、ポリシーによって特定リソースの特
定タスクを実行するユーザーの権限が許可または拒否されます。詳細については、IAM ユーザーガイド の 
「アクセス許可とポリシー」を参照してください。カスタム IAM ポリシーを管理および作成する方法につ
いては、「IAM ポリシーの管理」を参照してください。

AWS Batch IAM サービスロール
AWS BatchAWS のサービスあなたに代わって他の人に電話をかけて、AWS Batchあなたが使用するリ
ソースを管理します。このサービスを使用するには、AWS Batch に必要なアクセス権限のある IAM ポリ
シーおよびロールが必要です。

ほとんどの場合、AWS Batch サービスロールは、コンソールの最初の実行時に自動的に作成されます。
すでに AWS Batch サービスロールにアカウントがあるかどうかを確認するには、次の手順を使用できま
す。

デフォルトでは、BatchServiceRolePolicyAWSServiceRoleForBatchポリシーがロールにアタッチ
されます。BatchServiceRolePolicy ポリシーを以下に示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeImages", 
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                "ec2:DescribeImageAttribute", 
                "ec2:DescribeSpotInstanceRequests", 
                "ec2:DescribeSpotFleetInstances", 
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests", 
                "ec2:DescribeSpotPriceHistory", 
                "ec2:DescribeVpcClassicLink", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
                "ec2:RequestSpotFleet", 
                "autoscaling:DescribeAccountLimits", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "eks:DescribeCluster", 
                "ecs:DescribeClusters", 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "ecs:DescribeTaskDefinition", 
                "ecs:DescribeTasks", 
                "ecs:ListClusters", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "ecs:ListTaskDefinitionFamilies", 
                "ecs:ListTaskDefinitions", 
                "ecs:ListTasks", 
                "ecs:DeregisterTaskDefinition", 
                "ecs:TagResource", 
                "ecs:ListAccountSettings", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateOrUpdateTags" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com.cn", 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "spot.amazonaws.com", 
                        "spotfleet.amazonaws.com", 
                        "autoscaling.amazonaws.com", 
                        "ecs.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateLaunchTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:CancelSpotFleetRequests", 
                "ec2:ModifySpotFleetRequest", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration" 
            ], 
            "Resource": 
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:SetDesiredCapacity", 
                "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup", 
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                "autoscaling:SuspendProcesses", 
                "autoscaling:PutNotificationConfiguration", 
                "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:DeleteCluster", 
                "ecs:DeregisterContainerInstance", 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateCluster", 
                "ecs:RegisterTaskDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*::image/*", 
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*", 
                "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*", 
                "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*" 
            ] 
        }, 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": [ 
                        "RunInstances", 
                        "CreateLaunchTemplate", 
                        "RequestSpotFleet" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAMAWSServiceRoleForBatch コンソールでロールを確認するには

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 [Roles] (ロール) を選択します。
3. ロールのリストで AWSServiceRoleForBatch を検索します。

Note

AWSServiceRoleForBatchロールが見つからない場合、以下の手順に従ってロールを作成
します。

4. 選択するとAWSServiceRoleForBatch、添付されたポリシーが表示されます。
5. 権限ポリシーについては、BatchServiceRolePolicyポリシーがロールにアタッチされていることを確

認します。ポリシーがアタッチされている場合、AWS Batch サービスのロールが適切に構成されてい
ます。

Note

AWSServiceRoleForBatchロールの Amazon リソースネーム (ARN) の形式は次のとおりで
す。
arn:aws:iam::aws_account_id:role/aws-service-role/
batch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBatch

6. [Trust relationships (信頼関係)] を選択します。
7. 信頼関係に以下の内容が含まれていることを確認します。

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

AWSServiceRoleForBatchIAM ロールを作成するには

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、[Roles (ロール)]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. 信頼済みエンティティタイプには、AWSサービスを選択します。
4. [ユースケース] の [AWS他のサービスのユースケース] で [Batch] を選択し、もう一度 [Batch] を選択し

ます。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. 権限ポリシーについては、BatchServiceRolePolicyポリシーが添付されていることを確認し、[次へ] を

選択します。

Note

BatchServiceRolePolicyポリシーの ARN は次の形式です。
arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy

7. [ロール名] にAWSServiceRoleForBatch、説明を入力してから入力します。
8. 「」 信頼できる関係または権限を変更するには、[編集] を選択します。
9. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

Amazon ECS インスタンスロール
AWS Batchコンピューティング環境では、Amazon ECS コンテナインスタンスが自動入力されま
す。Amazon ECS コンテナエージェントはローカルで実行されます。Amazon ECS コンテナエージェント
は、ユーザーに代わり様々な AWS API オペレーションの呼び出しを行います。そのため、エージェント
を実行するコンテナインスタンスには、エージェントがユーザーに属していることこれらのサービスに伝
えるIAM ポリシーとロールが必要です。コンテナインスタンスを起動するときに使用する IAM ロールとイ
ンスタンスプロファイルを作成する必要があります。それ以外の場合、コンピューティング環境を作成し
てコンテナインスタンスを起動することはできません。この要件が適用されるコンテナインスタンスの起
動には、Amazon が提供する、Amazon ECS に最適化された AMI が使用されている場合と使用されていな
い場合があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon 
ECS コンテナインスタンス IAM ロール」を参照してください。

コンソールの初回実行時には、Amazon ECS インスタンスのロールおよびインスタンスプロファイルが自
動的に作成されます。ただし、次の手順に従ってアカウントに既に Amazon ECS インスタンスロールおよ
びインスタンスプロファイルが存在するか確認することができます。以下の手順では、マネージド IAM ポ
リシーをアタッチする方法についても説明します。

IAM コンソールで ecsInstanceRole を確認するには

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 [Roles] (ロール) を選択します。
3. ロールのリストで ecsInstanceRole を検索します。ロールが見つからない場合、以下のステップを

使用してロールを作成します。

a. [ロールの作成] を選択します。
b. [Trusted entity type] (信頼できるエンティティタイプ) で、[AWS のサービス] を選択します。
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c. 一般的なユースケースでは、EC2 を選択します。
d. [Next] (次へ) を選択します。
e. アクセス権限ポリシーについては、「AmazonContainerServicefor EC2 EC2 ロール」を検索して

ください。
f. ContainerServiceforAmazonEC2 EC2Role の横にあるチェックボックスを選択し、[次へ] を選択

します。
g. [Role Name] (ロール名) に ecsInstanceRole を入力し、[Create Role] (ロールの作成) を選択し

ます。
Note

を使用して Amazon EC2 のロールを作成する場合、コンソールはロールと同じ名前のイ
ンスタンスプロファイルを作成します。AWS Management Console

または、AWS CLIを使用してecsInstanceRole IAM ロールを作成することもできます。次の例で
は、AWS信頼ポリシーと管理ポリシーを含む IAM ロールを作成します。

IAM ロールおよびインスタンスプロファイルを作成するには (AWS CLI)

1. 以下の信頼ポリシーを作成し、ecsInstanceRole-role-trust-policy.jsonという名前のテキ
ストファイルに保存します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com"}, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

2. create-roleecsInstanceRole コマンドを使用してロールを作成します。assume-role-policy-
documentパラメータに信頼ポリシーファイルの場所を指定します。

$ aws iam create-role \ 
    --role-name ecsInstanceRole \ 
    --assume-role-policy-document file://ecsInstanceRole-role-trust-policy.json

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "Role": { 
         "Path": "/", 
         "RoleName: "ecsInstanceRole", 
         "RoleId": "AROAT46P5RDIY4EXAMPLE", 
         "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInstanceRole". 
        "CreateDate": "2022-12-12T23:46:37.247Z", 
        "AssumeRolePolicyDocument": { 
            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [ 
                { 
                    "Effect": "Allow", 
                    "Principal": { 
                        "Service: "ec2.amazonaws.com" 
                    } 
                    "Action": "sts:AssumeRole", 
                 } 
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              ] 
          } 
        }

3. create-instance-profileコマンドを使用して、という名前のインスタンスプロファイルを作成しま
すecsInstanceRole。

Note

およびAWS API では、ロールとインスタンスプロファイルを別個のアクションとして作成す
る必要があります。AWS CLI

$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name ecsInstanceRole

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "InstanceProfile": { 
        "Path": "/", 
        "InstanceProfileName": "ecsInstanceRole", 
        "InstanceProfileId": "AIPAT46P5RDITREXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ecsInstanceRole", 
        "CreateDate": "2022-06-30T23:53:34.093Z", 
        "Roles": [],    }
}

4. add-role-to-instance-profile コマンドを使用して、ecsInstanceRoleecsInstanceRoleインスタン
スプロファイルにロールを追加します。

aws iam add-role-to-instance-profile \ 
    --role-name ecsInstanceRole --instance-profile-name ecsInstanceRole

5. attach-role-policyコマンドを使用し
て、AmazonEC2ContainerServiceforEC2RoleAWSecsInstanceRole管理ポリシーをロールに
アタッチします。

$ aws iam attach-role-policy \ 
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role \ 
    --role-name ecsInstanceRole

Amazon EC2 スポットフリートロール
Amazon EC2 スポットフリートインスタンスを使用するマネージド型のコンピューティング環境を
作成する場合は、AmazonEC2SpotFleetTaggingRole方針。このポリシーでは、ユーザーの代わ
りにインスタンスの起動、終了を行う権限がスポットフリートに付与されます。スポットフリート
のリクエストでロールを指定します。また、] および [] も必要ですAWSServiceRoleForEC2Spotそし
てAWSServiceRoleForEC2SpotFleetAmazon EC2 でのスポットおよびスポットフリートのサービスにリン
クされたロール 次の手順に従って、これらすべてのロールを作成します。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使用」および「AWS サービスに対してアクセス許可を委譲す
るロールの作成」を参照してください。

トピック
• AWS Management Console で Amazon EC2 スポットフリートロールを作成する (p. 218)
• AWS CLI を使用して Amazon EC2 スポットフリートのロールを作成する (p. 218)
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AWS Management Console で Amazon EC2 スポット
フリートロールを作成する
Amazon EC2 スポットフリートの AmazonEC2SpotFleetTaggingRole IAM サービスにリンク
されたロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. を使用する場合アクセス管理、選択ロール,
3. を使用する場合ロール、選択ロールの作成。
4. 送信元信頼されたエンティティの選択にとって信頼されたエンティティタイプ、選択AWS のサービ

ス。
5. 送信元ユースケースにとってその他のユースケースAWS のサービス、選択EC2そして、[]、EC2-ス

ポットフリートのタグ付け。
6. [Next] (次へ) を選択します。
7. 送信元アクセス許可ポリシーにとってポリシー名、検証AmazonEC2SpotFleetTaggingRole。
8. [Next] (次へ) を選択します。
9. を使用する場合名前を付け、確認し、作成する:

a. を使用する場合ロール名に、ロールを識別する名前を入力します。
b. を使用する場合説明に、ポリシーの簡単な説明を入力します。
c. (オプション)ステップ 1: 信頼されたエンティティを選択する、選択編集を使用してコードを変更

します。
d. (オプション)ステップ 2: アクセス許可を追加する、選択編集を使用してコードを変更します。
e. (オプション)タグを追加する、選択タグの追加をクリックして、リソースにタグを追加します。
f. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

Note

これまでは、Amazon EC2 スポットフリートロールに2つの管理ポリシーがありました。

• AmazonEC2SpotFleetRole: これは、スポットフリートロール用の元の管理ポリシーです。
ただし、これをと一緒に使用することは推奨されなくなりましたAWS Batch。このポリシー
は、AWSServiceRoleForBatch のサービスにリンクされたロールを使用するために必要な、
コンピューティング環境でのスポットインスタンスのタグ付けをサポートしていません。以前
に、このポリシーを使用してスポットフリートロールを作成した場合は、新しい推奨のポリ
シーをそのロールに適用してください。詳細については、「作成時にタグ付けされていないス
ポットインスタンス (p. 289)」を参照してください。

• AmazonEC2SpotFleetTaggingRole: このロールでは、Amazon EC2 スポットインスタンスにタ
グを付けるために必要なすべてのアクセス権限が提供されます。このロールを使用して、AWS 
Batch コンピューティング環境でのスポットインスタンスのタグ付けを許可します。

AWS CLI を使用して Amazon EC2 スポットフリート
のロールを作成する
を作成するにはAmazonEC2SpotFleetTaggingRoleスポットフリートのコンピューティング環境用
の IAM ロール

1. を使用して次のコマンドを実行します。AWS CLI。
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$ aws iam create-role --role-name AmazonEC2SpotFleetTaggingRole \ 
     --assume-role-policy-document '{ 
     "Version":"2012-10-17", 
     "Statement":[ 
        { 
          "Sid":"", 
          "Effect":"Allow", 
          "Principal": { 
            "Service":"spotfleet.amazonaws.com" 
           }, 
           "Action":"sts:AssumeRole" 
         } 
       ] 
     }'

2. をアタッチするにはAmazonEC2SpotFleetTaggingRole管理の IAM ポリシー
をAmazonEC2SpotFleetTaggingRoleロール、次のコマンドを実行します。AWS CLI。

$ aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn \ 
    arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole \ 
  --role-name \ 
    AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

Amazon EC2 スポットの AWSServiceRoleForEC2Spot IAMのサービスにリンクされたロール
を作成するには

• を使用して次のコマンドを実行します。AWS CLI。

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Amazon EC2 スポットフリートの AWSServiceRoleForEC2SpotFleet IAM サービスにリンク
されたロールを作成するには

• を使用して次のコマンドを実行します。AWS CLI。

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spotfleet.amazonaws.com

EventBridge IAM ロール
アマゾン EventBridge は、の変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼリアルタイムに配信し
ます。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。AWS Batchジョブは次の内容を指定します。 
EventBridge ターゲット。すぐに設定できる簡単なルールを使用して、ルールに一致したイベントに応じ
て AWS Batch ジョブを送信できます。提出する前にAWS Batchの求人 EventBridge ルールとターゲット 
EventBridge 実行するアクセス権限が必要ですAWS Batchはユーザーに代わってジョブを実行します。

Note

でルールを作成する際には EventBridge を指定するコンソールAWS Batchキューをターゲット
として、このロールを作成できます。チュートリアル例については、「AWS Batch EventBridge 
ターゲットとしての仕事 (p. 223)」を参照してください。を作成することができます。 
EventBridge ロールを手動でIAM コンソールを使用して実行する。手順については、以下を参照
してください。カスタム信頼ポリシーを使用したロールの作成 (コンソール)IAM ユーザーガイド
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の信頼関係を示します。 EventBridge IAM ロールはevents.amazonaws.comサービスプリンシパルを引
き受ける能力。

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

にアタッチされているポリシーが EventBridge IAM ロールは許可しますbatch:SubmitJobリ
ソースに対するアクセス権限が付与されます。次の例でAWS Batch以下の内容を指定しま
す。AWSBatchServiceEventTargetRoleこれらのアクセス許可を提供するために、管理ポリシーが付
与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "batch:SubmitJob" 
       ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}
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AWS BatchAmazon のイベントスト
リーム EventBridge

「」を使用できます。AWS BatchAmazon のイベントストリーム EventBridge を使用して、ジョブキュー
におけるジョブの現在の状態に関する通知を、ほぼリアルタイムで受け取ることができます。

を使用して以下のことができます。 EventBridge あなたの更なるインサイトを得ることができます。AWS 
Batchサービス。具体的には、ジョブの進捗状況の確認、ビルドなどに利用できます。AWS Batchカスタ
ムワークフロー、使用率レポートや指標の作成、独自のダッシュボードの作成などに利用できます。と
AWS Batchそして EventBridgeでは、を継続的にポーリングするコードのスケジュールとモニタリング
を排除できます。AWS Batchジョブステータスの変更。代わりに、以下の操作を行います。AWS Batch
様々な Amazon を使用してジョブの状態変化を非同期に変更します。 EventBridge ターゲット。これ
には、AWS Lambda、Amazon Simple Queue Service、Amazon Simple Notification Service、Amazon 
Kinesis Data Streams が含まれます。

AWS Batch イベントストリームのイベントは、少なくとも 1 回必ず送信されます。重複したイベントが送
信された場合でも、イベントには重複を識別できるだけの十分な情報が備わっています。これにより、イ
ベントのタイムスタンプとジョブの状態を比較できます。

AWS Batchジョブは次の形式で利用できます。 EventBridge ターゲット。簡単なルールを使用して、ルー
ルに一致したイベントに応じて AWS Batch ジョブを送信できます。詳細については、次を参照してくだ
さい。とは EventBridge?のアマゾン EventBridge ユーザーガイド。また、 EventBridge を使用して特定
の時間に自己トリガーする自動化されたアクションをスケジュールします。cronレート式または rate 式。
詳細については、次を参照してください。Amazon バケットの作成 EventBridge スケジュールに従って
実行するルールのアマゾン EventBridge ユーザーガイド。チュートリアル例については、「AWS Batch 
EventBridge ターゲットとしての仕事 (p. 223)」を参照してください。

トピック
• AWS Batch Events (p. 221)
• AWS Batch EventBridge ターゲットとしての仕事 (p. 223)
• チュートリアル: のリッスンAWS Batch EventBridge (p. 229)
• チュートリアル: Job 停止イベントに Amazon シンプル通知サービスアラートを送信 (p. 231)

AWS Batch Events
AWS Batchはジョブ状態の変更をに送信します。 EventBridge。AWS Batchはジョブの状態を追跡しま
す。以前に提出されたジョブの状態が変わった場合、イベントが起動します。例えば、RUNNING ステータ
スにあるジョブが FAILED ステータスに移動した場合などです。これらのイベントはジョブ状態の変更イ
ベントとして分類されます。

Note

将来、AWS Batch には他の種類のイベント、ソース、詳細が追加される場合があります。プログ
ラムを使用してイベントの JSON データをプログラムでプログラムでプログラムでプログラムで
対応する準備ができていることを確認してください。これは、これらの追加プロパティが追加さ
れた場合の問題を回避するためです。
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ジョブ状態変更イベント
(以前に送信された) 既存のジョブで状態が変更されると、イベントが作成されます。AWS Batch ジョブ状
態の詳細については、「ジョブの状態 (p. 30)」を参照してください。

Note

最初のジョブの送信では、イベントは作成されません。

Example ジョブ状態変更イベント

Job 状態変更イベントは、次の形式で配信されます。-detailセクションはJobDetailから返されたオブ
ジェクトDescribeJobsの API オペレーションAWS BatchAPI リファレンス。の詳細 EventBridge パラメー
タ、「」を参照してくださいイベントとイベントパターンのアマゾン EventBridge ユーザーガイド。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "c8f9c4b5-76e5-d76a-f980-7011e206042b", 
    "detail-type": "Batch Job State Change", 
    "source": "aws.batch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-01-11T23:36:40Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job/4c7599ae-0a82-49aa-ba5a-4727fcce14a8" 
    ], 
    "detail": { 
        "jobArn": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job/4c7599ae-0a82-49aa-
ba5a-4727fcce14a8", 
        "jobName": "event-test", 
        "jobId": "4c7599ae-0a82-49aa-ba5a-4727fcce14a8", 
        "jobQueue": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-queue/
PexjEHappyPathCanary2JobQueue", 
        "status": "RUNNABLE", 
        "attempts": [], 
        "createdAt": 1641944200058, 
        "retryStrategy": { 
            "attempts": 2, 
            "evaluateOnExit": [] 
        }, 
        "dependsOn": [], 
        "jobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-definition/first-run-
job-definition:1", 
        "parameters": {}, 
        "container": { 
            "image": "137112412989.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/amazonlinux:latest", 
            "command": [ 
                "sleep", 
                "600" 
            ], 
            "volumes": [], 
            "environment": [], 
            "mountPoints": [], 
            "ulimits": [], 
            "networkInterfaces": [], 
            "resourceRequirements": [ 
                { 
                    "value": "2", 
                    "type": "VCPU" 
                }, { 
                    "value": "256", 
                    "type": "MEMORY" 
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                } 
            ], 
            "secrets": [] 
        }, 
        "tags": { 
            "resourceArn": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job/4c7599ae-0a82-49aa-
ba5a-4727fcce14a8" 
        }, 
        "propagateTags": false, 
        "platformCapabilities": [] 
    }
}

AWS Batch EventBridge ターゲットとしての仕事
Amazon EventBridge は、Amazon Web Services リソースの変更を示すシステムイベントのほぼリアルタ
イムのストリームを提供します。通常、AWS Batch Amazon Elastic Container Service、Amazon Elastic 
Kubernetes Service、AWS Fargate EventBridge ジョブがターゲットとして利用できます。簡単なルール
を使用して、ルールに一致したイベントに応じて AWS Batch ジョブを送信できます。詳細については、
「 EventBridgeとは」を参照してください。 Amazon EventBridge ユーザーガイドを参照してください。

EventBridge を使用して、cronまたはレート式により特定の時間に自己トリガーする自動アクションをス
ケジュールすることもできます。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「スケジュー
ルに従って実行される Amazon EventBridge ルールの作成」を参照してください。

イベントがイベントパターンに一致したときに実行されるルールを作成する方法については、Amazon 
EventBridge ユーザーガイドの「イベントに対応する Amazon EventBridge  ルールの作成」を参照してく
ださい。

EventBridge ターゲットとなるAWS Batchジョブの一般的な使用例としては、以下のようなユースケース
があります。

• スケジュールされたジョブは、一定の時間間隔で発生します。例えば、cron ジョブは、Amazon EC2 ス
ポットインスタンスのコストが低い時間帯にのみ発生します。

• AWS Batchジョブは、ログインした API オペレーションに応答して実行されます CloudTrail。例えば、
指定したAmazon S3バケットにオブジェクトがアップロードされるたびにジョブが送信されます。これ
が発生するたびに、 EventBridge AWS Batch入力トランスフォーマーはオブジェクトのバケットとキー
名をパラメーターに渡します。

Note

このシナリオでは、AWS関連するリソースはすべて同じリージョン内にある必要があります。
これには、Amazon S3 バケット、 EventBridge ルール、 CloudTrail ログなどのリソースが含ま
れます。

EventBridge ルールおよびターゲットを使用してAWS Batchジョブを送信するには、 EventBridge AWS 
Batchサービスがジョブを実行するアクセス許可がサービスに必要です。 EventBridge AWS Batchター
ゲットとしてジョブを指定するルールをコンソールで作成すると、このロールを作成することもできま
す。このロールに必要なサービスプリンシパルと IAM アクセス権限の詳細については、「EventBridge 
IAM ロール (p. 219)」を参照してください。

AWS Batchスケジュールされたジョブの作成
次の手順では、スケジュールされたAWS Batchジョブと必要な EventBridge IAM ロールを作成する方法に
ついて説明します。
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AWS Batchでスケジュールされたジョブを作成するには EventBridge

Note

この手順は、Amazon ECS、Amazon EKS、およびAWS FargateAWS Batch のすべてのジョブに
適用されます。

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
4. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
5. [Name] に、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名前は最大 64 文字まで入力できま

す。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができま
す。

Note

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付ける
ことはできません。

6. (オプション) [Description (説明)] に、ルールの説明を入力します。
7. [Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールを

アカウントからのイベントと一致させるには、[default] (デフォルト) を選択します。AWS のサービス
アカウントのがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。

8. (オプション) ルールをすぐに実行したくない場合は、選択したバスのルールをオフにします。
9. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Schedule] (スケジュール) を選択します。
10. [続行] を選択してルールを作成するか、[次へ] を選択します。
11. [Schedule pattern] (スケジュールパターン) では、次のいずれかを実行します。

• 午前 8 時など、特定の時間に実行されるきめ細かいスケジュールを選択します。毎月最初の月曜日
の PST に、cron 式を入力します。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Cron 
表現」を参照してください。

• 10 分ごとなど、通常レートで実行されるスケジュールを選択します。 次に、レート式を入力しま
す。

12. [Next] (次へ) を選択します。
13. [Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。
14. [ターゲットの選択] で、[Batch ジョブキュー] を選択します。次に、次の設定を行います。

• [Job queue] (ジョブキュー): ジョブをスケジュールするジョブキューの Amazon リソースネーム 
(ARN) を入力します。

• [Job definition] (ジョブ定義): ジョブに使用するジョブ定義の名前、改正、または完全な ARN を入力
します。

• [Job name] (ジョブ名): ジョブの名前を入力します。
• [Array size] (配列サイズ): (オプション) 複数のコピーを実行するためのジョブの配列サイズを入力し

ます。詳細については、「配列ジョブ (p. 36)」を参照してください。
• [Job attempts] (ジョブの試行): (オプション) ジョブが失敗したときに再試行する回数を入力しま

す。詳細については、「ジョブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。
15. Batch ジョブキューのターゲットタイプで、 EventBridge ターゲットにイベントを送信するためのア

クセス許可が必要です。 EventBridge ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。以下のいず
れかを実行します。

• 自動的に IAM ロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選
択します。

• すでに作成した IAM ロールを使用するには、[既存のルールの使用] を選択します。
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16. （オプション）[追加設定] を展開します。

a. ターゲット入力の設定では、イベントからのテキストがターゲットに渡される前にどのように処
理されるかを選択します。

b. [イベントの最大有効期間] で、未処理のイベントが保持される時間間隔を指定します。
c. [再試行] には、イベントを再試行する回数を入力します。
d. デッドレターキューでは、未処理イベントの処理方法に関するオプションを選択します。必要に

応じて、デッドレターキューとして使用する Amazon SQS キューを指定します。
17. (オプション) [Add another target] (別のターゲットを追加) を選択して、このルールに別のターゲット

を追加します。
18. [Next] (次へ) を選択します。
19. (オプション)「タグ」で、「Add new tag」 を選択してルールのリソースラベルを追加します。詳細に

ついては、Amazon EventBridge タグを参照してください。
20. [Next] (次へ) を選択します。
21. 確認と作成については、構成手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選

択します。完了したら、[Create rule] (作成) を選択します。

ルール作成の詳細については、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「スケジュールに従って実行され
る Amazon EventBridge  ルールの作成」を参照してください。

イベントパターンを持つルールの作成
以下の手順では、イベントパターンを使用してルールを作成する方法について説明します。

イベントが定義されたパターンに一致したときにイベントをターゲットに送信するルールを作成
します。

Note

この手順は、Amazon ECS、Amazon EKS、およびAWS FargateAWS Batch のすべてのジョブに
適用されます。

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
4. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
5. [Name] に、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名前は最大 64 文字まで入力できま

す。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができま
す。

Note

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付ける
ことはできません。

6. (オプション) [Description (説明)] に、ルールの説明を入力します。
7. [Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールを

アカウントからのイベントと一致させるには、[default] (デフォルト) を選択します。AWS のサービス
アカウントのがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。

8. (オプション) ルールをすぐに実行したくない場合は、選択したバスのルールをオフにします。
9. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択

します。
10. [Next] (次へ) を選択します。
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11. 「イベントソース」で、「AWSイベント」または「 EventBridge パートナーイベント」を選択しま
す。

12. (オプション) サンプルイベントの場合:

a. [サンプルイベントタイプ] で [AWSイベント] を選択します。
b. サンプルイベントでは、「Batch Job 状態変更」を選択します。

13. [Creation method] (作成方法) で、[Use pattern form] (パターンフォームを使用する) を選択します。
14. イベントパターンの場合:

a. [イベントソース] で [AWS のサービス] を選択します。
b. についてはAWS のサービス、「Batch」を選択します。
c. [イベントタイプ] には、[Batch Job 状態変更] を選択します。

15. [Next] (次へ) を選択します。
16. [Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。
17. [ターゲットの選択] で、ターゲットタイプを選択します。たとえば、「Batch ジョブキュー」を選択

します。次に、以下を指定します。

• [Job queue] (ジョブキュー): ジョブをスケジュールするジョブキューの Amazon リソースネーム 
(ARN) を入力します。

• [Job definition] (ジョブ定義): ジョブに使用するジョブ定義の名前、改正、または完全な ARN を入力
します。

• [Job name] (ジョブ名): ジョブの名前を入力します。
• [Array size] (配列サイズ): (オプション) 複数のコピーを実行するためのジョブの配列サイズを入力し

ます。詳細については、「配列ジョブ (p. 36)」を参照してください。
• [Job attempts] (ジョブの試行): (オプション) ジョブが失敗したときに再試行する回数を入力しま

す。詳細については、「ジョブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。
18. Batch ジョブキューのターゲットタイプで、 EventBridge ターゲットにイベントを送信するためのア

クセス許可が必要です。 EventBridge ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。以下のいず
れかを実行します。

• 自動的に IAM ロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選
択します。

• 以前に作成した IAM ロールを使用するには、[Use existing role] (既存のロールの使用) を選択しま
す。

19. （オプション）[追加設定] を展開します。

a. [ターゲット入力の設定] で、イベントからのテキストの処理方法を選択します。
b. [イベントの最大有効期間] で、未処理のイベントが保持される時間間隔を指定します。
c. [再試行] には、イベントを再試行する回数を入力します。
d. デッドレターキューでは、未処理イベントの処理方法に関するオプションを選択します。必要に

応じて、デッドレターキューとして使用する Amazon SQS キューを指定します。
20. (オプション) ターゲットを追加するには、[別のターゲットを追加] を選択します。
21. [Next] (次へ) を選択します。
22. (オプション)「タグ」で、「Add new tag」 を選択してリソースラベルを追加します。詳細について

は、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge  タグ」を参照してください。
23. [Next] (次へ) を選択します。
24. 確認と作成については、構成手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選

択します。完了したら、[ルールの作成] を選択します。

ルール作成の詳細については、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「イベントに応答する 
Amazon EventBridge  ルールの作成」を参照してください。
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EventBridge 入力トランスフォーマーを使用してスケ
ジュールに従ってAWS Batch Target にイベント情報
を渡す
EventBridge インプットトランスフォーマーを使用して、AWS Batchジョブ送信でにイベント情報を渡し
ます。これは、他のAWSイベント情報の結果としてジョブをトリガーする場合は、特に重要です。1 つの
例として、Amazon S3 バケットへのオブジェクトのアップロードがあります。コンテナのコマンドで、パ
ラメータの置換値を使用したジョブ定義を使用できます。 EventBridge 入力トランスフォーマーは、イベ
ントデータに基づいてパラメーター値を提供できます。

その後、AWS Batch開始するイベントからの情報を解析し、parametersオブジェクトに変換するイベン
トターゲットを作成します。ジョブが実行されると、トリガーイベントからのパラメータがジョブコンテ
ナのコマンドに渡されます。

Note

このシナリオでは、すべてのAWSリソース (Amazon S3 バケット、 EventBridge ルール、 
CloudTrailログなど) が同じリージョンにある必要があります。

インプットトランスフォーマーを使用して AWS Batch ターゲットを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
4. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
5. [Name] に、コンピューティング環境の一意の名前を指定します。名前は最大 64 文字まで入力できま

す。大文字および小文字の ASCII 文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含めることができま
す。

Note

ルールには、同じ AWS リージョン 内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を
付けることはできません。

6. (オプション) [Description (説明)] に、ルールの説明を入力します。
7. [Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールを

アカウントからのイベントと一致させるには、[default] (デフォルト) を選択します。AWS のサービス
アカウントのがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。

8. (オプション) ルールをすぐに実行したくない場合は、選択したバスのルールをオフにします。
9. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Schedule] (スケジュール) を選択します。
10. [続行] を選択してルールを作成するか、[次へ] を選択します。
11. [Schedule pattern] (スケジュールパターン) では、次のいずれかを実行します。

• 午前 8 時など、特定の時間に実行されるきめ細かいスケジュールを選択します。毎月最初の月曜日
の PST に、cron 式を入力します。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Cron 
表現」を参照してください。

• 10 分ごとなど、通常レートで実行されるスケジュールを選択します。 次に、レート式を入力しま
す。

12. [Next] (次へ) を選択します。
13. [Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。
14. [ターゲットの選択] で、[Batch ジョブキュー] を選択します。次に、次の設定を行います。
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• [Job queue] (ジョブキュー): ジョブをスケジュールするジョブキューの Amazon リソースネーム 
(ARN) を入力します。

• [Job definition] (ジョブ定義): ジョブに使用するジョブ定義の名前、改正、または完全な ARN を入力
します。

• [Job name] (ジョブ名): ジョブの名前を入力します。
• [Array size] (配列サイズ): (オプション) 複数のコピーを実行するためのジョブの配列サイズを入力し

ます。詳細については、「配列ジョブ (p. 36)」を参照してください。
• [Job attempts] (ジョブの試行): (オプション) ジョブが失敗したときに再試行する回数を入力しま

す。詳細については、「ジョブの再試行の自動化 (p. 32)」を参照してください。
15. Batch ジョブキューのターゲットタイプで、 EventBridge ターゲットにイベントを送信するためのア

クセス許可が必要です。 EventBridge ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。以下のいず
れかを実行します。

• 自動的に IAM ロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選
択します。

• すでに作成した IAM ロールを使用するには、[既存のルールの使用] を選択します。
16. （オプション）[追加設定] を展開します。
17. [Additional settings] (追加設定) セクションの [Configure target input] (ターゲット入力の設定) で [Input 

transformer] (入力トランスフォーマー) を選択します。
18. [Configure input transformer] (入力トランスフォーマーの設定) を選択します。
19. (オプション) サンプルイベントの場合:

a. [サンプルイベントタイプ] で [AWSイベント] を選択します。
b. サンプルイベントでは、「Batch Job 状態変更」を選択します。

20. [Target input transformer] (ターゲット入力トランスフォーマーの [Input path] (入力パス) で、トリガー
するイベントから解析する値を指定します。例えば、Batch Job 状態変更イベントを解析するには、
次の JSON 形式を使用します。

{ 
    "instance": "$.detail.jobId", 
    "state": "$.detail.status"
}

21. [テンプレート] に、次のように入力します。

{ 
    "instance": <jobId> , 
    "status": <status>
}

22. [Confirm] (確認) を選択します。
23. [イベントの最大有効期間] で、未処理のイベントが保持される時間間隔を指定します。
24. [再試行] には、イベントを再試行する回数を入力します。
25. デッドレターキューでは、未処理イベントの処理方法に関するオプションを選択します。必要に応じ

て、デッドレターキューとして使用する Amazon SQS キューを指定します。
26. (オプション) ターゲットを追加するには、[別のターゲットを追加] を選択します。
27. [Next] (次へ) を選択します。
28. (オプション)「タグ」で、「Add new tag」 を選択してリソースラベルを追加します。詳細について

は、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge  タグ」を参照してください。
29. [Next] (次へ) を選択します。
30. 確認と作成については、構成手順を確認してください。変更する必要がある場合は、[Edit] (編集) を選

択します。完了したら、[ルールの作成] を選択します。
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チュートリアル: のリッスンAWS Batch 
 EventBridge

このチュートリアルでは、AWS Lambdaリッスンする関数AWS Batchジョブイベントとそれを書き出す 
CloudWatch ログストリームをログします。

前提条件
このチュートリアルでは、コンピューティング作業環境と、ジョブを受け付けることができるジョブ
キューがあることを前提としています。イベントをキャプチャするコンピューティング作業環境とジョブ
キューがなければ、「AWS Batch の使用の開始 (p. 10)」のステップに従って作成します。このチュートリ
アルの最後に、オプションでこのジョブキューにジョブを送信してLambda 関数が正しく設定されている
ことをテストできます。

ステップ 1: Lambda 関数を作成する
この手順では、AWS Batch イベントストリームメッセージのターゲットとなるシンプルな Lambda 関数を
作成します。

ターゲットの Lambda 関数を作成するには

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. [関数の作成] を選択し、[一から作成] を選択します。
3. [Function name] (関数名) に batch-event-stream-handler と入力します。
4. [Runtime] (ランタイム) では、[Python 3.8] を選択します。
5. [Create function] を選択します。
6. 左コードソースセクションで、以下の例に一致するようにサンプルコードを編集します。

import json

def lambda_handler(event, _context): 
    # _context is not used 
    del _context 
    if event["source"] != "aws.batch": 
        raise ValueError("Function only supports input from events with a source type 
 of: aws.batch") 

    print(json.dumps(event))

これは、AWS Batch から送信されたイベントを印刷するシンプルな Python 3.8 関数です。すべてが
正しく設定されると、このチュートリアルの最後に、 CloudWatch この Lambda 関数に関連付けられ
ているログストリームをログに記録します。

7. [Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 2: イベントルールを登録
このセクションでは、 EventBridge から来るジョブイベントをキャプチャするイベントルールAWS Batch
リソースの使用料金を見積もることができます。このルールでは、それが定義されているアカウント内の 
AWS Batch から送信されるすべてのイベントがキャプチャされます。ジョブメッセージ自体に、イベント
ソースに関する情報 (イベントソースの送信先ジョブキューの情報など) が含まれています。この情報を使
用して、プログラムでイベントをフィルタリングおよびソートできます。
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Note

... を使用した場合AWS Management Consoleイベントルールを作成すると、コンソールは自動的
に EventBridge を使用して Lambda 関数を呼び出します。ただし、AWS CLI を使用してイベント
ルールを作成する場合は、この権限を明示的に付与する必要があります。詳細については、次を
参照してください。イベントとイベントパターンのアマゾン EventBridge ユーザーガイド。

を作成するには EventBridge ルール

1. アマゾンを開く EventBridge コンソールhttps://console.aws.amazon.com/events/。
2. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
4. ルールの名前と説明を入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはで
きません。

5. [Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールを
アカウントからのイベントと一致させるには、AWS のデフォルトのイベントバスを選択します。アカ
ウントの AWS サービスがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移
動します。

6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択
します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Event source] (イベントソース) では、[Other] (その他) を選択します。
9. を使用する場合イベントパターン、選択カスタムパターン (JSON エディター)。
10. 次のイベントパターンをテキストエリアに貼り付けます。

{ 
  "source": [ 
    "aws.batch" 
  ]
}

このルールは、すべての AWS Batch グループとすべての AWS Batch イベントに適用されます。また
は、より具体的なルールを作成し、一部の結果をフィルタで除外することもできます。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
13. を使用する場合ターゲットを選択する、選択Lambda 関数、Lambda 関数を選択します。
14. (オプション) [Additional settings] (追加設定) では、以下を実行します。

a. [Maximum age of event] (最大イベント有効期間) に、1 分 (00:01) から 24 時間 (24:00) の間の値
を入力します。

b. Retry attempts(再試行) で、0～185 の数値を入力します。
c. を使用する場合デッドレターキューで、標準 Amazon SQS キューをデッドレターキューとして使

用するかどうかを選択します。 EventBridge は、このルールに一致するイベントがターゲットに
正常に配信されなかった場合に、そのイベントをデッドレターキューに送信します。次のいずれ
かを実行します。
• デッドレターキューを使用しない場合は、None(なし) を選択します。
• 選択現在の Amazon SQSキューを選択してくださいAWSデッドレターキューとして使用する

ものドロップダウンから使用するキューを選択します。
• Select an Amazon SQS queue in an other AWS account as a dead-letter queue(他の アカウ

ントの Amazon SQS キューをデッドレターキューとして選択) を選択し、使用するキューの 
ARN を入力します。許可を付与するリソースベースのポリシーをそのキューにアタッチする
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必要があります EventBridge メッセージを送信する権限。詳細については、次を参照してく
ださい。デッドレターキューへのアクセス許可の付与のアマゾン EventBridge ユーザーガイ
ド。

15. [Next] (次へ) を選択します。
16. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、次を参照してください。アマ

ゾン EventBridge タグのアマゾン EventBridge ユーザーガイド。
17. [Next] (次へ) を選択します。
18. ルールの詳細を確認し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

ステップ 3: 設定をテストする
これでテストできます EventBridge ジョブキューにジョブを送信して設定します。すべてが適切に設定さ
れている場合、Lambda 関数がトリガーされ、 CloudWatch 関数のログストリームをログに記録します。

設定をテストするには

1. を開くAWS Batchコンソールhttps://console.aws.amazon.com/batch/。
2. 新しい AWS Batch ジョブを送信します。詳細については、「ジョブを送信する (p. 28)」を参照して

ください。
3. を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
4. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ) を選択して Lambda 関数 (例えば、[/aws/lambda/] [my-

function ##)] のロググループを選択します。
5. イベントデータを表示するログ ストリーミングを選択します。

チュートリアル: Job 停止イベントに Amazon シン
プル通知サービスアラートを送信

このチュートリアルでは、 EventBridge ジョブがに移行したジョブイベントのみをキャプチャするイベン
トルールFAILEDステータスがである。このチュートリアルの最後に、このジョブキューにジョブを送信す
ることもできます。これは、Amazon SNS アラートが正しく設定されていることをテストするためです。

前提条件
このチュートリアルでは、コンピューティング作業環境と、ジョブを受け付けることができるジョブ
キューがあることを前提としています。イベントをキャプチャするコンピューティング作業環境とジョブ
キューがなければ、「AWS Batch の使用の開始 (p. 10)」のステップに従って作成します。

ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成してサブス
クライブする
このチュートリアルでは、新しいイベントルールのイベントターゲットとして使用する Amazon SNS ト
ピックを設定します。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. [Topics] (トピック)、[Create topic] (トピックの作成) の順に選択します。
3. [Type] (タイプ) で、[Standard] (標準) を選択します。
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4. [Name] (名前) として JobFailedAlert を入力し、[Create topic] (トピックを作成) を選択します。
5. リポジトリの []JobFailedAlert[] 画面で、サブスクリプションの作成。
6. [Protocol] (プロトコル) として [Email] (E メール) を選択します。
7. [Endpoint] (エンドポイント) では、現在アクセスできるメールアドレスを入力し、[Create 

subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
8. メールアカウントを確認し、サブスクリプションの確認メールメッセージが届くのを待ちます。確認

メールが届いたら、[Confirm subscription] (サブスクリプションの確認) を選択します。

ステップ 2: イベントルールを登録する
次に、失敗したジョブイベントのみをキャプチャするイベントルールを登録します。

登録するには EventBridge ルール

1. アマゾンを開く EventBridge コンソールhttps://console.aws.amazon.com/events/。
2. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
4. ルールの名前と説明を入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはで
きません。

5. [Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールを
アカウントからのイベントと一致させるには、AWS のデフォルトのイベントバスを選択します。アカ
ウントの AWS サービスがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移
動します。

6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択
します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Event source] (イベントソース) では、[Other] (その他) を選択します。
9. を使用する場合イベントパターン、選択カスタムパターン (JSON エディター)。
10. 次のイベントパターンをテキストエリアに貼り付けます。

{ 
  "detail-type": [ 
    "Batch Job State Change" 
  ], 
  "source": [ 
    "aws.batch" 
  ], 
  "detail": { 
    "status": [ 
      "FAILED" 
    ] 
  }
}

このコードでは EventBridge ジョブのステータスがであるイベントに一致するルールFAILED。イベ
ントパターンの詳細については、「」を参照してください。イベントとイベントパターンのアマゾン 
EventBridge ユーザーガイド。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
13. を使用する場合ターゲットを選択する、選択SNS トピック、およびトピック、選択JobFailedAlert。
14. (オプション) [Additional settings] (追加設定) では、以下を実行します。
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a. [Maximum age of event] (最大イベント有効期間) に、1 分 (00:01) から 24 時間 (24:00) の間の値
を入力します。

b. Retry attempts(再試行) で、0～185 の数値を入力します。
c. を使用する場合デッドレターキューで、標準 Amazon SQS キューをデッドレターキューとして使

用するかどうかを選択します。 EventBridge は、このルールに一致するイベントがターゲットに
正常に配信されなかった場合に、そのイベントをデッドレターキューに送信します。次のいずれ
かを実行します。
• デッドレターキューを使用しない場合は、None(なし) を選択します。
• 選択現在の Amazon SQSキューを選択してくださいAWSデッドレターキューとして使用する

アカウントドロップダウンから使用するキューを選択します。
• Select an Amazon SQS queue in an other AWS account as a dead-letter queue(他の アカウ

ントの Amazon SQS キューをデッドレターキューとして選択) を選択し、使用するキューの 
ARN を入力します。を付与するキューにリソースベースのポリシーをそのキューにアタッチ
する必要があります EventBridge メッセージを送信する権限。詳細については、次を参照し
てください。デッドレターキューへのアクセス許可の付与のアマゾン EventBridge ユーザー
ガイド。

15. [Next] (次へ) を選択します。
16. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、次を参照してください。アマ

ゾン EventBridge タグのアマゾン EventBridge ユーザーガイド。
17. [Next] (次へ) を選択します。
18. ルールの詳細を確認し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

ステップ 3: ルールをテストする
ルールをテストするには、ゼロ以外の終了コードで開始直後に終了するジョブを送信します。イベント
ルールが正しく設定されていれば、数分以内にイベントテキストが記載されたメールメッセージが届きま
す。

ルールをテストするには

1. を開くAWS Batchコンソールhttps://console.aws.amazon.com/batch/。
2. 新しい AWS Batch ジョブを送信します。詳細については、「ジョブを送信する (p. 28)」を参照して

ください。ジョブのコマンドでは、このコマンドを置き換え、終了コード 1 でコンテナを終了しま
す。

/bin/sh, -c, 'exit 1'

3. 失敗したジョブの通知に関するアラートのメールが届いていることを確認します。
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CloudWatch ログをで使うAWS 
Batch

詳細なログ情報とメトリクスをログに送信するように EC2AWS Batch リソース上のジョブを設定でき
ます。 CloudWatch これにより、1 つの便利な場所でジョブからのさまざまなログを表示できます。 
CloudWatch ログの詳細については、「Amazon CloudWatch ログとは?」を参照してください。 Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

Note

デフォルトでは、AWS Fargate CloudWatch コンテナのログはオンになっています。

CloudWatch ログロギングを有効にしてカスタマイズするには、以下の 1 回限りの設定タスクを確認して
ください。

• EC2AWS Batch リソースに基づくコンピューティング環境では、ecsInstanceRoleロールに IAM 
ポリシーを追加します。詳細については、「the section called “ CloudWatch ログ IAM ポリシーを追
加” (p. 234)」を参照してください。

• CloudWatch 詳細なモニタリングを含む Amazon EC2 起動テンプレートを作成し、AWS Batchコン
ピューティング環境を作成するときにそのテンプレートを指定します。 CloudWatchエージェントを既
存のイメージにインストールし、AWS Batch初回実行ウィザードでイメージを指定することもできま
す。

• (オプション) awslogs ドライバーを設定します。EC2 リソースと Fargate リソースの両方で、デフォル
トの動作を変更するパラメータを追加できます。詳細については、「the section called “awslogs ログド
ライバーを使用する” (p. 101)」を参照してください。

CloudWatch ログ IAM ポリシーを追加
ジョブが CloudWatch Logs にログデータと詳細なメトリックスを送信する前に、 CloudWatch Logs API 
を使用する IAM ポリシーを作成する必要があります。IAM ポリシーを作成後、ecsInstanceRoleそれを
ロールにアタッチします。

Note

ECS-CloudWatchLogsecsInstanceRoleポリシーがロールにアタッチされていない場合で
も、 CloudWatch 基本的な指標はログに送信できます。ただし、基本的な指標には、ログデータ
や空きディスク容量などの詳細な指標は含まれません。

AWS Batchコンピューティング環境は Amazon EC2 リソースを使用します。AWS Batch初回
実行ウィザードを使用してコンピューティング環境を作成すると、AWS Batchロールが作成さ
れ、ecsInstanceRoleそのロールを使用して環境が構成されます。

初回実行ウィザードを使用しない場合は、AWS Command Line InterfaceまたはAWS Batch 
APIecsInstanceRole でコンピューティング環境を作成するときにロールを指定できます。詳細につい
ては、「AWS CLIコマンドリファレンス」または「AWS BatchAPI リファレンス」を参照してください。

ECS-CloudWatchLogs IAM ポリシーを作成するには

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。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [JSON を選択してから、次のポリシーを入力します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:DescribeLogStreams" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

5. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
6. （オプション）「タグを追加」で、「タグを追加」を選択してポリシーにタグを追加します。
7. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
8. [ポリシーの確認] ページの [名前] にECS-CloudWatchLogs、を入力し、オプションで説明を入力し

ます。
9. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

ECS-CloudWatchLogs ポリシーを ecsInstanceRole にアタッチするには

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 [Roles] (ロール) を選択します。
3. ecsInstanceRole を選択します。ロールが見つからない場合、「」Amazon ECS インスタンスロー

ル (p. 215) の手順に従ってロールを作成します。
4. [権限を追加] を選択し、[ポリシーをアタッチ] を選択します。
5. ECS-CloudWatchLogs ポリシーを選択し、[ポリシーをアタッチ] を選択します。

CloudWatch エージェントのインストールおよび設
定

CloudWatch モニタリングを含む Amazon EC2 起動テンプレートを作成できます。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「起動テンプレートからインスタンスを起動する」と「詳
細」を参照してください。

また、 CloudWatch エージェントを既存の Amazon EC2 AMI にインストールし、AWS Batch初回実行ウィ
ザードでイメージを指定することもできます。詳細については、「 CloudWatch エージェントのインス
トール」と「はじめに」を参照してくださいAWS Batch。

Note

AWS Fargate起動テンプレートはリソースではサポートされていません。

CloudWatch ログを表示
CloudWatch ログログログを表示および検索できますAWS Management Console。
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Note

CloudWatch Logs にデータが表示されるまでに数分かかることがあります。

CloudWatch Logs データを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、Logs (ログ) を選択してから [Logs (ロググループ) ロググループ

3. 表示するロググループを選択します。

4. 表示するログストリームを選択します。デフォルトでは、ストリームはジョブ名の最初の 200 文字と 
Amazon ECS タスク ID によって識別されます。
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前提条件

CloudWatch ログを使用して Amazon 
EKSAWS Batch ジョブを監視する

Amazon CloudWatch Logs を使用して、すべてのログファイルの監視、保存、閲覧ができます。 
CloudWatch ログを使用すると、複数のソースからのログデータを検索、フィルタリング、分析できま
す。

Amazon EKSAWS Batch ジョブを監視するプラグインを含むAWS forFluent Bit イメージをダウンロード
して、 CloudWatch ログに記録できます。 Fluent Bitは、DockerKubernetes と互換性の両方を備えたオー
プンソースのログプロセッサおよびフォワーダーです。Fluent Bitログルーターとしてはリソース消費量
が少ないため、Fluentdログルーターとして使用することをおすすめします。詳細については、「AWSfor 
Fluent Bit」イメージの「」の「」の「」の「」の「」「

前提条件
CloudWatchAgentServerPolicyAWS Identity and Access Managementワーカーノードのポリシーにポ
リシーをアタッチします。詳細については、「の前提条件」の「の前提条件」の「の前提条件」を参照し
てください。

FluentAWS Bit用のインストール
AWSFluent Bit CloudWatch グループをインストールして作成する方法については、「Fluent Bit 
CloudWatchエージェントの設定またはクイックスタート」と「」を参照してくださいFluent Bit。

Tip

Fluent BitAWS Batchノードでは 0.5 CPU と 100 MB のメモリを使用することに注意してくださ
い。これにより、AWS Batchジョブに使用できる合計キャパシティが減少します。仕事の規模を
決定する際には、この点を考慮してください。

AWS Batchノードの Fluent Bit を有効にする
Fluent Bit DaemonSet AWS Batch管理対象ノードでロギングが確実に実行されるように、Fluent Bit 
DaemonSet 許容範囲を変更してください。

tolerations:
- key: "batch.amazonaws.com/batch-node" 
  operator: "Exists"
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AWS Batch CloudWatch Container 
Insights

CloudWatch Container Insights は、のメトリクスとログを収集、集計、要約します。AWS Batchコン
ピューティング環境とジョブ このメトリクスには、CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク使用率が含ま
れます。これらの指標を以下に追加できます CloudWatch ダッシュボード。

運用データは、パフォーマンスログイベントとして収集されます。これらは、高濃度データを取り込み、
大規模に保存することが可能な構造化された JSON スキーマを使用するエントリです。このデータから、 
CloudWatch は、コンピューティング環境およびジョブレベルで、高レベルの集約されたメトリクスを次
のように作成します。 CloudWatch メトリクス。詳細については、次を参照してください。Amazon ECS 
のコンテナインサイト構造化ログ()アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

Important

CloudWatch Container Insights のカスタムメトリクスとして課金されます CloudWatch。詳細に
ついては、次を参照してください。アマゾン CloudWatch イベント料金

Container Insights をオンにします
次の目的でコンテナインサイトを有効にできますAWS Batchコンピューティング環境。

1. AWS Batch コンソールを開きます。
2. 選択してくださいコンピューティング環境。
3. 使用するコンピューティング環境を選択します。
4. にとってContainer Insights、コンピュート用のコンテナインサイトを有効にする 環境。

Tip

デフォルトの間隔を選択してメトリックを集約するか、カスタムメトリックを作成できま
す。 間隔。

デフォルトでは、以下のメトリクスが表示されます。Amazon ECS Container Insights メトリクスの一覧に
ついては、を参照してください。Container Insights メトリクスの表示()アマゾン CloudWatch ユーザーガ
イド。

• JobCount— コンピューティング環境で実行されているジョブの数。
• ContainerInstanceCount— Amazon ECS エージェントを実行し、コンピューティング環境に登録

されている Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスの数。
• MemoryReserved— コンピューティング環境のジョブによって予約されるメモリ。このメトリクス

は、ジョブ定義にメモリ予約が定義されているジョブに対してのみ収集されます。
• MemoryUtilized— コンピューティング環境のジョブで使用されているメモリ。このメトリクスは、

ジョブ定義にメモリ予約が定義されているジョブに対してのみ収集されます。
• CpuReserved— コンピューティング環境のジョブによって予約されている CPU ユニット。このメトリ

クスは、ジョブ定義に CPU 予約が定義されているジョブに対してのみ収集されます。
• CpuUtilized— コンピューティング環境のジョブが使用する CPU ユニット。このメトリクスは、ジョ

ブ定義に CPU 予約が定義されているジョブに対してのみ収集されます。
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• NetworkRxBytes-受信されたバイト数。このメトリクスは、を使用するジョブのコンテナでのみ使用
できます。awsvpcまたはブリッジネットワークモード。

• NetworkTxBytes— 転送されたバイト数。このメトリクスは、を使用するジョブのコンテナでのみ使
用できます。awsvpcまたはブリッジネットワークモード。

• StorageReadBytes— ストレージから読み取られたバイト数。
• StorageWriteBytes— ストレージに書き込まれたバイト数。

239



AWS Batch ユーザーガイド
CloudTrail 内の AWS Batch 情報

AWS CloudTrail を使用した AWS 
Batch API コールのログ記録

AWS BatchはAWS CloudTrail、のユーザー、ロール、またはAWSAWS Batchのサービスで実行されたア
クションを記録するためのサービスです。 CloudTrail のすべての APIAWS Batch 呼び出しをイベントとし
てキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS Batch コンソールの呼び出しと、AWS Batch 
API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、 CloudTrail のイベント
など、Amazon S3 バケットへの継続的な配信を有効にすることができますAWS Batch 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。に
よって収集された情報を使用して CloudTrail、リクエストの作成元の IP アドレスAWS Batch、リクエスト
の実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、に対してどのようなリクエストが行われたかを判
断できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

CloudTrail 内の AWS Batch 情報
CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。でアクティビティが発生すると
AWS Batch、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履歴)AWS 内の他ののサービスの
イベントと共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロード
できます。詳細については、「 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 のイベントなど、AWS Batch アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を作成
します。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 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、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集された
データに基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してくださ
い。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルを受け取るおよび CloudTrail 複数のアカウントからの

ログファイルを受け取る

すべてAWS Batchアクションはアクションは https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/ 
CloudTrail によってログに記録されます。たとえば、[SubmitJob]、[ListJobs]、[DescribeJobs] セク
ションの呼び出しは、 CloudTrail ログファイルにエントリを生成します。

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。
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詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS Batch ログファイルエントリの概要
追跡は、指定した Amazon S3 バケットに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 ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは任意の送信
元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、リクエストのパラ
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。

次の例は、 CloudTrail CreateComputeEnvironmentアクションのログエントリです。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:admin", 
    "arn": "arn:aws:sts::012345678910:assumed-role/Admin/admin", 
    "accountId": "012345678910", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2017-12-20T00:48:46Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:role/Admin", 
        "accountId": "012345678910", 
        "userName": "Admin" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2017-12-20T00:48:46Z", 
  "eventSource": "batch.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateComputeEnvironment", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "203.0.113.1", 
  "userAgent": "aws-cli/1.11.167 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.25", 
  "requestParameters": { 
    "computeResources": { 
      "subnets": [ 
        "subnet-5eda8e04" 
      ], 
      "tags": { 
        "testBatchTags": "CLI testing CE" 
      }, 
      "desiredvCpus": 0, 
      "minvCpus": 0, 
      "instanceTypes": [ 
        "optimal" 
      ], 
      "securityGroupIds": [ 
        "sg-aba9e8db" 
      ], 
      "instanceRole": "ecsInstanceRole", 
      "maxvCpus": 128, 
      "type": "EC2" 
    }, 
    "state": "ENABLED", 
    "type": "MANAGED", 

241

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_CreateComputeEnvironment.html


AWS Batch ユーザーガイド
AWS Batch ログファイルエントリの概要

    "computeEnvironmentName": "Test" 
  }, 
  "responseElements": { 
    "computeEnvironmentName": "Test", 
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-environment/
Test" 
  }, 
  "requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE", 
  "eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "012345678910"
}
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仮想プライベートクラウドを作成す
る

コンピューティング環境のコンピューティングリソースは、Amazon ECSAWS Batch サービスエンドポイ
ントとの通信に外部アクセスを必要とします。ただし、プライベートサブネットで実行したいジョブがあ
る場合があります。パブリックサブネットまたはプライベートサブネットでジョブを実行する柔軟性が得
られるようにするには、パブリックサブネットとプライベートサブネットの両方がある VPC を作成しま
す。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内でAWSリソース
を起動できます。このトピックには、Amazon VPC ウィザードへのリンクと選択するオプションのリスト
が記載されています。

VPC を作成する
Amazon Virtual Private Cloud の作成方法の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のみ
を作成する」を参照し、次の表を使用して、選択するオプションを決定します。

オプション 値

作成するためのリソース VPC のみ

名前 オプションで、VPC の名前を指
定します。

IPv4 CIDR ブロック IPv4 CIDR 手動入力

CIDR ブロックサイズは /16 か
ら /28 の間である必要がありま
す。

IPv6 CIDR ブロック IPv6 CIDR ブロックなし

テナンシー デフォルト

Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC とは」を参照してくだ
さい。

次のステップ
VPC を作成したら、以下に示す、次のステップを検討します。

• パブリックリソースおよびプライベートリソースでインバウンドネットワークアクセスが必要な場合
は、そのセキュリティグループを作成します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の
「セキュリティグループの操作」を参照してください。

• コンピューティング環境を新しい VPC に起動する AWS Batch マネージド型コンピューティングリ
ソースを作成します。詳細については、「コンピューティング環境の作成 (p. 142)」を参照してくださ

243

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/working-with-vpcs.html#create-vpc-vpc-only
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/working-with-vpcs.html#create-vpc-vpc-only
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#working-with-security-groups


AWS Batch ユーザーガイド
次のステップ

い。AWS Batchコンソールでコンピューティング環境作成ウィザードを使用する場合、インスタンスを
起動するパブリックサブネットまたはプライベートサブネットを指定できます。

• AWS Batch新しいコンピューティング環境にマッピングされるジョブキューを作成します。詳細につい
ては、「ジョブキューの作成 (p. 120)」を参照してください。

• ジョブの実行で使用するジョブ定義を作成します。詳細については、「シングルノードのジョブ定義を
作成する  (p. 53)」を参照してください。

• ジョブ定義とともに、新しいジョブキューにジョブを送信します。このジョブは、新しい VPC およ
びサブネットで作成したコンピューティング環境に配置されます。詳細については、ジョブを送信す
る (p. 28)を参照してください。
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でのセキュリティAWS Batch
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のユーザーは、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を利用できます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、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説明しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS が AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を担います。AWS は、ユーザーがセキュアに使用できるサービスも提供します。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監査が定期的にセキュリティの有効性
をテストおよび検証しています。AWS Batch に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、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。

このドキュメントは、 を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちますAWS 
Batch 次のトピックでは、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ために AWS Batch を設
定する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS Batch のサービ
スの使用方法についても説明します。

トピック
• の Identity and Access ManagementAWS Batch (p. 245)
• AWS Batchインターフェイスエンドポイントを使用してにアクセスする (p. 277)
• AWS Batch のコンプライアンス検証 (p. 279)
• AWS Batch でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 280)

の Identity and Access ManagementAWS Batch

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS Batch リソー
スの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS のサー
ビスです。

トピック
• 対象者 (p. 246)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 246)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 248)
• AWS Batch と IAM の連携について (p. 250)
• AWS Batch タスク実行 IAM ロール (p. 255)
• AWS Batch のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 257)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 259)
• AWS Batch アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 260)
• のサービスにリンクされたロールの使用AWS Batch (p. 262)
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• AWS Batch の AWS マネージドポリシー (p. 270)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS Batch で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - AWS Batch サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証
情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS Batch 機能を使用するとき、追加
のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な許可
をリクエストするのに役に立ちます。AWS Batch の特徴にアクセスできない場合は、「AWS Batch アイ
デンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 260)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS Batch リソースを担当している場合は、通常、AWS Batch へのフルアクセ
スがあります。サービスのユーザーがどの AWS Batch 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管
理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で AWS 
Batch で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Batch と IAM の連携について (p. 250) をご参照
ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS Batch へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認す
る場合があります。IAM で使用できる AWS Batch アイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、AWS Batch のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 257) を参照してください。

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。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。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。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、の「署名バージョン 4 の署名バージョン 4 の署名バージョン 
4 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AWS 全般のリファレンス。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエスト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、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「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
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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 
Account Management 全般のリファレンスガイド」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。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、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、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center 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「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) 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
を保有する 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 ユーザーとの長期的な認証情報が必要な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。

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。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッド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。フェデレーティッドアイデンティティが認証
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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詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) 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、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを 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見なされます。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。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS Batch のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。

• 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
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、AWS アカウント 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。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
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保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
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• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Batch と IAM の連携について
IAM を使用して AWS Batch へのアクセスを管理する前に、AWS Batch で利用できる IAM の機能について
学びます。

AWS Batch で使用できる IAM の機能

IAM 機能 AWS Batch サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 251) はい

リソースベースのポリシー (p. 251) はい

ポリシーアクション (p. 252) はい

ポリシーリソース (p. 252) はい

ポリシー条件キー (p. 253) はい

ACL (p. 253) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 254) はい

一時的な認証情報 (p. 254) はい

プリンシパル許可 (p. 254) はい
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IAM 機能 AWS Batch サポート

サービスロール (p. 255) はい

サービスにリンクされたロール (p. 255) はい

AWS Batch およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

AWS Batch のアイデンティティベースポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

AWS Batch のアイデンティティベースのポリシーの例

AWS Batch アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Batch のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 257)を参照してください。

AWS Batch 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート はい

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、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。
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AWS Batch のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

AWS Batch アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Batch で定義され
るアクション」を参照してください。

AWS Batch のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用します。

batch

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "batch:action1", 
      "batch:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "batch:Describe*"

AWS Batch アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Batch のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 257)を参照してください。

AWS Batch のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
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クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

AWS Batch リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの AWS 
Batch で定義されるリソースを参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかに
ついては、AWS Batch で定義されるアクションを参照してください。

AWS Batch アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Batch のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 257)を参照してください。

AWS Batch 向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与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「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

AWS Batch の条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Batch の条件
キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、
「AWS Batch で定義されるアクション」を参照してください。

AWS Batch アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS Batch のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 257)」を参照してください。

AWS Batch のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
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AWS Batch での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

AWS Batch での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

AWS Batch のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

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ユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。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。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
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要とするかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「AWS Batch のアクション、リソース、
および条件キー」をご参照ください。

AWS Batch のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、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。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、AWS Batch の機能が破損する可能性があります。AWS 
Batch が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

AWS Batch のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされている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、AWS アカウント 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
リンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。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、[Yes] (はい) リンクを選択します。

AWS Batch タスク実行 IAM ロール
タスク実行ロールは、ユーザーに代わって AWS Fargate API コールを実行するためのアクセス許可を 
Amazon ECS コンテナと AWS エージェントに付与します。

Note

実行ロールは Amazon ECS コンテナエージェントバージョン 1.16.0 以降でサポートされていま
す。

実行 IAM ロールは、タスクの要件に応じて必要です。さまざまな目的とサービスの実行ロールを、アカウ
ントに複数関連付けることができます。

Note

Amazon ECS インスタンスのロールに関する詳細は、を参照してくださいAmazon ECS インスタ
ンスロール (p. 215)。サービスロールの詳細については、「」を参照してくださいAWS Batch と 
IAM の連携について (p. 250)。

Amazon ECSAmazonECSTaskExecutionRolePolicy はマネージド型ポリシーを提供します。このポリ
シーには、上記の一般的ユースケースに必要なアクセス許可が含まれています。以下に示す特殊なユース
ケースのために、実行ロールへのインラインポリシーの追加が必要になる場合があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:GetAuthorizationToken", 
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
        "ecr:BatchGetImage", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AWS Batchコンソールの初回実行時には、実行ロールが自動的に作成されます。ただし、機能や機能強化
がfuture 導入されたときに、Amazon ECS がそれらに対するアクセス許可を追加できるように、マネージ
ド IAM ポリシーを手動でアタッチする必要があります。次の手順を使用してアカウントに既に実行のロー
ルが存在するか確認し、必要に応じてマネージド IAM ポリシーをアタッチすることができます。

IAM コンソールで ecsTaskExecutionRole を確認するには

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 [Roles] (ロール) を選択します。
3. ロールのリストで ecsTaskExecutionRole を検索します。ロールが見つからない場合は、を参照

してください実行 IAM ロールの作成 (p. 256)。ロールが見つかったら、そのロールを選択して、ア
タッチされているポリシーを表示します。

4. 「権限」タブで、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 管理ポリシーがロールにアタッチされている
ことを確認します。ポリシーがアタッチされている場合、 実行ロールは適切に設定されています。そ
うでない場合、次のサブステップに従ってポリシーをアタッチします。

a. [権限を追加] を選択し、[ポリシーをアタッチ] を選択します。
b. AmazonECSTaskExecutionRolePolicy してください。
c. AmazonECSTaskExecutionRolePolicy ポリシーの左にあるボックスにチェックを入れ、[ポリシー

をアタッチ] を選択します。
5. [Trust relationships (信頼関係)] を選択します。
6. 信頼関係に以下のポリシーが含まれていることを確認します。信頼関係が以下のポリシーと一致する

場合、ロールは正しく設定されています。信頼関係が一致しない場合、[信頼ポリシーを編集] を選択
し、次のように、[ポリシーを更新] を選択します。

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

実行 IAM ロールの作成
アカウントにまだ実行ロールがない場合は、次のステップに従ってロールを作成します。

256

https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Batch ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

ecsTaskExecutionRole IAM ロールを作成するには

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 [Roles (ロール) ] を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. [Trusted entity type] (信頼できるエンティティタイプ) で、AWS のサービス[] を選択します。
5. 一般的なユースケースでは、EC2 を選択します。
6. [Next] (次へ) を選択します。
7. 権限ポリシーについては、「AmazonECS」TaskExecutionRolePolicy を検索してください。
8. AmazonECSTaskExecutionRolePolicy ポリシーの左側にあるチェックボックスを選択し、[次へ] を選

択します。
9. [ロール名]ecsTaskExecutionRole に入力し、[ロールの作成] を選択します。

AWS Batch のアイデンティティベースのポリシーの
例
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、AWS Batch リソースを作成または変更するアクセス許可
はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含むAWS Batch、で定義されるアクションとリソースタイプの詳細
については、「サービス認証リファレンス」の「アクション、リソース、および条件キー」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。AWS Batch

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 257)
• AWS Batch コンソールを使用する (p. 258)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 258)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS Batch リソースを作成、アクセス、または
削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生
する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガ
イドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らす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 マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
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• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS Batch コンソールを使用する
AWS Batch コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらのアクセス
許可により、AWS アカウント の AWS Batch リソースの詳細をリストおよび表示できます。最小限必要な
許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティ
ティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き AWS Batch コンソールを使用できるようにするには、エンティティに AWS 
Batch ConsoleAccess または ReadOnly AWS 管理ポリシーもアタッチします。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 

258

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-policy-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


AWS Batch ユーザーガイド
サービス間の混乱した代理の防止

            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

AWS Batch がリソースに別のサービスを提供する権限を制限するために、リソースポリシーで
aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条件コンテキストキーを使用することをお
勧めします。aws:SourceArn 値にアカウント ID (Amazon S3 バケット ARN など) が含まれていない場
合は、両方のグローバル条件コンテキストキーを使用してアクセス許可を制限する必要があります。同
じポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID 
にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中の
アカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを 
1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、ア
カウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。

の値は、aws:SourceArnAWS Batch格納するリソースでなければなりません。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename:*:123456789012:*。

次の例では、aws:SourceAccountでグローバル条件コンテキストキーを使用し
てaws:SourceArn、AWS Batch混乱した代理問題を回避する方法を示します。

例 1:1 つのコンピューティング環境のみにアクセスするロール
次のロールは、1 つのコンピューティング環境へのアクセスにのみ使用できます。*ジョブキューは複数の
コンピューティング環境に関連付けることができるため、ジョブ名はとして指定する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "batch.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": [ 
            "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:compute-environment/testCE", 
            "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job/*" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

例 2: 複数のコンピューティング環境にアクセスするためのロー
ル
次のロールを使用して、複数のコンピューティング環境にアクセスできます。*ジョブキューは複数のコン
ピューティング環境に関連付けることができるため、ジョブ名はとして指定する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "batch.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": [ 
            "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:compute-environment/*", 
            "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job/*" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Batch アイデンティティとアクセスに関するト
ラブルシューティング
次の情報は、AWS Batch と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立
ちます。

トピック
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• AWS Batch でアクションを実行する権限がない (p. 261)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 261)
• AWS アカウント以外の人が私の AWS Batch リソースにアクセスできるようにしたい (p. 261)

AWS Batch でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する認可がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発行した人
です。

以下のエラー例は、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の batch:GetWidget 許可がないという場合に
発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 batch:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、batch:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのア
クセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS Batch にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールやサービスにリンクされたロールを作成せずに、既
存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS Batch でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

AWS アカウント以外の人が私の AWS Batch リソースにアクセ
スできるようにしたい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。

詳細については、以下をご参照ください。

• AWS Batch がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS Batch と IAM の連携に
ついて (p. 250) をご参照ください。
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• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細について
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。

のサービスにリンクされたロールの使用AWS Batch
AWS Batch 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ま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Batch 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、AWS Batch による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代
わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。

サービスリンクロールを使用すると、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、AWS 
Batch の設定が簡単になります。AWS Batch は、このサービスリンクロールのアクセス許可を定義しま
す。特に定義されている場合を除き、AWS Batch のみがそのロールを引き受けることができます。定義さ
れる許可は、信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティに
アタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Batch リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照して、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール)列で [Yes] (はい) のあるサービ
スを探してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するに
は、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS Batch のサービスにリンクされたロールの許可
AWS BatchAWSServiceRoleForBatchという名前のサービスにリンクされたロールを使用します。AWS
ユーザーに代わってリソースを作成および管理できます。AWS Batch

AWSServiceRoleForBatch サービスにリンクされたロールは、batch.amazonaws.comロールを継承する
ためにサービスプリンシパルを信頼します。

ロールのアクセス許可ポリシーは、AWS Batch が次のアクションを指定されたリソースで完了することを
許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
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                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeImageAttribute", 
                "ec2:DescribeSpotInstanceRequests", 
                "ec2:DescribeSpotFleetInstances", 
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests", 
                "ec2:DescribeSpotPriceHistory", 
                "ec2:DescribeVpcClassicLink", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
                "ec2:RequestSpotFleet", 
                "autoscaling:DescribeAccountLimits", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "eks:DescribeCluster", 
                "ecs:DescribeClusters", 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "ecs:DescribeTaskDefinition", 
                "ecs:DescribeTasks", 
                "ecs:ListClusters", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "ecs:ListTaskDefinitionFamilies", 
                "ecs:ListTaskDefinitions", 
                "ecs:ListTasks", 
                "ecs:DeregisterTaskDefinition", 
                "ecs:TagResource", 
                "ecs:ListAccountSettings", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateOrUpdateTags" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 

263



AWS Batch ユーザーガイド
サービスにリンクされたロールの使用

                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com.cn", 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "spot.amazonaws.com", 
                        "spotfleet.amazonaws.com", 
                        "autoscaling.amazonaws.com", 
                        "ecs.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateLaunchTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:CancelSpotFleetRequests", 
                "ec2:ModifySpotFleetRequest", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration" 
            ], 
            "Resource": 
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:SetDesiredCapacity", 
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                "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:SuspendProcesses", 
                "autoscaling:PutNotificationConfiguration", 
                "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:DeleteCluster", 
                "ecs:DeregisterContainerInstance", 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateCluster", 
                "ecs:RegisterTaskDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*::image/*", 
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*", 
                "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*", 
                "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*" 
            ] 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": [ 
                        "RunInstances", 
                        "CreateLaunchTemplate", 
                        "RequestSpotFleet" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定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
「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

AWS Batch のサービスにリンクされたロールの作成
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。AWS Management Console、AWS 
CLI、またはAWS API CreateComputeEnvironment serviceRole でパラメータの値を指定しない場
合、AWS Batchサービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービスで
アクションが完了した場合にアカウントに表示されます。2021 年 3 月 10 日以前にAWS Batch
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、AWS Batch AWSServiceRoleForBatch アカウントにロールが作成されています。詳細につい
ては、「IAM アカウントに表示される新しいロール」を参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ手順でアカウントに
ロールを再作成できます。サービスにリンクされたロールは CreateComputeEnvironment、AWS Batchす
るとで再度作成されます。

AWS Batch のサービスにリンクされたロールの編集
ではAWS Batch、 AWSServiceRoleForBatch サービスにリンクされたロールを編集できません。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、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳
細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してください。
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IAM AWSServiceRoleForBatch エンティティがサービスにリンクされたロールの説明を編集できるように
するには

以下のステートメントをアクセス許可ポリシーに追加します。IAM エンティティが サービスにリンクされ
たロールの説明を編集することを許可します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/batch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBatch", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "batch.amazonaws.com"}}
}

AWS Batch 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。ただし、手動で削除する前に、サービスにリン
クされたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

IAM AWSServiceRoleForBatch エンティティがサービスにリンクされたロールを作成するには

以下のステートメントをアクセス許可ポリシーに追加します。IAM エンティティが サービスにリンクされ
たロールを削除することを許可します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/batch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBatch", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "batch.amazonaws.com"}}
}

サービスリンクロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除する前に、まずロールにアクティブなセッションが
ないことを確認し、1 つのパーティション内のすべての AWS リージョンでロールを使用しているすべて
の AWS Batch コンピューティング環境を削除する必要があります。

サービスにリンクされたロールがアクティブなセッションを持っているかどうかを確認するには

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、ロールを選択し、(チェックボックスではなく) AWSServiceRoleForBatch 

の名前を選択します。
3. [Summary] (概要) ページで [Access Advisor] (アクセスアドバイザー) を選択し、サービスにリンクさ

れたロールの最新のアクティビティを確認します。

Note

AWS Batchでロールが使用されているかどうかが不明な場合は、 AWSServiceRoleForBatch 
このロールの削除を試みることができます。サービスでロールが使用されている場合、ロー
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ルは削除されません。ロールが使用されているリージョンが表示されます。ロールが使用
されている場合は、ロールを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。
サービスにリンクされたロールのセッションを取り消すことはできません。

AWS Batch AWSServiceRoleForBatch サービスにリンクされたロールよって使用されているリ
ソースを削除するには

ロールを削除する前に、 AWSServiceRoleForBatch ロールを使用しているすべてのAWS BatchAWSコン
ピューティング環境を削除してから、 AWSServiceRoleForBatch ロールを削除する必要があります。

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Compute environments] (コンピューティング環境) を選択します。
4. コンピューティング環境を選択します。
5. [Disable] (無効化) を選択します。[State] (状態) が [DISABLED] (無効) になるまで待ちます。
6. コンピューティング環境を選択します。
7. [Delete] (削除) を選択します。[Delete compute environment] (コンピューティング環境の削除) を選択

し、削除したいコンピューティング環境を確認します。
8. すべてのリージョンでサービスにリンクされたロールを使用する、すべてのコンピューティング環境

について、手順 1 ～ 7 を繰り返します。

IAM でのサービスにリンクされたロールの削除 (コンソール)

IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

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. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。ロール名または行そのも
のではなく AWSServiceRoleForBatch、横にあるチェックボックスをオンにします。

3. [Delete role] (ロールの削除) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、サービスの最終アクセス時間データを確認します。これは、選択したそ

れぞれのロールの AWS のサービス への最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在ア
クティブであるかどうかを確認するのに役立ちます。先に進む場合は、[Yes, Delete] (はい、削除す
る) を選択し、削除するサービスにリンクされたロールを送信します。

5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況をモニタリングしま
す。IAM サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信すると、
削除タスクは成功または失敗する可能性があります。

• タスクが成功した場合は、ロールがリストから削除され、成功の通知がページの上部に表示されま
す。

• タスクが失敗した場合は、通知から [View details] (詳細を表示) または [View Resources] (リソース
を表示) を選択して、削除が失敗した理由を知ることができます。ロールがサービスのリソースを
使用しているために削除が失敗したとき、サービスがその情報を返す場合は、通知にはリソースの
リストが含まれます。次にリソースをクリーンアップしてから、削除リクエストをもう一度送信で
きます。

Note

サービスが返す情報に応じて、このプロセスを何度も繰り返す必要があります。たとえ
ば、サービスにリンクされたロールが 6 つのリソースを使用しており、サービスはそのう
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ち 5 つのリソースに関する情報を返すことがあります。5 つのリソースをクリーンアップ
して削除するロールを再度送信すると、削除は失敗し、残りの 1 つのリソースが報告され
ます。サービスはすべてのリソースを返しますが、そのうちいくつかはリソースを報告し
ない場合もあります。

• タスクが失敗し、通知にリソースのリストが含まれていない場合、サービスはその情報を返さない
可能性があります。サービスのリソースをクリーンアップする方法の詳細については、「IAM と連
携するAWS のサービス」を参照してください。使用しているサービスをテーブルで見つけ、「は
い」リンクを選択すると、そのサービスのサービスにリンクされたロールに関するドキュメントが
表示されます。

IAM でのサービスにリンクされたロールの削除 (AWS CLI)

AWS Command Line Interface から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールを削除でき
ます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (CLI)

1. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから deletion-task-id を取得して、削除
タスクのステータスを確認する必要があります。サービスにリンクされたロールの削除リクエストを
送信するには、次のコマンドを入力します：

$ aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForBatch

2. 削除タスクの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 iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。ロールがサービスのリソースを使用しているために削除が失敗したとき、サービスがそ
の情報を返す場合は、通知にはリソースのリストが含まれます。次にリソースをクリーンアップして
から、削除リクエストをもう一度送信できます。

Note

サービスが返す情報に応じて、このプロセスを何度も繰り返す必要があります。たとえば、
サービスにリンクされたロールが 6 つのリソースを使用しており、サービスはそのうち 5 つ
のリソースに関する情報を返すことがあります。5 つのリソースをクリーンアップして削除
するロールを再度送信すると、削除は失敗し、残りの 1 つのリソースが報告されます。サー
ビスはすべてのリソースを返す場合もあれば、一部を返す場合もあります。または、リソー
スが報告されないこともあります。リソースを報告しないサービスのリソースをクリーン
アップする方法については、「IAM と連携するAWSサービス」を参照してください。使用し
ているサービスをテーブルで見つけ、「はい」リンクを選択すると、そのサービスのサービ
スにリンクされたロールに関するドキュメントが表示されます。

サービスにリンクされた IAM (AWS API) でのロールの削除

IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (API)

1. サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、DeleteServiceLinkedRole を呼び出
します。リクエストで、 AWSServiceRoleForBatch ロール名を指定します。
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サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから DeletionTaskId を取得して、削除タ
スクのステータスを確認する必要があります。

2. 削除タスクのステータスを確認するには、GetServiceLinkedRoleDeletionStatus を呼び出します。リ
クエストで DeletionTaskId を指定します。

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。ロールがサービスのリソースを使用しているために削除が失敗したとき、サービスがそ
の情報を返す場合は、通知にはリソースのリストが含まれます。次にリソースをクリーンアップして
から、削除リクエストをもう一度送信できます。

Note

サービスが返す情報に応じて、このプロセスを何度も繰り返す必要があります。たとえば、
サービスにリンクされたロールが 6 つのリソースを使用しており、サービスはそのうち 5 つ
のリソースに関する情報を返すことがあります。5 つのリソースをクリーンアップして削除
するロールを再度送信すると、削除は失敗し、残りの 1 つのリソースが報告されます。サー
ビスはすべてのリソースを返しますが、そのうちいくつかはリソースを報告しない場合もあ
ります。リソースを報告しないサービスのリソースをクリーンアップする方法については、
「IAM と連携する AWS のサービス サービス」を参照してください。使用しているサービス
をテーブルで見つけ、「はい」リンクを選択すると、そのサービスのサービスにリンクされ
たロールに関するドキュメントが表示されます。

AWS Batch のサービスにリンクされたロールをサポートする
リージョン
AWS Batch では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使
用をサポートしています。詳細については、「AWS Batch エンドポイント」を参照してください。

AWS Batch の AWS マネージドポリシー

AWS 管理ポリシーは、チームやプロビジョニングされた AWS リソースのアイデンティティアクセス管理
をよりシンプルにするために使用することができます。AWS 管理ポリシーは、様々な一般的ユースケー
スをカバーしており、AWS アカウントでデフォルトで利用可能であり、ユーザーに代わり維持および更
新を行います。AWS 管理ポリシーのアクセス許可を変更することはできません。より柔軟性が必要な場合
は、IAM カスタマー管理ポリシーを作成することもできます。このようにして、チームのプロビジョニン
グされたリソースに、必要な権限のみを付与できます。

AWS 管理ポリシーの詳細については、[IAM User Guide](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。

AWS サービスは、ユーザーの代わりに AWS 管理ポリシーを維持および更新します。定期的に、AWS 
サービスでは、AWS 管理ポリシーに追加の権限を加えます。AWS 管理ポリシーは、新しい機能が公開さ
れる、あるいは操作が可能になったときに更新されることがほとんどです。この更新は、ポリシーが添付
されているすべてのアイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に自動的に影響します。ただし、権
限を削除したり、既存の権限を破棄することはありません。

加えて AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のための管理ポリシーもサポートしています。
例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの読
み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
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た演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能のポリシー一覧と説明について
は、IAM ユーザーガイドの AWS ジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。

AWS マネージドポリシー: BatchServiceRolePolicy

BatchServiceRolePolicyポリシーはサービスにリンクされたロールにアタッチされます。これによ
り、AWS Batch がユーザーに代わってアクションを実行できるようになります。このポリシーを IAM エ
ンティティにアタッチすることはできません。詳細については、「 のサービスにリンクされたロールの使
用AWS Batch (p. 262)」を参照してください。

このポリシーは、AWS Batch関連するサービスと機能へのアクセス許可を付与します。これらに
は、Amazon EC2、Amazon EC2、Amazon EC2 Auto Scaling、Amazon ECS、Amazon ECS、Amazon 
EKS、Amazon EKS、Amazon EKS、Amazon CloudWatch EKS

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeImageAttribute", 
                "ec2:DescribeSpotInstanceRequests", 
                "ec2:DescribeSpotFleetInstances", 
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests", 
                "ec2:DescribeSpotPriceHistory", 
                "ec2:DescribeVpcClassicLink", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
                "ec2:RequestSpotFleet", 
                "autoscaling:DescribeAccountLimits", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "eks:DescribeCluster", 
                "ecs:DescribeClusters", 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "ecs:DescribeTaskDefinition", 
                "ecs:DescribeTasks", 
                "ecs:ListClusters", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "ecs:ListTaskDefinitionFamilies", 
                "ecs:ListTaskDefinitions", 
                "ecs:ListTasks", 
                "ecs:DeregisterTaskDefinition", 
                "ecs:TagResource", 
                "ecs:ListAccountSettings", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateOrUpdateTags" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com.cn", 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "spot.amazonaws.com", 
                        "spotfleet.amazonaws.com", 
                        "autoscaling.amazonaws.com", 
                        "ecs.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateLaunchTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
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            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:CancelSpotFleetRequests", 
                "ec2:ModifySpotFleetRequest", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration" 
            ], 
            "Resource": 
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:SetDesiredCapacity", 
                "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:SuspendProcesses", 
                "autoscaling:PutNotificationConfiguration", 
                "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:DeleteCluster", 
                "ecs:DeregisterContainerInstance", 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateCluster", 
                "ecs:RegisterTaskDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*::image/*", 
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*", 
                "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*", 
                "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": [ 
                        "RunInstances", 
                        "CreateLaunchTemplate", 
                        "RequestSpotFleet" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

AWS マネージドポリシー: AWSBatchFullAccess
AWSBatchFullAccessこのポリシーは、AWS BatchAWS Batchアクションにリソースへのフルアクセスを
許可します。また、Amazon EC2、Amazon EC2、Amazon ECS、Amazon EKS、Amazon EKS、Amazon 
EKS、Amazon EKS、Amazon EKS、Amazon EKS CloudWatch、Amazon EKS、Amazon EKS これは、
ユーザーまたはロールの IAM ID が、AWS Batch自分に代わって作成された管理対象リソースを表示でき
るようにするためです。最後に、このポリシーは、選択した IAM ロールをこれらのサービスに渡すことも
許可します。

IAM AWSBatchFullAccessエンティティにアタッチできます。 AWS Batchまた、ユーザーに代わってAWS 
Batchがアクションを実行することを許可する、このポリシーをサービスのロールにアタッチします。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "batch:*", 
        "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "ec2:DescribeKeyPairs", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeImages", 
        "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
        "ecs:DescribeClusters", 
        "ecs:Describe*", 
        "ecs:List*", 
        "eks:DescribeCluster", 
        "eks:ListClusters", 
        "logs:Describe*", 
        "logs:Get*", 
        "logs:TestMetricFilter", 
        "logs:FilterLogEvents", 
        "iam:ListInstanceProfiles", 
        "iam:ListRoles" 
      ], 
      "Resource":"*" 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource":[ 
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole", 
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role", 
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role", 
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole" 
      ], 
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      "Resource":"arn:aws:iam::*:role/*Batch*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "batch.amazonaws.com" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Batch マネージドポリシーの AWS 更新

このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Batch マネージドポリシーの更新
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通知については、AWS Batch [Document 
history] (ドキュメントの履歴) ページの 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

BatchServiceRolePolicy (p. 271)ポリシーが
更新されました

Amazon EKS クラスターを記述するためのサ
ポートを追加するように更新されました。

2022 年 
10 月 20 
日

AWSBatchFullAccess (p. 275)ポリシーが更
新されました

Amazon EKS クラスターの一覧表示と説明の
サポートを追加するために更新されました。

2022 年 
10 月 20 
日

BatchServiceRolePolicy (p. 271)ポリシーが
更新されました

によって管理されている Amazon EC2 キャ
パシティ予約グループのサポートを追加
するように更新されましたAWS Resource 
Groups。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「キャ
パシティ予約グループを使用する」を参照し
てください。

2022 年 5 
月 18 日

BatchServiceRolePolicyAWSBatchServiceRole (p. 210) (p. 271)お
よびポリシーの更新

Amazon EC2AWS Batch のマネージドイン
スタンスのステータスを記述するサポートを
追加して、不具合のあるインスタンスを置き
換えるように更新しました。

2021 年 
12 月 6 
日

BatchServiceRolePolicy (p. 271)ポリシーが
更新されました

Amazon EC2 で配置グループ、キャパシ
ティの予約、Elastic GPU、および Elastic 
Inference リソースのサポートを追加するよ
うに更新されました。

2021 年 3 
月 26 日

BatchServiceRolePolicy (p. 271)ポリシーが
追加されました

BatchServiceRolePolicyAWSServiceRoleForBatchサー
ビスにリンクされたロールの管理ポリシーで
は、によって管理されているサービスにリン
クされたロールを使用できますAWS Batch。
このポリシーを使用すると、コンピューティ
ング環境で使用するために独自のロールを維
持する必要がありません。

2021 年 3 
月 10 日

AWSBatchFullAccess (p. 275)-サービスに
リンクされたロールを追加する権限を追加

AWSServiceRoleForBatchサービスにリンク
されたロールをアカウントに追加できるよう
に IAM アクセス許可を追加しました。

2021 年 3 
月 10 日
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変更 説明 日付

AWS Batch は変更の追跡を開始しました AWS Batch が AWS マネージドポリシーの変
更の追跡を開始しました。

2021 年 3 
月 10 日

AWS Batchインターフェイスエンドポイントを使用
してにアクセスする

AWS PrivateLinkを使用して、VPC ととの間にプライベート接続を作成できますAWS Batch。イン
ターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、またはAWS Direct Connect接続を使用せず
に、VPCAWS Batch 内にあるかのように、アクセスできます。VPC のインスタンスは、パブリック IP ア
ドレスがなくてもアクセスできますAWS Batch。

このプライベート接続を確立するには、AWS PrivateLink を利用したインターフェイスエンドポイントを
作成します。インターフェイスエンドポイントに対して有効にする各サブネットにエンドポイントネット
ワークインターフェイスを作成します。これらは、AWS Batch 宛てのトラフィックのエントリポイントと
して機能するリクエスタ管理型ネットワークインターフェイスです。

詳細については、AWS PrivateLinkガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント」を参照してくださ
い。

AWS Batchに関する考慮事項
用のインターフェイスエンドポイントエンドポイントをセットアップする前にAWS Batch、「AWS 
PrivateLinkガイド」の「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。

AWS Batch は、インターフェイスエンドポイントを介してすべての API アクションの呼び出しをサポート
しています。

AWS Batch 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、以下の考慮事項に注意してくだ
さい。

• Fargate リソース起動タイプを使用するジョブでは、Amazon ECS 用のインターフェイス VPC エン
ドポイントは必要ありませんが、以下のように Amazon ECR のインターフェース VPC エンドポイン
ト、Secrets Manager、または Amazon CloudWatch Logsが必要になる場合があります。AWS Batch
• ジョブを実行するには、Amazon ECS 用のインターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要が

あります。詳細については、Amazon Elastic コンテナサービス開発者ガイドの「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 ECR からプライベートイメージをプルできるようにするには、Amazon ECR 用のイン
ターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要があります。詳細については、Amazon Elastic 
Container Registry 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。

• ジョブで Secrets Manager から機密データをプルできるようにするには、Secrets Manager 用のイ
ンターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要があります。詳細については、AWS Secrets 
Manager ユーザーガイドのVPC EndpointでSecrets Managerを使用するを参照してください。

• VPC にインターネットゲートウェイがなく、awslogsジョブがログドライバーを使用して、ログ情
報を Logs に送信する場合、 CloudWatch CloudWatch Logs 用のインターフェイス VPC エンドポイン
トを作成する必要があります。詳細については、Amazon  CloudWatch Logs ユーザーガイドの「イン
ターフェイス VPC CloudWatch エンドポイントでのログの使用」を参照してください。

• EC2 リソースを使用するジョブでは、起動されたコンテナインスタンスが、1.25.1バージョン以
降の Amazon ECS コンテナエージェントエージェントを実行する必要があります。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS Linux コンテナエージェン
トのバージョン」を参照してください。
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• 現在、VPC エンドポイントはクロスリージョンリクエストをサポートしていません。AWS Batch に対
して API コールを発行するリージョンと同じリージョンにエンドポイントを作成してください。

• VPC エンドポイントでは、Amazon Route 53 を介して Amazon 提供の DNS のみがサポートされていま
す。独自の DNS を使用したい場合は、条件付き DNS 転送を使用できます。詳細については、Amazon 
VPC ユーザーガイドの「DHCP Options Sets」を参照してください。

• VPCエンドポイントにアタッチされたセキュリティグループでは、VPCのプライベートサブネットか
ら、ポート443で着信接続を許可する必要があります。

• AWS BatchAWS リージョン以下の VPC インターフェイスエンドポイントはサポートしていません。
• アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)
• アジアパシフィック (ジャカルタ) (ap-southeast-3)

AWS Batch 用のインターフェイスエンドポイントの
作成
Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI)AWS Batch を使用して、イン
ターフェイスエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイン
トエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポ
イントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエンドポイントエン
ドポイントエンドポイントを作成できます。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「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。

AWS Batch以下のサービス名を使用して、のインターフェイスエンドポイントを作成します。

com.amazonaws.region.batch

例:

com.amazonaws.us-east-2.batch

aws-cnパーティションでは、形式が異なります。

cn.com.amazonaws.region.batch

例:

cn.com.amazonaws.cn-northwest-1.batch

インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、デフォルトのリー
ジョン DNSAWS Batch 名を使用して、API リクエストを実行できます。例えば、batch.us-
east-1.amazonaws.com。

詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「インターフェイスエンドポイントを介したサービスへ
のアクセス」を参照してください。

インターフェイスエンドポイントのエンドポイントポ
リシーを作成する
エンドポイントポリシーは、インターフェイスエンドポイントにアタッチできる IAM リソースです。デ
フォルトのエンドポイントポリシーでは、AWS Batchインターフェイスエンドポイント経由でフルアクセ
スが許可されています。VPCAWS Batch からのアクセスを制御するには、カスタムエンドポイントポリ
シーをインターフェイスエンドポイントにアタッチします。

278

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_DHCP_Options.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html#create-interface-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html#create-interface-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html#access-service-though-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-interface.html#access-service-though-endpoint


AWS Batch ユーザーガイド
コンプライアンス検証

エンドポイントポリシーは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル (AWS アカウント、ユーザー、IAM ロール)。
• 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、「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。

例: AWS Batch アクション用の VPC エンドポイントポリシー

以下は、カスタムエンドポイントポリシーの例です。インターフェイスエンドポイントにアタッチされる
と、このポリシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパルに、リストされている AWS Batch アク
ションへのアクセス権を付与します。

{ 
   "Statement": [ 
      { 
         "Principal": "*", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "batch:SubmitJob", 
            "batch:ListJobs", 
            "batch:DescribeJobs" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

AWS Batch のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。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。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。
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• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Batch でのインフラストラクチャセキュリ
ティ

AWS BatchマネージドサービスであるはAWSグローバルネットワークセキュリティで保護されていま
す。AWSセキュリティサービスと AWS がインフラストラクチャを保護する方法については、「AWS ク
ラウドセキュリティ」を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを
使用して AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 - AWS Well-Architected Framework」の「イン
フラストラクチャ保護」を参照してください。

AWS の発行済み API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Batch にアクセスします。クライアン
トは以下をサポートする必要があります。

• Transport Layer Security (TLS) 1.0以降 TLS 1.2 以降が推奨されます。
• DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) や ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) などの Perfect 

Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートです。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 Service (AWS STS) を使用して、
一時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が、AWS Batch 
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いるため、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。また、AWS Batch ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御することもできます。これによ
り、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの特定の AWS Batch リソースへのネットワークア
クセスが分離されます。
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AWS Batch リソースのタグ付け
AWS Batch リソースを管理しやすくするために、タグ形式で各リソースに独自のメタデータを割り当てる
ことができます。このトピックでは、タグとその作成方法について説明します。

目次
• タグの基本 (p. 281)
• リソースのタグ付け (p. 281)
• タグの制限 (p. 282)
• コンソールでのタグの処理 (p. 283)
• CLI または API でのタグの操作 (p. 283)

タグの基本
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構
成されており、どちらもお客様側が定義します。

タグを使用すると、 AWS リソースを目的、所有者、環境などで分類できます。同じ型のリソースが多い
場合に、割り当てたタグに基づいて特定のリソースをすばやく識別できます。たとえば、AWS Batch サー
ビスに一連のタグを定義して、各サービスの所有者とスタックレベルを追跡できます。リソースタイプご
とに一貫した一連のタグキーを考案することをお勧めします。

タグは自動的にはリソースに割り当てられません。タグを追加したら、いつでもタグキーと値は編集で
き、タグはリソースからいつでも削除できます。リソースを削除すると、リソースのタグも削除されま
す。

タグには、AWS Batch に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。タグの値を空の文字列
に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。特定のリソースについて既
存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によって上書きされます。

AWS Management Console、AWS CLI、および AWS Batch API を使用してタグを操作できます。

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用している場合は、タグを作成、編集、削除する許可を
持つ AWS アカウントのユーザーを制御できます。

リソースのタグ付け
新規または既存のAWS Batch コンピューティング環境、ジョブ、ジョブ定義、ジョブキュー、スケジュー
リングポリシーのタグをつけることができます。

AWS Batch コンソールを使用している場合、新規リソースには作成時にタグを適用でき、既存のリソース
には関連するリソースページの [Tags] (タグ) タブを使用していつでもタグを適用できます。

AWS Batch API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合、関連する API アクションの tags パ
ラメータを使用して新規リソースにタグを適用でき、TagResource API アクションを使用して既存のリ
ソースにタグを適用できます。詳細については、「」を参照してくださいTagResource。

リソース作成アクションによっては、リソースの作成時にリソースのタグを指定できます。リソースの作
成時にタグを適用できない場合、リソースの作成プロセスは失敗します。これにより、作成時にタグ付け
するリソースが、指定したタグで作成されるか、まったく作成されないことが確認されます。作成時にリ
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ソースにタグを付ける場合、リソースの作成後にカスタムのタグ付けスクリプトを実行する必要はありま
せん。

次の表では、タグ付け可能な AWS Batch リソースと、作成時にタグ付け可能なリソースについて説明し
ます。

AWS Batch リソースのタグ付けのサポート

リソース タグをサポート タグの伝播をサポート 作成時のタグ付けを
サポート (AWS Batch 
API、AWS CLI、AWS 
SDK)

AWS Batch コンピュー
ティング環境

はい いいえ。 コンピュー
ティング環境タグ
は、他のリソース
には伝播されませ
ん。リソースのタグ
は、CreateComputeEnvironmentAPI 
オペレーションで渡さ
れる computeResources 
オブジェクトの tags 
メンバーで指定されま
す。

はい

AWS Batch ジョブ はい いいえ。 タグは、アレ
イジョブまたはマルチ
ノードパラレル (MNP) 
ジョブの子ジョブには
伝播されません。

はい

AWS Batchジョブ定義 はい いいえ。 はい

AWS Batchジョブ
キュー

はい いいえ。 はい

AWS Batchスケジュー
リングポリシー

はい いいえ。 はい

タグの制限
タグには以下のような基本制限があります。

• リソースあたりのタグの最大数 - 50 件
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 

1 つのみです。
• キーの最大長 - UTF-8 の 128 Unicode 文字
• 値の最大長 - UTF-8 の 256 Unicode 文字
• 複数の AWS サービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許

可される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および +、-、=、.、_、:、/、@。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーまたは値のプレフィックスとし

て使用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレフィックスを

282

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/APIReference/API_CreateComputeEnvironment.html


AWS Batch ユーザーガイド
コンソールでのタグの処理

持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つ持つタグは、 tags-per-resource 制限時には計算さ
れません。

コンソールでのタグの処理
AWS Batch コンソールを使って、新規または既存のコンピューティング環境、ジョブ、ジョブ定義、ジョ
ブキューに関連するタグを管理することができます。

作成時に個々のリソースにタグを追加する
タグは、AWS Batchコンピューティング環境、ジョブ、ジョブ定義、ジョブキュー、およびスケジューリ
ングポリシーの作成時に追加することができます。

個々のリソースでのタグの追加と削除
AWS Batch では、クラスターに関連付けられたタグをリソースのページから直接追加または削除できま
す。

個々のリソースのタグを追加または削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインでリソースタイプ (例: ジョブキュー) を選択します。
4. 特定のリソースを選択し、[Edit tags] (タグの編集) を選択します。
5. 必要に応じてタグを追加または削除します。

• タグを追加するには — リストの末尾にある空のテキストボックスにキーと値を指定します。
• タグを削除するには — タグの横にある

Delete icon
ボタンを選択します。

6. 追加または削除するタグごとにこのプロセスを繰り返し、[Edit tags] (タグの編集) を選択して終了し
ます。

CLI または API でのタグの操作
リソースのタグの追加、更新、リスト表示、および削除には、次の AWS CLI コマンドまたは AWS Batch 
API オペレーションを使用します。

AWS Batch リソースのタグ付けのサポート

タスク API アクション AWS CLI AWS Tools for Windows PowerShell

1 つ以上のタグを追
加、または上書きしま
す。

TagResource タグリソース アドバットResourceTag

1 つ以上のタグを削除
します。

UntagResource タグなしリソース リムーブバットResourceTag

リソースのタグを一覧
表示します

ListTagsForResource list-tags-for-resource ゲットバットResourceTag
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以下の例では、AWS CLIを使用して、リソースに対してタグ付けまたはタグ削除する方法を示していま
す。

例 1: 既存のリソースにタグ付けする

次のコマンドでは、既存のリソースにタグ付けします。

aws batch tag-resource --resource-arn resource_ARN --tags team=devs

例 2: 既存のリソースからタグを削除する

次のコマンドでは、既存のリソースからタグを削除します。

aws batch untag-resource --resource-arn resource_ARN --tag-keys tag_key

例 3: リソースのタグのリスト取得

次のコマンドは、既存のリソースに関連付けられているタグのリストを取得します。

aws batch list-tags-for-resource --resource-arn resource_ARN

一部のリソース作成アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。以下のアクションでは、
作成時のタグ付けがサポートされます。

タスク API アクション AWS CLI AWS Tools for Windows 
PowerShell

コンピューティング環境
の作成

CreateComputeEnvironment create-compute-
environment

ニューバット
ComputeEnvironment

ジョブキューの作成 CreateJobQueue create-job-queue ニューバットJobQueue

スケジューリングポリ
シーの作成

CreateSchedulingPolicy create-scheduling-policy ニューバット
SchedulingPolicy

ジョブ定義を登録する RegisterJobDefinition register-job-definition レジスターバット
JobDefinition

ジョブを送信する SubmitJob submit-job Submit-BATJob
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AWS Batch サービスクォータ
次の表に、変更できない AWS Batch のサービスクォータを示します。各クォータはリージョンごとにあ
ります。

リソース クォータ

ジョブキューの最大数 詳細については、「ジョブキュー (p. 120)」を参照してください。 50

コンピューティング環境の最大数 詳細については、「コンピューティング環境 (p. 128)」
を参照してください。

50

ジョブキューあたりのコンピューティング環境の最大数 3

ジョブの依存関係の最大数 20

ジョブ定義の最大サイズ (RegisterJobDefinition API オペレーションの場合) 24 KiB

ジョブの最大ペイロードサイズ (SubmitJob API オペレーションの場合) 30 KiB

配列ジョブの最大配列サイズ 10000

SUBMITTED 状態のジョブの最大数 1000000

SubmitJob オペレーションに必要な各アカウントの最大秒間トランザクション数 (TPS) 50

AWS Batch の使用方法によっては、追加のクォータが適用される場合があります。Amazon EC2 クォー
タの詳細については、の「Amazon EC2 Service Quotas」を参照してくださいAWS 全般のリファレン
ス。Amazon ECS クォータの詳細については、の全体の全体 Amazon ECS Service Quotas を参照してく
ださいAWS 全般のリファレンス。Amazon EKS クォータの詳細については、の「Amazon EKS Service 
Quotas」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。
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AWS Batch のトラブルシューティン
グ

コンピューティング環境、ジョブキュー、ジョブ定義、またはジョブに関連する問題のトラブルシュー
ティングが必要な場合があります。この章では、AWS Batchご使用の環境でこのような問題をトラブル
シューティングして解決する方法について説明します。

AWS BatchIAM ポリシー、ロール、権限を使用し、Amazon EC2、Amazon ECS、および Amazon Elastic 
Kubernetes サービスのインフラストラクチャ上で実行されます。AWS Fargateこれらのサービスに関連す
る問題をトラブルシューティングするには、以下を参照してください。

• IAM ユーザーガイドの IAM のトラブルシューティング
• Amazon Elastic コンテナサービス開発者ガイドの Amazon ECS トラブルシューティング
• Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon EKS トラブルシューティング
• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの EC2 インスタンスのトラブルシューティング

目次
• AWS Batch (p. 287)

• INVALIDコンピューティング環境 (p. 287)
• ロール名または ARN が正しくありません (p. 287)
• INVALIDコンピューティング環境の修復 (p. 288)

• RUNNABLEジョブがステータスに行き詰まっている (p. 288)
• 作成時にタグ付けされていないスポットインスタンス (p. 289)
• スポットインスタンスがスケールダウンしない (p. 289)

• AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーをのスポットフリートロールにア
タッチします。AWS Management Console (p. 290)

• を使用してスポットフリートロールに AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリ
シーをアタッチします。AWS CLI (p. 290)

• Secrets Manager のシークレットを取得できない (p. 290)
• ジョブ定義リソース要件を上書きできない (p. 291)
• desiredvCpus設定を更新したときのエラーメッセージ (p. 292)

• Amazon EKS における AWS Batch (p. 292)
• INVALIDコンピューティング環境 (p. 292)

• Kubernetesサポートされていないバージョン (p. 292)
• インスタンスプロファイルは存在しません (p. 293)
• Kubernetes名前空間が無効です (p. 293)
• 削除されたコンピューティング環境 (p. 293)
• ノードが Amazon EKS クラスターに参加しない (p. 294)

• AWS BatchAmazon EKSでは、RUNNABLEジョブのステータスが停止しています (p. 294)
• aws-auth ConfigMapが正しく設定されていることを確認する (p. 295)
• RBAC 権限またはバインディングが正しく設定されていない (p. 295)286
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AWS Batch

AWS Batch
INVALIDコンピューティング環境
マネージドコンピューティング環境を誤って構成した可能性があります。そうした場合、INVALIDコン
ピューティング環境はある状態になり、配置するジョブを受け入れることができなくなります。次のセク
ションでは、考えられる原因と、その原因に基づくトラブルシューティング方法について説明します。

ロール名または ARN が正しくありません
INVALIDコンピューティング環境が状態に入る最も一般的な原因は、AWS Batchサービスロールまたは 
Amazon EC2 スポットフリートロールの正しくない名前、あるいは Amazon リソースネーム (ARN) で
す。これは、AWS CLIまたはAWS SDK を使用して作成されたコンピューティング環境によく見られま
す。でコンピューティング環境を作成する際AWS Management Console、AWS Batchは正しいサービ
スやスポットフリートのロールを選択する支援をします。ただし、名前または ARN を手動で入力し、
間違って入力したとします。そうすると、結果として得られるコンピューティング環境も同様になりま
すINVALID。

ただし、IAM リソースの名前または ARNAWS CLI をコマンドまたは SDK コードに手動で入力したとしま
す。この場合、AWS Batch文字列を検証できません。代わりに、悪い価値を受け入れ、AWS Batch環境を
作ろうとしなければなりません。AWS Batch環境の作成に失敗すると、INVALID環境は状態に移行し、次
のエラーが表示されます。

無効なサービスロールの場合:

CLIENT_ERROR - Not authorized to perform sts:AssumeRole (Service: 
AWSSecurityTokenService; Status Code: 403; Error Code: AccessDenied; Request 
ID: dc0e2d28-2e99-11e7-b372-7fcc6fb65fe7)

無効なスポットフリートロールの場合:

CLIENT_ERROR - Parameter: SpotFleetRequestConfig.IamFleetRole 
is invalid. (Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: 
InvalidSpotFleetRequestConfig; Request ID: 331205f0-5ae3-4cea-
bac4-897769639f8d) Parameter: SpotFleetRequestConfig.IamFleetRole is invalid

この問題によくある原因の 1 つとして、次のようなシナリオが考えられます。AWS CLIまたはAWS SDK 
を使用する場合、完全な Amazon リソースネーム (ARN) ではなく、IAM ロールの名前のみを指定します。
ロールを作成した方法によって、ARNaws-service-role にパスプレフィックスが含まれる場合があり
ます。たとえば、AWS Batchの手順を使用してサービスロールを手動で作成した場合AWS Batch IAM サー
ビスロール (p. 210)、サービスロール ARN は次のようになります。

arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBatchServiceRole

ただし、今日、コンソールの初回実行ウィザードの一部としてサービスロールを作成した場合、サービス
ロール ARN は次のようになります。

arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/AWSBatchServiceRole

AWS CLI または AWS SDK を使用する場合に IAM ロールの名前のみを指定すると、AWS Batch は ARN 
が [aws-service-role] パスプレフィックスを使用しないと判断します。このため、コンピューティン
グ環境を作成するときには、IAM ロールに完全 ARN を指定することが推奨されます。

この設定の誤りがあるコンピューティング環境を修復するには、「INVALIDコンピューティング環境の修
復 (p. 288)」を参照してください。
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INVALIDコンピューティング環境の修復
INVALIDコンピューティング環境が特定の状態になったら、そのコンピューティング環境を更新して無効
なパラメータを修復します。についてはロール名または ARN が正しくありません (p. 287)、正しいサー
ビスロールを使用してコンピューティング環境を更新してください。

誤って設定されたコンピューティング環境を修復するには

1. https://console.aws.amazon.com/batch/AWS Batch でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Compute environments] (コンピューティング環境) を選択します。
4. [Compute environments] (コンピューティング環境) ページで、編集するコンピューティング環境の横

にあるラジオボタンを選択し、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Update compute environment] (コンピューティング環境の更新) ページの [Service role] (サービスロー

ル) で、コンピューティング環境に使用する IAM ロールを選択します。AWS Batch コンソールには、
コンピューティング環境と正しい信頼関係があるロールのみが表示されます。

6. [Save] (保存) を選択して、コンピューティング環境を更新します。

RUNNABLEジョブがステータスに行き詰まっている
コンピューティング環境にコンピューティングリソースがあるが、RUNNABLEジョブがステータスを超え
て先に進まないとします。そうなると、ジョブが実際にコンピュートリソースに配置されない原因がある
可能性があります。この問題の一般的な原因を次に示します。

awslogs ログドライバーが、コンピューティングリソースで設定されていない

AWS Batchジョブは、ログ情報を CloudWatch Logs に送信します。この機能を有効にするに
は、awslogs ログドライバーを使用するようにコンピューティングリソースを設定する必要がありま
す。たとえば、コンピューティングリソース AMI を Amazon ECS 最適化 AMI (または Amazon Linux) 
をベースにしているとします。次に、ecs-initこのドライバーはデフォルトでパッケージに登録さ
れます。ここで、別のベース AMI を使用するとします。次に、Amazon ECS コンテナエージェントが
開始するときに、awslogsECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERSログドライバが環境変数で使用可能
なログドライバとして利用可能なログドライバとして利用可能なログドライバとして利用可能なログ
ドライバとして指定されていることを検証する必要があります。詳細については、コンピューティン
グリソースの AMI 仕様 (p. 131)およびコンピューティングリソース AMI の作成 (p. 132)を参照してく
ださい。

リソースが不十分である

コンピューティングリソースが割り当てることができるリソースを超えた CPU またはメモリーリ
ソースがジョブ定義に指定されていると、ジョブは配置されません。たとえば、ジョブが 4 GiB のメ
モリーを指定し、コンピューティングリソースで使用できるのがそれ以下の場合を考えます。その場
合、ジョブをそれらのコンピューティングリソースに配置できない場合もあります。この場合、ジョ
ブ定義に指定するメモリを減らすか、あるいは環境のコンピューティングリソースを追加する必要が
あります。一部のメモリは、Amazon ECS コンテナエージェントやその他の重要なシステムプロセス
用に予約されています。詳細については、「コンピューティングリソースメモリ管理 (p. 170)」を参
照してください。

コンピューティングリソースのインターネットアクセスがありません

コンピューティングリソースには、Amazon ECS サービスエンドポイントと通信するために外部ネッ
トワークアクセスが必要です。これは、インターフェイス VPC エンドポイントを介して、またはパブ
リック IP アドレスを持つコンピューティングリソースを通じて可能になります。

インターフェイス VPC エンドポイントの詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者
ガイドの「Amazon ECS 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。

288

https://console.aws.amazon.com/batch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/vpc-endpoints.html


AWS Batch ユーザーガイド
作成時にタグ付けされていないスポットインスタンス

インターフェイス VPC エンドポイントが設定されておらず、コンピューティングリソースが、パブ
リック IP アドレスを持たない場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) を使用してこのアクセスを
提供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「NAT ゲートウェイ」を
参照してください。詳細については、「the section called “VPC を作成する” (p. 7)」を参照してくださ
い。

Amazon EC2 インスタンス制限に到達

アカウントで起動できる Amazon EC2 インスタンスの数は、EC2 インスタンスの割り当てによって
決定されます。AWS リージョン per-instance-type特定のインスタンスタイプにはクォータもありま
す。制限の引き上げをリクエストする方法など、アカウントの Amazon EC2 インスタンスクォータの
詳細については、Linux インスタンスの Amazon EC2 サービス制限を参照してください。

Amazon ECS コンテナエージェントがインストールされていません

AWS Batchジョブを実行するには、Amazon ECS コンテナエージェントを Amazon マシンイメージ 
(AMI) にインストールする必要があります。Amazon ECS コンテナエージェントは、デフォルトで 
Amazon ECS 最適化 AMI にインストールされます。Amazon ECS コンテナエージェントの詳細につ
いては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェ
ント」を参照してください。

詳細については、「AWSBatch ジョブが RUNNABLE ステータスのままになるのはなぜですか?」を参照
してください。 AWSナレッジセンターで。

作成時にタグ付けされていないスポットインスタンス
AWS Batch コンピューティングリソースのスポットインスタンスのタグ付けは、2017 年 10 月 25 日にサ
ポートが開始されました。以前には、Amazon EC2 スポットフリートロール用の推奨 IAM 管理ポリシー 
(AmazonEC2SpotFleetRole) には、起動時にスポットインスタンスにタグを付けるアクセス権限が含ま
れていませんでした。新しい推奨の IAM 管理ポリシーは、AmazonEC2SpotFleetTaggingRole と呼ば
れます。起動時のスポットインスタンスのタグ付けをサポートします。

作成時にスポットインスタンスのタグ付けを修正するには、以下の手順に従って、現在推奨の IAM 管理ポ
リシーを Amazon EC2 スポットフリートロールに割り当てます。そうすれば、そのロールでfuture 作成さ
れるスポットインスタンスには、作成時にインスタンスタグを適用する権限が付与されます。

現在の IAM 管理ポリシーを Amazon EC2 スポットフリートロールに割り当てるには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Roles] (ロール) を選択し、Amazon EC2 スポットフリートロールを選択します。
3. [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。
4. AmazonEC2SpotFleetTaggingRole を選択し、[ポリシーをアタッチ] を選択します。
5. Amazon EC2 スポットフリートロールを再度選択し、前のポリシーを削除します。
6. AmazonEC2SpotFleetRole ポリシーの右にある [x] を選択し、[デタッチ] を選択します。

スポットインスタンスがスケールダウンしない
AWS Batchをは 2021 年 3 月 10 AWSServiceRoleForBatch日にサービスにリンクされたロールを導入
しました。serviceRoleコンピューティング環境のパラメータにロールが指定されていないと、こ
のサービスにリンクされたロールがサービスロールとして使用されます。ただし、EC2 Spot のコン
ピューティング環境でサービスにリンクされたロールを使用しているが、使用するスポットロールには
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーが含まれていないとします。その場合、スポットインス
タンスはスケールダウンしません。その結果、「このオペレーションを実行する権限がありません。」と
いうメッセージが表示されます。以下の手順で、spotIamFleetRole パラメータで使用するスポットフ
リートロールを更新してください。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
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Secrets Manager のシークレットを取得できない

ロールの使用」および「AWS サービスに対してアクセス許可を委譲するロールの作成」を参照してくださ
い。

トピック
• AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーをのスポットフリートロールにアタッチしま

す。AWS Management Console (p. 290)
• を使用してスポットフリートロールに AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーをアタッチし

ます。AWS CLI (p. 290)

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーをのスポットフ
リートロールにアタッチします。AWS Management Console
現在の IAM 管理ポリシーを Amazon EC2 スポットフリートロールに割り当てるには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Roles] (ロール) を選択し、Amazon EC2 スポットフリートロールを選択します。
3. [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。
4. AmazonEC2SpotFleetTaggingRole を選択し、[ポリシーをアタッチ] を選択します。
5. Amazon EC2 スポットフリートロールを再度選択し、前のポリシーを削除します。
6. AmazonEC2SpotFleetRole ポリシーの右にある [x] を選択し、[デタッチ] を選択します。

を使用してスポットフリートロールに
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーをアタッチしま
す。AWS CLI
コマンド例では、Amazon EC2 スポットフリートロールの名前が [AmazonEC2]SpotFleetRole であること
を想定しています。ロールで別の名前が使用されている場合は、一致するようにコマンドを調整します。

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーをスポットフリートロールに割り当てるには

1. AmazonEC2SpotFleetTaggingRole マネージド IAM ポリシーを AmazonEC2SpotFleetRole ロール
にアタッチするには、を使用して次のコマンドを実行しますAWS CLI。

$ aws iam attach-role-policy \ 
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole \ 
    --role-name AmazonEC2SpotFleetRole

2. AmazonEC2SpotFleetRole マネージド IAM ポリシーを AmazonEC2SpotFleetRole ロールからデ
タッチするには、を使用して次のコマンドを実行しますAWS CLI。

$ aws iam detach-role-policy \ 
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetRole \ 
    --role-name AmazonEC2SpotFleetRole

Secrets Manager のシークレットを取得できない
バージョン 1.16.0-1 より前の Amazon ECS エージェントで AMI を使用する場合、この機能を使用する
には Amazon ECSECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE=true エージェント設定変数
を使用する必要があります。この情報は、新しいコンテナインスタンスを作成するときに、./etc/ecs/
ecs.configファイルに追加します。または、既存のインスタンスに追加することもできます。既存のイ
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ジョブ定義リソース要件を上書きできない

ンスタンスに追加する場合は、追加後に ECS エージェントを再起動する必要があります。詳細について
は、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナエージェント
の構成」を参照してください。

ジョブ定義リソース要件を上書きできない
に渡される [containererOverrides] に渡される [containerrides] に渡される [memorycontainererOverrides] 
に渡される [containerOverrides] に渡される [containerOverrides] に渡される [containerOverrides] に渡さ
れる [containerOverrides] に渡される [containererOverrides] に渡される [containererOverrides] に渡される 
[containererrides] に渡される [containerrides] に渡されるvcpus SubmitJob

これらのリソース要件を上書きしようとすると、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

「この値は非推奨のキーで送信され、ジョブ定義のリソース要件で提供される値と競合する可能性があり
ます。」

これを修正するには、[containerOverrides] の [resourceRequirements] メンバーにメモリと vCPU の要件
を指定します。たとえば、メモリと vCPU のオーバーライドが次の行で指定されているとします。

"containerOverrides": { 
   "memory": 8192, 
   "vcpus": 4
}

これらを次のように変更してください。

"containerOverrides": { 
   "resourceRequirements": [ 
      { 
         "type": "MEMORY", 
         "value": "8192" 
      }, 
      { 
         "type": "VCPU", 
         "value": "4" 
      } 
   ],
}

ジョブ定義の [containerProperties] オブジェクトで指定されているメモリと vCPU の要件と同じ変更を行
います。たとえば、メモリと vCPU の要件が次の行で指定されているとします。

{ 
   "containerProperties": { 
      "memory": 4096, 
      "vcpus": 2,
}

これらを次のように変更してください。

"containerProperties": { 
   "resourceRequirements": [ 
      { 
         "type": "MEMORY", 
         "value": "4096" 
      }, 
      { 
         "type": "VCPU", 
         "value": "2" 
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      } 
   ],
}

desiredvCpus設定を更新したときのエラーメッセー
ジ
AWS BatchAPI を使用して目的の vCPUs (desiredvCpus) 設定を更新すると、次のエラーメッセージが
表示されます。

Manually scaling down compute environment is not supported. Disconnecting job 
queues from compute environment will cause it to scale-down to minvCpus.

この問題は、desiredvCpusdesiredvCpus更新された値が現在の値より小さい場合に発生しま
す。desiredvCpus値を更新するときは、次の両方に当てはまる必要があります。

• desiredvCpusminvCpusmaxvCpus値はと値の間でなければなりません。
• desiredvCpus更新される値は、desiredvCpus現在の値以上にする必要があります。

Amazon EKS における AWS Batch
トピック

• INVALIDコンピューティング環境 (p. 292)
• AWS BatchAmazon EKSでは、RUNNABLEジョブのステータスが停止しています (p. 294)
• aws-auth ConfigMapが正しく設定されていることを確認する (p. 295)
• RBAC 権限またはバインディングが正しく設定されていない (p. 295)

INVALIDコンピューティング環境
マネージドコンピューティング環境を誤って構成した可能性があります。そうした場合、INVALIDコン
ピューティング環境はある状態になり、配置するジョブを受け入れることができなくなります。次のセク
ションでは、考えられる原因と、その原因に基づくトラブルシューティング方法について説明します。

Kubernetesサポートされていないバージョン
Kubernetesコンピューティング環境がサポートされていないバージョンで作成された場合、AWS Batch 
Amazon EKSINVALID ではコンピューティング環境のステータスがに変更されます。statusReasonパ
ラメータに次のようなエラーセットが表示されます。

reason=CLIENT_ERROR - ... EKS Cluster version [1.xx] is unsupported

この問題を解決するには、コンピューティング環境を削除してから、Kubernetesサポートされているバー
ジョンで再作成してください。

または UpdateComputeEnvironmentAPI CreateComputeEnvironmentオペレーションを使用してコン
ピューティング環境を作成または更新するときに、Kubernetesサポートされていないバージョンを指定す
ると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

At least one imageKubernetesVersion in EC2Configuration is not supported.
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この問題を解決するには、API オペレーションを使用してコンピューティング環境を作成または更新する
ときに、Kubernetesサポートされているバージョンを指定してください。

AWS BatchAmazon EKS では、Kubernetes現在以下のバージョンをサポートしています。

• 1.25
• 1.24
• 1.23
• 1.22

インスタンスプロファイルは存在しません
指定されたインスタンスプロファイルが存在しない場合、Amazon EKSINVALID コンピューティング環境
のステータスはに変更されます。AWS BatchstatusReasonパラメータに次のようなエラーセットが表示
されます。

CLIENT_ERROR - Instance profile arn:aws:iam::...:instance-profile/<name> does not exist

この問題を解決するには、有効なインスタンスプロファイルを指定または作成します。詳細については、
「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS ノードの IAM ロール」を参照してください。

Kubernetes名前空間が無効です
Amazon EKSAWS Batch でコンピューティング環境の名前空間を検証できない場合、INVALIDコンピュー
ティング環境のステータスはに変更されます。たとえば、この問題は名前空間が存在しない場合に発生す
る可能性があります。

statusReasonパラメータには、次のようなエラーメッセージが設定されています。

CLIENT_ERROR - Unable to validate Kubernetes Namespace

この問題は、以下の条件のいずれかに該当する場合に発生する可能性があります。

• KubernetesCreateComputeEnvironment呼び出しの名前空間文字列は存在しません。詳細について
は、を参照してくださいCreateComputeEnvironment。

• 名前空間の管理に必要なロールベースのアクセスコントロール (RBAC) 権限が正しく設定されていませ
ん。

• AWS BatchAmazon EKSKubernetes API サーバーエンドポイントにアクセスできない。

この問題を解決するには、「aws-auth ConfigMapが正しく設定されていることを確認する (p. 295)」
をご参照ください。詳細については、「Amazon EKS の使用開始AWS Batch (p. 20)」を参照してくださ
い。

削除されたコンピューティング環境
Amazon EKSAWS Batch コンピューティング環境にアタッチされたクラスターを削除する前に、Amazon 
EKS クラスターを削除するとします。次に、INVALIDコンピューティング環境のステータスがに変更され
ます。このシナリオでは、Amazon EKS クラスターを同じ名前で再作成すると、コンピューティング環境
は正しく動作しません。

この問題を解決するには、Amazon EKSAWS Batch のコンピューティング環境を削除してから再度作成し
ます。
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AWS BatchAmazon EKSでは、RUNNABLEジョ

ブのステータスが停止しています

ノードが Amazon EKS クラスターに参加しない
AWS BatchAmazon EKS では、すべてのノードが Amazon EKS クラスターに参加していないと判断され
た場合、コンピューティング環境をスケールダウンします。Amazon EKSAWS Batch でコンピューティン
グ環境をスケールダウンすると、コンピューティング環境のステータスはに変わりますINVALID。

Note

AWS Batchコンピューティング環境のステータスはすぐには変更されないため、問題をデバッグ
できます。

statusReasonパラメータには、次のいずれかに似たエラーメッセージが設定されていることがわかりま
す。

Your compute environment has been INVALIDATED and scaled down because 
none of the instances joined the underlying ECS Cluster. Common issues 
preventing instances joining are the following: VPC/Subnet configuration 
preventing communication to ECS, incorrect Instance Profile policy preventing 
authorization to ECS, or customized AMI or LaunchTemplate configurations 
affecting ECS agent.

Your compute environment has been INVALIDATED and scaled down because none of 
the nodes joined the underlying EKS Cluster. Common issues preventing nodes 
joining are the following: networking configuration preventing communication 
to EKS Cluster, incorrect EKS Instance Profile or Kubernetes RBAC policy 
preventing authorization to EKS Cluster, customized AMI or LaunchTemplate 
configurations affecting EKS/Kubernetes node bootstrap.

デフォルトの Amazon EKS AMI を使用する場合、この問題の最も一般的な原因は次のとおりです。

• インスタンスロールが正しく設定されていません。詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」
の「Amazon EKS ノードの IAM ロール」を参照してください。

• サブネットが正しく構成されていません。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon 
EKS VPC とサブネットの要件と考慮事項」を参照してください。

• セキュリティグループが正しく設定されていません。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの
「Amazon EKS セキュリティグループの要件と考慮事項」を参照してください。

Note

Personal Health Dashboard (PHD) にもエラー通知が表示される場合があります。

AWS BatchAmazon EKSでは、RUNNABLEジョブのス
テータスが停止しています
aws-authConfigMapは、管理対象ノードグループまたはを使用してノードグループを作成すると、クラ
スターに自動的に作成され、クラスターに適用されますeksctl。aws-authConfigMapは、ノードをク
ラスタに参加させるために最初に作成されます。ただし、を使用して、ロールベースアクセスコントロー
ル (RBAC) アクセス権をユーザーとロールに追加することもできます。aws-authConfigMap

aws-authConfigMapが正しく設定されていることを確認するには：

1. aws-authConfigMapマッピングされたロールを次の場所で取得します。

$ kubectl get configmap -n kube-system aws-auth -o yaml

2. roleARNが次のように設定されていることを確認します。
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く設定されていることを確認する

rolearn: arn:aws:iam::aws_account_number:role/AWSServiceRoleForBatch

Note

Amazon EKS コントロールプレーンのログを確認することもできます。詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS コントロールプレーンのロギング」を参
照してください。

RUNNABLEジョブが特定のステータスで行き詰まっている問題を解決するには、マニフェストを再適
用することをおすすめします。kubectl詳細については、「ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS 
Batch (p. 21)」を参照してください。または、kubectlを使用してを手動で編集することもできますaws-
authConfigMap。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「クラスターへの IAM ユーザーと
ロールのアクセスを有効にする」を参照してください。

aws-auth ConfigMapが正しく設定されていること
を確認する
aws-authConfigMapが正しく設定されていることを確認するには：

1. マップされたロールをで取得しますaws-authConfigMap。

$ kubectl get configmap -n kube-system aws-auth -o yaml

2. roleARNが次のように設定されていることを確認します。

rolearn: arn:aws:iam::aws_account_number:role/AWSServiceRoleForBatch

Note

aws-service-role/batch.amazonaws.com/パスがサービスにリンクされたロールの 
ARN から削除されました。aws-authこれは構成マップの問題が原因です。詳細について
は、「パスが設定されたロールは、の ARN にパスが含まれていると機能しない」を参照して
くださいaws-authconfigmap。

Note

Amazon EKS コントロールプレーンのログを確認することもできます。詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS コントロールプレーンのロギング」を参
照してください。

RUNNABLEジョブが特定のステータスで行き詰まっている問題を解決するには、マニフェストを再適
用することをおすすめします。kubectl詳細については、「ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS 
Batch (p. 21)」を参照してください。または、kubectlを使用してを手動で編集することもできますaws-
authConfigMap。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「クラスターへの IAM ユーザーと
ロールのアクセスを有効にする」を参照してください。

RBAC 権限またはバインディングが正しく設定されて
いない
RBAC 権限またはバインディングの問題が発生した場合は、aws-batchKubernetesKubernetesロールが
名前空間にアクセスできることを確認してください。

$ kubectl get namespace namespace --as=aws-batch
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RBAC 権限またはバインディ

ングが正しく設定されていない

$ kubectl auth can-i get ns --as=aws-batch

kubectl describeコマンドを使用して、Kubernetesクラスターロールまたは名前空間の権限を表示す
ることもできます。

$ kubectl describe clusterrole aws-batch-cluster-role

以下は出力例です。

Name:         aws-batch-cluster-role
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
PolicyRule: 
  Resources                                      Non-Resource URLs  Resource Names  Verbs 
  ---------                                      -----------------  --------------  ----- 
  configmaps                                     []                 []              [get 
 list watch] 
  nodes                                          []                 []              [get 
 list watch] 
  pods                                           []                 []              [get 
 list watch] 
  daemonsets.apps                                []                 []              [get 
 list watch] 
  deployments.apps                               []                 []              [get 
 list watch] 
  replicasets.apps                               []                 []              [get 
 list watch] 
  statefulsets.apps                              []                 []              [get 
 list watch] 
  clusterrolebindings.rbac.authorization.k8s.io  []                 []              [get 
 list] 
  clusterroles.rbac.authorization.k8s.io         []                 []              [get 
 list] 
  namespaces                                     []                 []              [get]

$ kubectl describe role aws-batch-compute-environment-role -n my-aws-batch-namespace

以下は出力例です。

Name:         aws-batch-compute-environment-role
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
PolicyRule: 
  Resources                               Non-Resource URLs  Resource Names  Verbs 
  ---------                               -----------------  --------------  ----- 
  pods                                    []                 []              [create get 
 list watch delete patch] 
  serviceaccounts                         []                 []              [get list] 
  rolebindings.rbac.authorization.k8s.io  []                 []              [get list] 
  roles.rbac.authorization.k8s.io         []                 []              [get list]

この問題を解決するには、RBACrolebinding 権限とコマンドを再度適用します。詳細については、
「ステップ 1: EKS クラスターの準備AWS Batch (p. 21)」を参照してください。
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いつ使用するかAWS Batch

AWS Batch のベストプラクティス
AWS Batchを使用すると、複雑なアーキテクチャを管理することなく、要求の厳しいさまざまな計算ワー
クロードを大規模に実行できます。 AWS Batchジョブは、疫学、ゲーム、機械学習などの分野で幅広い
ユースケースで使用できます。

このトピックでは、AWS Batch使用時に考慮すべきベストプラクティスと、使用時にワークロードを実行
および最適化する方法に関するガイダンスについて説明しますAWS Batch。

トピック
• いつ使用するかAWS Batch (p. 297)
• 大規模に実行するためのチェックリスト (p. 297)
• コンテナと AMI を最適化 (p. 298)
• 適切なコンピューティング環境リソースを選択してください (p. 299)
• Amazon EC2 オンデマンドまたはAmazon EC2 スポット (p. 300)
• Amazon EC2 スポットのベストプラクティスを活用してAWS Batch (p. 300)
• 一般的なエラーとトラブルシューティング (p. 301)

いつ使用するかAWS Batch
AWS Batchジョブを大規模かつ低コストで実行し、キューイングサービスとコストを最適化したスケーリ
ングを提供します。ただし、すべてのワークロードがを使用して実行するのに適しているわけではありま
せんAWS Batch。

• ショートジョブ — ジョブが数秒しか実行されない場合、バッチジョブをスケジュールするためのオー
バーヘッドは、ジョブ自体の実行時間よりも長くかかる可能性があります。回避策として、binpack提
出する前にタスクをまとめてくださいAWS Batch。次に、AWS Batchタスクを反復処理するようにジョ
ブを設定します。たとえば、個々のタスク引数を、Amazon DynamoDB テーブルにステージングした
り、Amazon S3 バケット内のファイルとしてステージングしたりします。ジョブがそれぞれ 3 ～ 5 分
実行されるように、タスクをグループ化することを検討してください。ジョブを完了したら、binpack
ジョブ内のタスクグループをループ処理します。AWS Batch

• すぐに実行する必要があるジョブ —AWS Batch ジョブを迅速に処理できます。ただし、AWS Batchは
スケジューラーであり、コストパフォーマンス、ジョブの優先度、およびスループットを最適化しま
す。 AWS Batchリクエストの処理には時間がかかる場合があります。数秒以内に応答する必要がある場
合は、Amazon ECS または Amazon EKS を使用するサービスベースのアプローチが適しています。

大規模に実行するためのチェックリスト
5 万個以上の vCPUs で大規模なワークロードを実行する前に、次のチェックリストを検討してください。

Note

大量のワークロードを 100 万個以上の vCPUs で実行する予定がある場合、または大規模に実行
するためのガイダンスが必要な場合は、AWSチームにお問い合わせください。
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• Amazon EC2 クォータを確認する — のサービスクォータパネルで Amazon EC2 クォータ (制限とも
呼ばれます) を確認しますAWS Management Console。必要に応じて、ピーク時の Amazon EC2 イ
ンスタンスの割り当てを増やすようリクエストしてください。Amazon EC2 スポットインスタンスと 
Amazon オンデマンドインスタンスには別々のクォータがあることに注意してください。詳細について
は、「Service Quotas タの開始方法」を参照してください。

• 各リージョンの Amazon Elastic Block Store クォータを確認する — 各インスタンスは、オペレーティン
グシステムに GP2 または GP3 ボリュームを使用します。デフォルトでは、AWS リージョンそれぞれ
のクォータは 300 TiB です。ただし、各インスタンスはこのクォータの一部としてカウントを使用しま
す。そのため、各リージョンの Amazon Elastic Block Store のクォータを確認する際には、必ずこれを
考慮に入れてください。クォータに達すると、それ以上インスタンスを作成することはできません。詳
細については、「Amazon Elastic Block Store エンドポイントとクォータ」を参照してください。

• Amazon S3 をストレージに使用 — Amazon S3 はスループットが高く、各アベイラビリティーゾーンの
ジョブとインスタンスの数に基づいてどれだけのストレージをプロビジョニングするかを推測する必要
がなくなります。詳細については、「設計パターンのベストプラクティス:Amazon S3 のパフォーマン
スの最適化」を参照してください。

• 段階的にスケーリングしてボトルネックを早期に特定する — 100 万個以上の vCPUs で実行されるジョ
ブでは、ボトルネックを早期に特定できるように、最初は小さく始めて徐々に増やします。たとえば、5
万個のvCPUs で実行することから始めてください。次に、その数を 20 万の vCPUs に増やし、次に 50 
万の vCPUs というように増やします。つまり、希望の vCPU 数に達するまで vCPUs 数を徐々に増やし
ていきます。

• 監視して潜在的な問題を早期に特定する — 大規模運用時に発生する可能性のある中断や問題を回避す
るには、アプリケーションとアーキテクチャの両方を必ず監視してください。仮に 1,000 個から 5,000 
個の vCPUs にスケーリングしても、ブレークが発生する可能性があります。Amazon CloudWatch Logs 
を使用してログデータを確認したり、 CloudWatch クライアントライブラリを使用して埋め込みメト
リクスを使用したりできます。詳細については、「CloudWatch ログエージェントリファレンス」と
「aws-embedded-metrics

コンテナと AMI を最適化
コンテナのサイズと構造は、最初に実行するジョブセットにとって重要です。これは、コンテナが 4 GB 
を超える場合に特に当てはまります。コンテナイメージはレイヤーで構築されます。レイヤーは、3つの並
行スレッドを使用してDockerによって並行して取得されます。max-concurrent-downloadsパラメータ
を使用して、同時実行スレッド数を増やすことができます。詳細については、「Dockerd」のドキュメン
トを参照してください。

より大きなコンテナを使用することもできますが、起動時間を短縮するためにコンテナの構造とサイズを
最適化することをお勧めします。

• コンテナが小さいほどフェッチが速くなります。コンテナが小さいほど、アプリケーションの起動時
間が短くなります。コンテナのサイズを小さくするには、更新頻度が低いライブラリやファイルを 
Amazon マシンイメージ (AMI) にオフロードします。また、Use bind mounts を使用してコンテナにア
クセスすることもできます。詳細については、「「「Use bind mounts」を参照してください。

• 同じサイズのレイヤーを作成し、大きなレイヤーを分割します。各レイヤーは 1 つのスレッドで取得さ
れます。そのため、レイヤーが大きいと、ジョブの起動時間に大きな影響を与える可能性があります。
コンテナのサイズを大きくすることと起動時間を短縮することの適切なトレードオフとして、最大レイ
ヤーサイズを 2 GB にすることをお勧めします。docker history your_image_idコマンドを実行
して、コンテナーイメージの構造とレイヤーサイズを確認できます。詳細については、「Docker ドキュ
メント」を参照してください。

• Amazon Elastic Container Registry をコンテナリポジトリとして使用 — 何千ものジョブをparallel 実行
すると、自己管理型のリポジトリで障害が発生したり、スループットが制限されたりする可能性があり
ます。Amazon ECR は大規模に動作し、最大 100 万個を超える vCPUs のワークロードを処理できま
す。
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適切なコンピューティング環境リソースを選択してください

適切なコンピューティング環境リソースを選択して
ください

AWS FargateAmazon EC2 よりも初期設定や設定が少なくて済み、特に初めての場合は使いやすいでしょ
う。 Fargate を使用すると、サーバーを管理したり、容量計画に対処したり、セキュリティのためにコン
テナワークロードを分離したりする必要がなくなります。

以下の要件がある場合は、Fargate インスタンスを使用することをお勧めします。

• ジョブはすばやく、特に 30 秒未満で開始する必要があります。
• ジョブの要件は、vCPUs が 16 個以下、GPU なし、メモリが 120 GiB 以下です。

詳細については、「Fargateをいつ使うべきか (p. 183)」を参照してください。

以下の要件がある場合は、Amazon EC2 インスタンスの使用をお勧めします。

• インスタンスの選択をより細かく制御する必要があるか、特定のインスタンスタイプを使用する必要が
あります。

• ジョブには、GPU、AWS Fargateより多くのメモリ、カスタム AMI、Amazon Elastic Fabric Adapter な
ど、提供できないリソースが必要です。

• 高レベルのスループットまたは同時実行性が必要です。
• AMI、Amazon EC2 起動テンプレート、または特別な Linux パラメータへのアクセスをカスタマイズす

る必要があります。

Amazon EC2 では、特定の要件に合わせてワークロードをより細かく調整し、必要に応じて大規模に実行
できます。
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Amazon EC2 オンデマンドまたはAmazon EC2 スポット

Amazon EC2 オンデマンドまたはAmazon EC2 ス
ポット

AWS Batchほとんどのお客様は Amazon EC2 スポットインスタンスを使用しています。これは、オンデマ
ンドインスタンスよりも節約できるためです。ただし、ワークロードが数時間にわたって実行され、中断
できない場合は、オンデマンドインスタンスの方が適している場合があります。いつでも最初にスポット
インスタンスを試し、必要に応じてオンデマンドに切り替えることができます。

以下の要件と期待がある場合は、Amazon EC2 オンデマンドインスタンスを使用してください。

• ジョブの実行時間が 1 時間を超えているため、ワークロードの中断は許されません。
• ワークロード全体に厳密な SLO (サービスレベル目標) が設定されていて、計算時間を増やすことはでき

ません。
• 必要なインスタンスは中断される可能性が高くなります。

以下の要件と期待がある場合は、Amazon EC2 スポットインスタンスを使用してください。

• ジョブの実行時間は通常 30 分以下です。
• 作業の中断やジョブの再スケジュールは、作業負荷の一部として許容できます。詳細については、

「「スポットインスタンスアドバイザー」を参照してください。
• 実行時間の長いジョブは、中断された場合にチェックポイントから再開できます。

最初にスポットインスタンスで送信し、次にオンデマンドインスタンスをフォールバックオプションとし
て使用することで、両方の購入モデルを組み合わせることができます。たとえば、Amazon EC2 スポット
インスタンスで実行されているコンピューティング環境に接続されたキューにジョブを送信します。ジョ
ブが中断された場合は、Amazon からイベントをcatch EventBridge し、それをスポットインスタンスの再
利用に関連付けます。次に、AWS LambdaAWS Step Functions関数またはを使用してジョブをオンデマ
ンドキューに再送信します。詳細についてはチュートリアル: Job 停止イベントに Amazon シンプル通知
サービスアラートを送信 (p. 231)、「Amazon EC2 スポットインスタンスの中断を処理するためのベスト
プラクティス」と「Step FunctionsAWS Batch による管理」を参照してください。

Important

Amazon EC2 スポットインスタンスプールの可用性を維持し、中断率を減らすには、オンデマ
ンドコンピューティング環境に合わせてさまざまなインスタンスタイプ、サイズ、アベイラビリ
ティーゾーンを使用してください。

Amazon EC2 スポットのベストプラクティスを活
用してAWS Batch

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) スポットインスタンスを選択すると、ワークフローを最適化してコ
ストを大幅に節約できる可能性があります。詳細については、「Amazon EC2 S3 Storage Service

ワークフローを最適化してコストを節約するには、以下の Amazon EC2 スポットベストプラクティスを検
討してくださいAWS Batch。

• SPOT_CAPACITY_OPTIMIZEDAWS Batch割り当て戦略の選択 — 最も深い Amazon EC2 スポット容量
プールから Amazon EC2 インスタンスを選択します。中断が心配な場合は、これが適切な選択です。詳
細については、「配分戦略 (p. 162)」を参照してください。

• インスタンスタイプの多様化 — インスタンスタイプを多様化するには、互換性のあるサイズとファミ
リーを検討し、AWS Batch価格や可用性に基づいて選択してください。たとえば、c5.12xlargeまた
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は、、、c5ac5nc5dm5、c5.24xlargem5dおよびファミリの代わりとして検討してください。詳細に
ついては、「インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンについて柔軟に対応する」を参照してく
ださい。

• ジョブの実行時間またはチェックポイントの削減 — Amazon EC2 スポットインスタンスを使用する場
合は、中断を避けるため、1 時間以上かかるジョブを実行しないことをお勧めします。ジョブを30分以
内の小さな部分に分割またはチェックポイントすると、中断の可能性を大幅に減らすことができます。

• 自動リトライを使用する —AWS Batch ジョブの中断を避けるため、ジョブの自動リトライを設定して
ください。Batch ジョブは、0 以外の終了コードが返された、サービスエラーが発生した、またはイン
スタンスが再利用されたなどの理由で中断される可能性があります。自動再試行は、最大 10 回まで設
定できます。まず、自動再試行を少なくとも 1 ～ 3 回設定することをお勧めします。Amazon EC2 ス
ポット中断の追跡については、「スポット中断ダッシュボード」を参照してください。

なぜならAWS Batch、再試行パラメータを設定すると、ジョブはジョブキューの先頭に配置されます。
つまり、仕事が優先されます。ジョブ定義を作成するか、でジョブを送信するときにAWS CLI、再試行
方法を設定できます。詳細については、「submit-job」を参照してください。

$ aws batch submit-job --job-name MyJob \ 
    --job-queue MyJQ \ 
    --job-definition MyJD \ 
    --retry-strategy attempts=2

• カスタム再試行を使用する — 特定のアプリケーションの終了コードまたはインスタンスの再利用に合わ
せてジョブ再試行戦略を設定できます。次の例では、ホストが障害を起こした場合、ジョブは最大 5 回
再試行できます。ただし、ジョブが別の理由で失敗した場合、ジョブは終了し、FAILEDステータスはに
設定されます。

"retryStrategy": { 
    "attempts": 5, 
    "evaluateOnExit": 
    [{ 
        "onStatusReason" :"Host EC2*", 
        "action": "RETRY" 
    },{ 
      "onReason" : "*" 
        "action": "EXIT" 
    }]
}

• スポット中断ダッシュボードを使用する — スポット中断ダッシュボードを使用して、スポット中断を追
跡できます。このアプリケーションは、回収された Amazon EC2 スポットインスタンスと、そのスポッ
トインスタンスがどのアベイラビリティーゾーンにあるかに関するメトリックスを提供します。詳細に
ついては、「「「「スポット中断ダッシュボード」を参照してください

一般的なエラーとトラブルシューティング
エラーは、AWS Batch多くの場合、アプリケーションレベルで発生するか、特定のジョブ要件を満たさ
ないインスタンス構成が原因で発生します。その他の問題としては、RUNNABLEジョブがステータスで
停止したり、INVALIDコンピューティング環境がステータスのまま停止したりすることが挙げられま
す。RUNNABLEジョブがステータスで停止する場合のトラブルシューティングの詳細については、を参
照してくださいRUNNABLEジョブがステータスに行き詰まっている (p. 288)。INVALIDステート内のコン
ピューティング環境のトラブルシューティングについては、を参照してくださいINVALIDコンピューティ
ング環境 (p. 287)。

• Amazon EC2 スポット vCPU クォータの確認 — 現在のサービスクォータがジョブの要件を満たして
いることを確認します。たとえば、現在のサービスクォータが 256 vCPUs で、ジョブに 10,000 個の 
vCPUs が必要であるとします。そうなると、サービスクォータがジョブの要件を満たしていません。
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詳細とトラブルシューティングの手順については、「Amazon EC2 サービスの割り当て」と「Amazon 
EC2 リソースのサービスクォータを増やすにはどうすればよいですか?」を参照してください。 。

• アプリケーションが実行される前にジョブが失敗する — 一部のジョブ
は、DockerTimeoutErrorCannotPullContainerErrorエラーまたはエラーが原因で失敗す
る可能性があります。トラブルシューティング情報については、「」の「エラーを解決する方法
DockerTimeoutError」を参照してくださいAWS Batch。 。

• IP アドレスが不十分 — VPC とサブネット内の IP アドレスの数によって、作成できるインスタンスの
数が制限されることがあります。ワークロードの実行に必要な数よりも多くのIPアドレスを提供するに
は、クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR)。必要に応じて、大きなアドレス空間を持つ専用 VPC 
を構築することもできます。たとえば、に複数の CIDR がある VPC を作成し、すべてのアベイラビリ
ティーゾーンに CIDR がのサブネットを作成できます10.x.y.0/17。10.x.0.0/16この例では、x は 
1 ～ 4 で、y は 0 または 128 です。この構成では、すべてのサブネットに 36,000 の IP アドレスが提供
されます。

302

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-resource-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-resource-limits.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-instance-limit/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/batch-docker-timeout-error/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/batch-docker-timeout-error/


AWS Batch ユーザーガイド
一般的なエラーとトラブルシューティング

• インスタンスが Amazon EC2 に登録されていることを確認する — Amazon EC2 コンソールにはイン
スタンスが表示され、Amazon ECS クラスターには Amazon Elastic Container Service コンテナインス
タンスが表示されない場合は、Amazon ECS エージェントが Amazon マシンイメージ (AMI) にインス
トールされていない可能性があります。Amazon ECS エージェント、AMI 内の Amazon EC2 データ、
または起動テンプレートも正しく設定されていない可能性があります。根本原因を特定するには、別の 
Amazon EC2 インスタンスを作成するか、SSH を使用して既存のインスタンスに接続します。詳細につ
いては、「Amazon ECS コンテナエージェントの設定」、「Amazon ECS ログファイルの場所」、およ
び「」を参照してくださいコンピューティングリソースの AMI (p. 130)。
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一般的なエラーとトラブルシューティング

• AWSダッシュボードの確認 — ダッシュボードを確認して、想定されるジョブの状態と、コンピュー
ティング環境が期待どおりにスケーリングされていることを確認します。AWSジョブのログインを確認
することもできます CloudWatch。

• インスタンスが作成されたことを確認する — インスタンスが作成されたということは、コンピューティ
ング環境が期待どおりにスケーリングされたことを意味します。インスタンスが作成されていない場合
は、コンピューティング環境内の関連するサブネットを見つけて変更してください。詳細については、
「Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティの検証」を参照してください。

また、関連するジョブ要件をインスタンスが満たしていることを確認することをお勧めします。たとえ
ば、ジョブには 1 TiB のメモリが必要な場合がありますが、コンピューティング環境では 192 GB のメ
モリに制限されている C5 インスタンスタイプを使用します。

• インスタンスがリクエストされていることを確認するAWS Batch — Auto Scaling のグループ履歴を
チェックして、インスタンスがによってリクエストされていることを確認しますAWS Batch。これ
は、Amazon EC2 がどのようにインスタンスを取得しようとしているかを示しています。Amazon EC2 
スポットが特定のアベイラビリティーゾーンのインスタンスを取得できないというエラーが表示される
場合は、そのアベイラビリティーゾーンが特定のインスタンスファミリーを提供していないことが原因
である可能性があります。

• インスタンスが Amazon ECS に登録されていることを確認する — Amazon EC2 コンソールにはイン
スタンスが表示され、Amazon ECS クラスターには Amazon ECS コンテナインスタンスがない場合
は、Amazon ECS エージェントが Amazon マシンイメージ (AMI) にインストールされていない可能性
があります。さらに、Amazon ECS エージェント、AMI 内の Amazon EC2 データ、または起動テン
プレートが正しく設定されていない可能性があります。根本原因を特定するには、別の Amazon EC2 
インスタンスを作成するか、SSH を使用して既存のインスタンスに接続します。詳細については、
「CloudWatch エージェント設定ファイル:ログセクション」、「Amazon ECS ログファイルの場所」、
および「」を参照してくださいコンピューティングリソースの AMI (p. 130)。

• サポートチケットを開く — トラブルシューティングを行っても問題が解決せず、サポートプランがあ
る場合は、サポートチケットを開いてください。サポートチケットには、問題、ワークロードの詳細、
構成、テスト結果に関する情報を必ず含めてください。詳細については、「「AWS Supportプランの比
較」を参照してください。

• AWS Batchおよび HPC フォーラムを確認してください。詳細については、AWS Batchおよび HPC
フォーラムを参照してください。

• AWS Batchランタイムモニタリングダッシュボードを確認する — このダッシュボードは、サーバーレ
スアーキテクチャを使用して Amazon ECS からイベントをキャプチャしAWS Batch、Amazon EC2 を
使用してジョブとインスタンスに関する洞察を提供します。詳細については、「「AWS Batch実行時監
視ダッシュボードソリューション」を参照してください。

304

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-verify-scaling-activity.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-Configuration-File-Details.html#CloudWatch-Agent-Configuration-File-Logssection
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/logs.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
https://repost.aws/tags/TAAQ5TlH16Tc686CgyYUNX0g/aws-batch
https://repost.aws/tags/TAjBvP4otfT3eX8PswbXo9AQ/high-performance-compute
https://github.com/aws-samples/aws-batch-runtime-monitoring
https://github.com/aws-samples/aws-batch-runtime-monitoring


AWS Batch ユーザーガイド

ドキュメント履歴
次の表に、AWS Batch の最初のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示します。また、
お客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。

変更 説明 日付

Amazon EKS の AWS Batch AWS Batchでは、Amazon EKS 
クラスターでのジョブの実行のサ
ポートが追加されました。

2022 年 10 月 25 日

のクロスサービスでの混乱した
代理の防止AWS Batch

AWS Batchでは、エンティティ
（サービスまたはアカウント）
が別のエンティティによってアク
ションの実行を強制された場合に
発生する、混乱を招く副セキュリ
ティ問題の回避策が提供されてい
ます。

2022 年 6 月 6 日

インターフェイス VPC エンドポ
イント (AWS PrivateLink)

AWS PrivateLinkを搭載した
インターフェイスVPCエンド
ポイントを設定するためのサ
ポートが追加されました。つま
り、VPCAWS Batch ととをプ
ライベートに接続できますAWS 
Direct Connect。

2022 年 4 月 15 日

強化されたコンピューティング
環境の更新

AWS Batchコンピューティング
環境のサポート更新が強化されま
した。

2022 年 4 月 14 日

AWS管理ポリシーの更新 — 既存
のポリシーへの更新

AWS Batch既存の管理ポリシー
を更新しました。

2021 年 12 月 6 日

公平配分のスケジューリング AWS Batch では、ジョブキュー
にスケジューリングポリシーを追
加するためのサポートが追加され
ました。

2021 年 11 月 9 日

Amazon EFS AWS Batchでは、ジョブ定義に 
Amazon EFS ファイルシステム
を追加するためのサポートが追加
されました。

2021 年 4 月 1 日

サービスにリンクされたロール
が追加されました

AWS 
BatchAWSServiceRoleForBatchサー
ビスにリンクされたロールを追加
します。

2021 年 3 月 10 日

AWS Fargate のサポート AWS Batch では、Fargate リ
ソースでのジョブの実行のサポー
トが追加されました。

2020年12月3日

Amazon Linux 2 サポート AWS Batch では、EC2 設定パラ
メータを使用して、コンピュー
ティング環境で Amazon Linux 2 

2020 年 11 月 24 日
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AMI の自動選択のサポートが追
加されました。

強化された再試行戦略 AWS Batch は、ジョブに対する
再試行戦略を強化します。これ
で、ジョブを再試行したり、ジョ
ブのExitCode、Reason、また
はStatusReason をパターンと
マッチングし、それ以上の再試
行を停止したりすることができま
す。

2020 年 10 月 20 日

リソースへのタグ付け AWS Batch では、コンピュー
ティング環境、ジョブ定義、ジョ
ブキュー、ジョブにメタデータタ
グの追加がサポートされました。

2020 年 10 月 7 日

Secrets AWS Batch では、ジョブにシー
クレットを渡す機能が追加されま
した。

2020 年 10 月 1 日

ログ記録 AWS Batch では、ジョブに追加
のログドライバーを指定するため
のサポートが追加されました。

2020 年 10 月 1 日

配分戦略 AWS Batch では、インスタンス
タイプを選択する複数の戦略がサ
ポートされています。

2019 年 10 月 16 日

EFA のサポート AWS Batch によって Elastic 
Fabric Adapter (EFA) デバイスの
サポートが追加されます。

2019 年 8 月 2 日

GPU スケジューリング AWS Batch では、GPU スケ
ジューリングが追加されました。
この機能を使用すると、各ジョ
ブが必要とする GPU の数を指定
できます。AWS Batch は、それ
に応じてインスタンスをスケール
アップします。

2019年4月4日

マルチノードの並列ジョブ AWS Batch では、マルチノード
の並列ジョブのサポートが追加
されました。この機能を使用する
と、複数の Amazon EC2 インス
タンスにまたがる単一のジョブを
実行できます。

2018 年 11 月 19 日

リソースレベルのアクセス許可 AWS Batch で、複数の API オペ
レーションにおけるリソースレベ
ルのアクセス許可がサポートされ
るようになりました。

2018 年 11 月 12 日

Amazon EC2 起動テンプレート
のサポート

AWS Batch にコンピューティン
グ環境で起動テンプレートを使用
するためのサポートが追加されま
した。

2018 年 11 月 12 日
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AWS Batch ジョブのタイムアウ
ト

AWS Batch では、ジョブタイム
アウトのサポートが追加されま
した。これにより、特定の期間
を超えてジョブが実行されると 
AWS Batch でジョブが終了する
ように、ジョブのタイムアウト期
間を設定できます。

2018 年 4 月 5 日

AWS Batch EventBridge ター
ゲットとしてのジョブ

AWS Batch EventBridge ジョブ
はターゲットとして利用可能に
なります。簡単なルールを作成す
ることで、イベントをマッチング
させ、それに応じて AWS Batch 
ジョブを送信できます。

2018 年 3 月 1 日

CloudTrail の監査AWS Batch CloudTrail AWS BatchAPI アク
ションに対する呼び出しを監査で
きます。

2018 年 1 月 10 日

配列ジョブ AWS Batch では、配列ジョブの
サポートが追加されました。パ
ラメータスイープおよび Monte 
Carlo ワークロードのパラメータ
に配列ジョブを使用できます。

2017 年 11 月 28 日

拡張された AWS Batch のタグ付
け

AWS Batch は、タグ付け機能の
サポートを拡大しました。この機
能を使用して、マネージド型のコ
ンピューティング環境内で起動さ
れた Amazon EC2 スポットイン
スタンスのタグを指定できます。

2017 年 10 月 26 日

AWS Batchのイベントストリー
ム EventBridge

AWS Batchのイベント
ストリームを追加します 
EventBridge。AWS Batch イベン
トストリームを使用して、ジョブ
キューに送信されたジョブの状態
に関する通知を、ほぼリアルタイ
ムで受け取ることができます。

2017 年 10 月 24 日

ジョブの再試行の自動化 AWS Batch では、ジョブ再試行
のサポートが追加されました。こ
の更新により、ジョブおよびジョ
ブ定義に再試行戦略を適用し、
ジョブが失敗した場合に自動的に
再試行できます。

2017 年 3 月 28 日

AWS Batch一般在庫状
況 (p. 305)

AWS Batchは、上でバッチコン
ピューティングワークロードを実
行するための手段として設計され
ていますAWS クラウド。

2017 年 1 月 5 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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