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複数のデプロイオプション

Amazon FSx for Lustre とは何です
か？

FSx for Lustre を使用すると、人気のあるハイパフォーマンス Lustre ファイルシステムを簡単かつ費用効
果の高い方法で起動して実行できます。機械学習、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、ビデ
オ処理、財務モデリングなど、速度が重要なワークロードには Lustre を使用します。

オープンソースの Lustre ファイルシステムは、高速ストレージを必要とするアプリケーション向けに設計
されており、ストレージがコンピューティングに対応できるように設計されています。Lustre は、増え続
ける世界のデータセットを迅速かつ安価に処理するという問題を解決するために構築されました。Lustre 
は、世界最速のコンピュータ向けに設計された、広く使用されているファイルシステムです。ミリ秒未満
のレイテンシー、最大数百 Gbps のスループット、および最大数百万の IOPS を提供します。Lustre の詳
細については、Lustre ウェブサイト を参照してください。

フルマネージドサービスである Amazon FSx を使用すると、ストレージ速度が重要なワークロードで 
Lustre を簡単に使用できます。FSx for Lustre は、Lustre ファイルシステムの設定と管理における従来の
複雑さを排除し、バトルテスト済みのハイパフォーマンスファイルシステムを数分でスピンアップおよび
実行できるようにします。また、複数のデプロイオプションが用意されているため、ニーズに合わせてコ
ストを最適化できます。

FSx for Lustre は POSIX に準拠しているため、変更を加えなくても、現在の Linux ベースのアプリケー
ションを使用できます。FSx for Lustre は、ネイティブファイルシステムインターフェイスを提供し、他の
あらゆるファイルシステムと同様に Linux オペレーティングシステムで機能します。また、書き込み後の
読み込み整合性を実現し、ファイルのロックをサポートします。

トピック
• 複数のデプロイオプション (p. 1)
• 複数のストレージオプション (p. 2)
• FSx for Lustre とデータリポジトリ (p. 2)
• FSx for Lustre ファイルシステムへのアクセス (p. 2)
• AWS サービスとの統合 (p. 3)
• セキュリティとコンプライアンス (p. 4)
• 前提 (p. 4)
• Amazon FSx for Lustre の料金 (p. 4)
• Amazon FSx for Lustre フォーラム (p. 4)
• Amazon FSx for Lustre を初めてお使いですか？ (p. 4)

複数のデプロイオプション
Amazon FSx for Lustre は、さまざまなデータ処理のニーズに対応するために、スクラッチ ファイルシス
テムと 永続 ファイルシステムの選択肢を提供します。スクラッチファイルシステムは、テンポラリスト
レージと短期間のデータ処理に最適です。データはレプリケーションされず、ファイルサーバに障害が発
生しても保持されません。整合性のあるファイルシステムは、長期的なストレージとスループット重視の
ワークロードに最適です。永続ファイルシステムでは、データがレプリケーションされ、障害が発生した
場合はファイルサーバーが置き換えられます。詳細については、「FSx for Lustre ファイルシステムのデプ
ロイオプション (p. 18)」を参照してください。

1

http://lustre.org/


FSx for Lustre Lustre ユーザーガイド
複数のストレージオプション

複数のストレージオプション
Amazon FSx for Lustre では、さまざまなデータ処理要件に最適化されたソリッドステートドライブ (SSD) 
およびハードディスクドライブ (HDD) ストレージタイプを選択できます。

• SSD ストレージオプション - 通常、小さなランダムなファイルオペレーションを伴う、低レイテンシー
で IOPS を多用するワークロードの場合は、SSD ストレージオプションの 1 つを選択します。

• HDD ストレージオプション - 通常、大規模でシーケンシャルなファイル操作を行うスループット集約型
のワークロードの場合は、いずれかの HDD ストレージオプションを選択します。

HDD ストレージオプションを使用してファイルシステムをプロビジョニングする場合は、オプションで 
HDD ストレージ容量の 20% のサイズの読み取り専用 SSD キャッシュをプロビジョニングできます。こ
れにより、頻繁にアクセスされるファイルに対して、サブミリ秒のレイテンシーとより高い IOPS が提供
されます。SSD ベースと HDD ベースのファイルシステムは、SSD ベースのメタデータサーバーでプロビ
ジョニングされます。その結果、ファイルシステムオペレーションの大部分を表すすべてのメタデータオ
ペレーションは、ミリ秒未満のレイテンシーで配信されます。

ストレージオプションのパフォーマンスについては、「Amazon FSx for Lustre のパフォーマン
ス (p. 79)」を参照してください。

FSx for Lustre とデータリポジトリ
FSx for Lustre ファイルシステムを Simple Storage Service (Amazon S3) のデータリポジトリまたはオン
プレミスのデータストアにリンクできます。

FSx for Lustre S3 データリポジトリ統合
FSx for Lustre は Simple Storage Service (Amazon S3) と統合されているため、Lustre のハイパフォーマ
ンスファイルシステムを使用してクラウドデータセットを簡単に処理できます。Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにリンクすると、FSx for Lustre ファイルシステムは S3 オブジェクトをファイル
として透過的に表示します。Amazon FSx は、ファイルシステムの作成時に S3 バケット内のすべての既
存ファイルのリストをインポートします。Amazon FSx は、ファイルシステムの作成後にデータリポジト
リに追加されたファイルのリストをインポートすることもできます。ワークフローのニーズに合わせてイ
ンポートプリファレンスを設定できます。ファイルシステムによって、ファイルシステムデータを S3 に
書き戻すこともできます。データリポジトリタスクによって、FSx for Lustre ファイルシステムと Simple 
Storage Service (Amazon S3) 上の耐久性のあるデータリポジトリ間のデータとメタデータの転送が簡単
に行えます。詳細については、「Amazon FSx for Lustre でデータリポジトリの使用 (p. 24)」および
「データリポジトリタスク (p. 50)」を参照してください。

FSx for Lustre およびオンプレミスのデータリポジト
リ
Amazon FSx for Lustre を使用すると、AWS Direct Connect または AWS VPN を使用してデータをイン
ポートすることにより、オンプレミスから AWS クラウド にデータ処理ワークロードをバーストできま
す。詳細については、「オンプレミスのデータに対する Amazon FSx の使用 (p. 60)」を参照してくだ
さい。

FSx for Lustre ファイルシステムへのアクセス
単一の FSx for Lustre ファイルシステムに接続されているコンピューティングインスタンスタイプと Linux 
Amazon マシンイメージ (AMI) を混在させて一致させることができます。
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AWS サービスとの統合

Amazon FSx for Lustre ファイルシステムには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンス、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Docker コンテナ、および Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon EKS) で実行中のコンテナからアクセスできます。

• Amazon EC2 - オープンソースの Lustre クライアントを使用して、Amazon EC2 コンピューティング
インスタンスからファイルシステムにアクセスします。Amazon EC2 インスタンスは、同じ Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内の他のアベイラビリティーゾーンからファイルシステムにアクセ
スできます。ただし、ネットワーク設定が VPC 内のサブネットを越えてアクセスできるように設定され
ている場合に限ります。Amazon FSx for Lustre がマウントされたら、ローカルファイルシステムと同じ
ように、ファイルやディレクトリを操作できるようになります。

• Amazon EKS - Amazon EKS ユーザーガイド で説明されているように、オープンソースの FSx for 
Lustre CSI ドライバー を使用して、Amazon EKS で実行されているコンテナから、Amazon FSx for 
Lustre にアクセスします。Amazon EKS で実行されているコンテナは、Amazon FSx for Lustre によっ
てバックアップされた高性能永続ボリューム (PV) を使用できます。

• Amazon ECS - Amazon EC2 インスタンス上の Amazon ECS Docker コンテナから、Amazon FSx 
for Lustre にアクセスします。詳細については、「Amazon Elastic Container Service からのマウン
ト (p. 106)」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre は、Amazon Linux 2 および Amazon Linux、Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL)、CentOS、Ubuntu、SUSE Linux など、最も人気の高い Linux ベースの AMI と互換性
があります。Lustre クライアントは、Amazon Linux 2 および Amazon Linux に含まれていま
す。RHEL、CentOS、Ubuntu については AWS Lustre クライアントリポジトリは、オペレーティングシス
テムと互換性のあるクライアントを提供します。

FSx for Lustre を使用すると、AWS Direct Connect または AWS Virtual Private Network を介してデータを
インポートすることにより、オンプレミスから AWS クラウド にコンピューティング集約型のワークロー
ドをバーストできます。オンプレミスから Amazon FSx ファイルシステムにアクセスし、必要に応じて
データをファイルシステムにコピーし、クラウド内のインスタンスでコンピューティング集約型のワーク
ロードを実行できます。

FSx for Lustre ファイルシステムにアクセスできるクライアント、コンピューティングインスタンス、およ
び環境の詳細については、「ファイルシステムへのアクセス (p. 90)」を参照してください。

AWS サービスとの統合
Amazon FSx for Lustre は、入力データソースとして Amazon SageMaker と統合されていま
す。SageMaker を FSx for Lustre で使用する場合、Simple Storage Service (Amazon S3) からの最初のダ
ウンロードステップを除外することで、機械学習トレーニングジョブが高速化されます。さらに、S3 リ
クエストのコストを節約することで、同じデータセットで反復ジョブの一般的なオブジェクトが繰り返
しダウンロードされるのを防ぐことができるため、総保有コスト (TCO) を削減することができます。詳
細については、Amazon SageMaker デベロッパーガイド の Amazon SageMaker とは を参照してくださ
い。Amazon FSx for Lustre を SageMaker のデータソースとして使用する方法のチュートリアルについ
ては、AWS 機械学習ブログの「Speed up training on Amazon SageMaker using Amazon FSx for Lustre 
and Amazon EFS file systems」(Amazon FSx for Lustre および Amazon EFS ファイルシステムを使用して 
Amazon SageMaker でトレーニングを高速化する) を参照してください。

FSx for Lustre は、EC2起動テンプレートを使用して AWS Batch と統合します。AWS Batch を使用す
ると、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、機械学習 (ML)、その他の非同期ワークロードな
ど、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。AWS Batch は、ジョブ
リソース要件に基づいて、インスタンスを自動的かつ動的にサイズ設定します。詳細については、AWS 
Batch ユーザーガイド の「AWS Batch とは」を参照してください。

FSx for Lustre は AWS ParallelCluster と統合されています。AWS ParallelCluster は HPC クラスターのデ
プロイと管理に使用されるサポートされているオープンソースのクラスター管理ツールによってサポート
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されている AWS です。クラスター作成プロセス中に、FSx for Lustre ファイルシステムを自動的に作成し
たり、既存のファイルシステムを使用したりできます。

セキュリティとコンプライアンス
FSx for Lustre ファイルシステムでは、保管時と転送中の暗号化がサポートされています。Amazon FSx 
は、AWS Key Management Service (AWS KMS ) で管理されているキーを使用して、保管中のファイルシ
ステムデータを自動的に暗号化します。サポートされている Amazon EC2 インスタンスからアクセスされ
る特定の AWS リージョンでは、転送中のデータも、ファイルシステム上で自動的に暗号化されます。転
送中のデータの暗号化がサポートされる AWS リージョンを含む FSx for Lustre でのデータ暗号化の詳細
については、「Amazon FSx for Lustre でのデータ暗号化 (p. 158)」を参照してください。Amazon FSx 
は、ISO、PCI-DSS、および SOC の認定に準拠していると評価されており、HIPAA の対象となります。
詳細については、「FSx for Lustre のセキュリティー (p. 157)」を参照してください。

前提
このガイドでは、以下の仮定を行います。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を使用する場合は、そのサービスに慣れていることを前
提としています。Amazon EC2 の使用方法の詳細については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照し
てください。

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の使用に慣れていることを前提としています。Amazon 
VPC の使用方法の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」を参照してください。

• Amazon VPC サービスに基づいて、VPC のデフォルトのセキュリティグループのルールを変更していな
いことを前提としています。セキュリティグループのルールを変更している場合は、Amazon EC2 イン
スタンスから Amazon FSx for Lustre ファイルシステムへのネットワークトラフィックを許可するため
に必要なルールを必ず追加してください。詳細については、「Amazon VPC を使用したファイルシステ
ムアクセスコントロール (p. 192)」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre の料金
Amazon FSx for Lustre では、ハードウェアやソフトウェアの前払い費用は発生しません。最低コミットメ
ント、セットアップコスト、追加料金なしで、使用したリソースに対してのみ、お支払いいただきます。
サービスに関連した料金や費用については、「 Amazon FSx for Lustre の料金」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre フォーラム
Amazon FSx for Lustre の使用中に問題が発生した場合は、フォーラム を確認してください。

Amazon FSx for Lustre を初めてお使いですか？
Amazon FSx for Lustre を初めて使用する方は、以下のセクションを順に読むことをお勧めします。

1. 最初の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成する準備ができたら、「Amazon FSx for Lustre 
の使用開始 (p. 10)」をお試しください。

2. パフォーマンスの詳細については、「Amazon FSx for Lustre のパフォーマンス (p. 79)」を参照して
ください。
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3. ファイルシステムを Simple Storage Service (Amazon S3) バケットデータリポジトリにリンクする方法
については、「Amazon FSx for Lustre でデータリポジトリの使用 (p. 24)」を参照してください。

4. Amazon FSx for Lustre セキュリティの詳細については、「FSx for Lustre のセキュリ
ティー (p. 157)」を参照してください。

5. スループットやファイルシステムのサイズを含む Amazon FSx for Lustre のスケーラビリティ制限の詳
細については、「クォータ (p. 200)」を参照してください。

6. Amazon FSx for Lustre API の詳細については、「Amazon FSx for Lustre API リファレンス」を参照し
てください。
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Amazon FSx for Lustre のセットアッ
プ

Amazon FSx for Lustre を初めて使用する前に、「Amazon ウェブサービスにサインアップす
る (p. 6)」セクションのタスクを完了してください。入門チュートリアル (p. 10)を完了するには、
ファイルシステムにリンクする Amazon S3 バケットに、「Simple Storage Service (Amazon S3) でデータ
リポジトリを使用する許可を追加する (p. 7)」に一覧表示されているアクセス許可があることを確認し
てください。

トピック
• Amazon ウェブサービスにサインアップする (p. 6)
• Simple Storage Service (Amazon S3) でデータリポジトリを使用する許可を追加する (p. 7)
• FSx for Lustre がリンクされた S3 バケットへのアクセスをチェックする方法 (p. 8)
• 次のステップ (p. 9)

Amazon ウェブサービスにサインアップする
AWS をセットアップするには、次のタスクを実行します。

1. AWS アカウントにサインアップする (p. 6)
2. 管理ユーザーを作成する (p. 6)

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

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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データリポジトリを使用する許可を追加する

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。

Simple Storage Service (Amazon S3) でデータリポ
ジトリを使用する許可を追加する

Amazon FSx for Lustre は Simple Storage Service (Amazon S3) と深く統合しています。この統合によ
り、FSx for Lustre ファイルシステムにアクセスするアプリケーションは、リンクされた Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットに保存されているオブジェクトにもシームレスにアクセスできます。詳細
については、「Amazon FSx for Lustre でデータリポジトリの使用 (p. 24)」を参照してください。

データリポジトリを使用するには、まず、管理者ユーザーのアカウントに関連付けられたロール
で、Amazon FSx for Lustre に特定の IAM アクセス許可を許可する必要があります。

コンソールを使用するロールのインラインポリシーを埋め込むには

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com//iam/ で IAM コンソー
ルを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. 一覧で、ポリシーを埋め込むロールの名前を選択します。
4. [Permissions] (アクセス許可) タブを選択します。
5. ページ下部までスクロールし、[Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。

Note

IAM のサービスリンクロールにインラインポリシーを埋め込むことはできません。リンク
されたサービスは、ロールの許可を変更できるかどうかを定義するため、サービスコンソー
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ル、API、または AWS CLI からポリシーを追加できる場合があります。サービスのサービ
スリンクロールのドキュメントを表示するには、IAM と連携する AWS サービス を参照し、
サービスの [Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列で [Yes] (はい) を選択
します。

6. [Creating Policies with the Visual Editor] (ビジュアルエディタでポリシーを作成する) を選択します
7. 以下のアクセス許可ポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "iam:AttachRolePolicy", 
            "iam:PutRolePolicy" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/*" 
    }
}

インラインポリシーを作成した後は、自動的にロールに埋め込まれます。サービスにリンクされたロール
の詳細については、「Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 190)」を参
照してください。

FSx for Lustre がリンクされた S3 バケットへのア
クセスをチェックする方法

FSx for Lustre ファイルシステムの作成に使用する IAM ロールに iam:AttachRolePolicy および
iam:PutRolePolicy 許可がない場合、Amazon FSx は S3 バケットポリシーを更新できるかどうかを
確認します。Amazon FSx は、Amazon FSx ファイルシステムが S3 バケットへのデータのインポートま
たはエクスポートを許可する s3:PutBucketPolicy アクセス許可が IAM ロールに含まれる場合に、バ
ケットポリシーを更新できます。バケットポリシーの変更が許可されている場合、Amazon FSx はバケッ
トポリシーに次のアクセス許可を追加します。

• s3:AbortMultipartUpload

• s3:DeleteObject

• s3:PutObject

• s3:Get*

• s3:List*

• s3:PutBucketNotification

• s3:PutBucketPolicy

• s3:DeleteBucketPolicy

Amazon FSx がバケットポリシーを変更できない場合、既存のバケットポリシーがバケットへの Amazon 
FSx アクセスを許可しているかどうかを確認します。

オプションがすべて失敗すると、ファイルシステムを作成するリクエストは失敗します。次の図表は、
ファイルシステムがリンク先の S3 バケットにアクセスできるかどうかを判断するときに Amazon FSx が
実行するチェックを示しています。
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次のステップ
FSx for Lustre の使用を開始するには、「Amazon FSx for Lustre の使用開始 (p. 10)」で Amazon FSx 
for Lustre リソースを作成するための手順を参照してください。
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Amazon FSx for Lustre の使用開始
次に、Amazon FSx for Lustre の使用方法を学びます。ステップでは、Amazon FSx for Lustre ファイルシ
ステムを作成し、コンピューティングインスタンスからアクセスするステップを説明します。オプション
で、Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを使用して、ファイルベースのアプリケーションで Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケット内のデータを処理する方法を説明します。

この入門演習では、次のステップが含まれます。

トピック
• 前提条件 (p. 10)
• ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)
• ステップ 2: ファイルシステムをマウントする前に、インスタンスに Lustre クライアントをインストー

ルして設定する (p. 14)
• ステップ 3: 分析を実行する (p. 16)
• (オプション) ステップ 4: Amazon FSx ファイルシステムのステータスを確認する (p. 16)
• ステップ 5: リソースをクリーンアップする (p. 17)

前提条件
この入門演習を実行するには、次のものが必要です。

• Amazon FSx for Lustre ファイルシステムおよび Amazon EC2 インスタンスを作成するために必要
なアクセス許可を持つ AWS アカウント。詳細については、「Amazon FSx for Lustre のセットアッ
プ (p. 6)」を参照してください。

• Amazon VPC サービスに基づいて、仮想プライベートクラウド (VPC) でサポートされている Linux 
リリースを実行する Amazon EC2 インスタンス。この EC2 インスタンスに Lustre クライアントを
インストールし、EC2 インスタンスに FSx for Lustre ファイルシステムをマウントします。Lustre 
クライアントは、Amazon Linux、Amazon Linux 2、CentOS、Red Hat Enterprise Linux 7.5～
7.9、8.2～8.6、Rocky Linux 8.4～8.6、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3、SP4、SP5、Ubuntu 
16.04、18.04、20.04、および 22.04 をサポートしています。この入門演習では、Amazon Linux 2 を使
用することをお勧めします。

この入門演習用に Amazon EC2 インスタンスを作成するときは、次の点に注意してください。
• デフォルトの VPC でインスタンスを作成することをお勧めします。
• EC2 インスタンスを作成する場合は、デフォルトのセキュリティグループを使用することをお勧めし

ます。
• 各 FSx for Lustre ファイルシステムには、メタデータサーバー (MDS) 用に 1 つの IP アドレスと、各ス

トレージサーバー (OSS) 用に 1 つの IP アドレスが必要です。
• 永続的な SSD ファイルシステムは、OSS あたり 2.4 TiB のストレージでプロビジョニングされま

す。
• スループットキャパシティが 12 MB/秒/TiB の永続的な HDD ファイルシステムは、OSS あたり 6 TiB 

のストレージでプロビジョニングされます。
• スループットキャパシティが 40 MB/秒/TiB の永続的な HDD ファイルシステムは、OSS あたり 1.8 

TiB のストレージでプロビジョニングされます。
• Scratch_2 ファイルシステムは、OSS あたり 2.4 TiB のストレージでプロビジョニングされます。
• Scratch_1 ファイルシステムは、OSS あたり 3.6 TiB のストレージでプロビジョニングされます。

• ワークロードが処理するデータを格納する Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。S3 バケット
は、FSx for Lustre ファイルシステムがリンクされた耐久性のあるデータリポジトリになります。
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• スクラッチ または 永続的、どちらの Amazon FSx for Lustre ファイルシステムタイプを作成するか決定
します 。詳細については、「FSx for Lustre のファイルシステムデプロイオプション  (p. 18)」を参
照してください。

ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイルシステ
ムの作成

次に、コンソールでファイルシステムを作成します。

ファイルシステムを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードで [Create file system] (ファイルシステムの作成) を選択して、ファイルシステム作成

ウィザードをスタートします。
3. FSx for Lustre を選択し、[Next] (次へ) を選択して、[Create File System] (ファイルシステムの作成) 

ページを表示します。
4. [File·system·details] (ファイルシステムの詳細) セクションに情報を入力します。

• ファイルシステム名-オプション で、ファイルシステム名を入力します。最大 256 文字の Unicode 
文字、空白、数字、特殊文字 + - = . _ : / を使用できます。

• デプロイとストレージのタイプ で、いずれかのオプションを選択します。

SSD ストレージは、通常、小規模でランダムなファイルオペレーションを行う、低レイテン
シー、IOPS 集約型のワークロードを提供します。HDD ストレージは、通常、大規模でシーケン
シャルなファイル操作を行うスループット集約型のワークロードを提供します。

ストレージタイプの詳細については、「複数のストレージオプション (p. 2)」を参照してください。

デプロイタイプの詳細については、「FSx for Lustre ファイルシステムのデプロイオプショ
ン (p. 18)」を参照してください。

転送中のデータの暗号化が可能な AWS リージョン の詳細については、「転送中のデータの暗号
化 (p. 159)」を参照してください。
• 長期ストレージ、および最高レベルの IOPS/ スループットを必要とするレイテンシーの影響を

受けやすいワークロードには、[Persistent, SSD] (永続的、SSD) デプロイタイプを選択します。
ファイルサーバーは高可用性であり、データはファイルシステムのアベイラビリティーゾーン内
で自動的にレプリケーションされ、このタイプは転送中のデータの暗号化をサポートします。永
続的、SSD は、最新世代の永続的ファイルシステムである Persistent 2 を使用します。

• 長期ストレージと、レイテンシーの影響を受けないスループット重視のワークロードには、永続
的、HDD デプロイタイプを選択してください。ファイルサーバーは高可用性であり、データは
ファイルシステムのアベイラビリティーゾーン内で自動的にレプリケーションされ、このタイプ
は転送中のデータの暗号化をサポートします。永続的、HDD は Persistent 1 デプロイタイプを使
用します。

[with SSD cache] (SSD キャッシュ) を選択して、HDD ストレージ容量の 20％ のサイズの SSD 
キャッシュを作成し、頻繁にアクセスされるファイルに 1 ミリ秒未満の遅延とより高い IOPS を
提供します。

• テンポラリストレージとデータの短期間の処理のために、スクラッチ、SSD デプロイタイプを選
択します。スクラッチ、SSD は Scratch 2 ファイルシステムを使用し、データの転送中の暗号化
を提供します。

• ファイルシステムに欲しい ストレージ単位あたりのスループット 量を選択します。このオプション
は、永続的 なデプロイタイプにのみ有効です。
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ストレージ単位あたりのスループットは、プロビジョニングされた 1 テビバイト (TiB) のストレー
ジごとの読み取り、および書き込みスループットの量 (MB / TiB) です。プロビジョニングしたス
ループットに対して支払いが発生します。
• 永続 SSD ストレージの場合は、125、250、500、または 1,000 MB / 秒 / TiB のいずれかの値を選

択します。
• 永続 HDD ストレージの場合、12 または 40 MB / 秒 / TiB の値を選択します。

ユニットストレージあたりのスループットとファイルシステムのパフォーマンスの詳細について
は、「ファイルシステムのパフォーマンスの集計 (p. 80)」を参照してください。

• ストレージ容量 については、ファイルシステムのストレージ容量を TiB で設定します。
• 永続、SSD デプロイタイプの場合、これを 1.2 TiB、2.4 TiB、または 2.4 TiB の増分の値に設定

します。
• 永続、HDD デプロイタイプで、この値は、12 MB / 秒 / TiB ファイルシステムの場合に 6.0 TiB の

増分、40 MB / 秒 / TiB ファイルシステムの場合に 1.8 TiB の増分が可能です。

ファイルシステムを作成した後、必要に応じてストレージ容量を増やすことができます。詳細につ
いては、「ストレージとスループット容量の管理 (p. 126)」を参照してください。

• データ圧縮タイプ で、[NONE] (なし) を選択してデータ圧縮をオフにするか、LZ4 を選択して LZ4 
アルゴリズムでデータ圧縮をオンにします。詳細については、「Lustre データ圧縮 (p. 132)」を参
照してください。

Amazon FSx コンソールを使用して作成したすべての FSx for Lustre ファイルシステムは、Lustre 
バージョン 2.12 で構築されます。

5. [Network & security] (ネットワークとセキュリティ) セクションで、次のネットワークおよびセキュリ
ティグループ情報を入力します。

• [Virtual Private Cloud (VPC)] (仮想プライベートクラウド (VPC)) で、ファイルシステムに関連付け
る VPC を選択します。この入門演習では、Amazon EC2 インスタンスと同じ VPC を選択します。
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• VPC セキュリティグループ の場合は、VPC のデフォルトのセキュリティグループの ID がすでに追
加されている必要があります。デフォルトのセキュリティグループを使用していない場合は、この
入門演習で使用するセキュリティグループに次のインバウンドルールが追加されていることを確認
してください。

タイプ プロトコル ポート範囲 ソース 説明

すべての TCP TCP 0～65535 カスタム
the_ID_of_this_security_group

インバウンド
の Lustre トラ
フィックルール

次の画面キャプチャは、インバウンドルールの編集の例を示しています。

Important

使用しているセキュリティグループが、「Amazon VPC を使用したファイルシステムアク
セスコントロール (p. 192)」の設定手順に従っていることを確認します。セキュリティグ
ループを設定して、ポート 988 および 1018～1023 で、セキュリティグループ自体または
フルサブネット CIDR からのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。これ
は、ファイルシステムホストが相互に通信できるようにするために必要です。

• [Subnet] (サブネット) に関して、使用可能なサブネットのリストから任意の値を選択します。
6. [Encryption] (暗号化) セクションで使用できるオプションは、作成するファイルシステムの種類によっ

て異なります。

• 永続ファイルシステムの場合、AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを選択し
て、保存中のファイルシステム上のデータを暗号化できます。

• スクラッチファイルシステムの場合、保管中のデータは AWS によって管理されるキーを使用して
暗号化されます。

• スクラッチ 2 および永続的ファイルシステムでは、サポートされている Amazon EC2 インスタンス
タイプからファイルシステムにアクセスすると、転送中のデータが自動的に暗号化されます。詳細
については、「転送中のデータの暗号化 (p. 159)」を参照してください。

7. データリポジトリの Import/Export - オプション のセクションでは、ファイルシステムを Simple 
Storage Service (Amazon S3) データリポジトリにリンクすることはデフォルトで無効になっていま
す。このオプションを有効にして、既存の S3 バケットへのデータリポジトリアソシエーションを
作成する方法については、「ファイルシステムの作成中に S3 バケットをリンクするには (コンソー
ル) (p. 31)」を参照してください。

Important

• このオプションを選択すると、バックアップが無効になり、ファイルシステムの作成中に
バックアップを有効にできなくなります。

• 1 つ以上の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットにリンクする場合は、リンクされているすべてのファイルシステムが削除さ
れるまで Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを削除しないでください。
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8. [Logging - optional] (ログ記録 - オプション) では、デフォルトでログ記録が有効化されています。
有効にすると、ファイルシステムのデータリポジトリアクティビティの障害と警告が Amazon 
CloudWatch Logs にログ記録されます。ログの設定の詳細については、「ロギングを管理す
る (p. 152)」を参照してください。

9. バックアップとメンテナンス - オプション では、以下を実行できます。

毎日の自動バックアップの場合:

• 毎日の自動バックアップ を無効にします。このオプションは、データリポジトリの Import/Export
を有効にしていない限り、デフォルトで有効になっています。

• 毎日の自動バックアップウィンドウ の開始時刻を設定します。
• 自動バックアップ保持期間 を 1～35 日に設定します。

詳細については、「バックアップの使用 (p. 116)」を参照してください。
10. 毎週のメンテナンス期間 のスタート時刻を設定するか、デフォルトの [No preference] (設定なし) に

設定したままにします。
11. ファイルシステムに適用するタグを作成します。
12. [Next] (次へ) を選択して、ファイルシステムの概要を作成する ページを表示します。
13. Amazon FSx for Lustreファイルシステムの設定を確認し、[Create file system] (ファイルシステムの作

成) を選択します。

ファイルシステムが作成されたので、後のステップのために完全修飾ドメイン名とマウント名をメモしま
す。ファイルシステムの完全修飾ドメイン名とマウント名を見つけるには、[Caches] (キャッシュ) のダッ
シュボードでファイルシステム名を選択し、[Attach] (添付) を選択します。

ステップ 2: ファイルシステムをマウントする前
に、インスタンスに Lustre クライアントをインス
トールして設定する

Amazon EC2 インスタンスから Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをマウントするには、まず 
Lustre クライアントをインストールします。

Amazon EC2 インスタンスに Lustre クライアントをダウンロードするには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを実行して、コンピューティングインスタンスで現在実行されているカーネルを特定し

ます。

uname -r

3. 以下のいずれかを実行します。

• x86 ベースの EC2 インスタンスにコマンドが 4.14.104-95.84.amzn2.x86_64 を返した場合、
または Graviton2 ベースの EC2 インスタンスに 4.14.181-142.260.amzn2.aarch64 またはそ
れ以上を返した場合は、次のコマンドを使用して Lustre クライアントをダウンロードしてインス
トールします。

sudo amazon-linux-extras install -y lustre
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• コマンドが x86 ベースの EC2 インスタンスの場合は 4.14.104-95.84.amzn2.x86_64 未
満、Graviton2 ベースの EC2 インスタンスの場合は 4.14.181-142.260.amzn2.aarch64 未満
の結果を返す場合は、次のコマンドを実行してカーネルを更新し、Amazon EC2 インスタンスを再
起動します。

sudo yum -y update kernel && sudo reboot

uname -r コマンドを使用して、カーネルが更新されていることを確認します。次に、上記の説明に
従って Lustre クライアントをダウンロードしてインストールします。

他の Linux ディストリビューションに Lustre クライアントをインストールする方法については、
「Lustre クライアントのインストール (p. 90)」を参照してください。

ファイルシステムをマウントするには

1. 次のコマンドを使用して、マウントポイントのディレクトリを作成します。

sudo mkdir -p /mnt/fsx

2. 作成したディレクトリに Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをマウントします。次のコマンド
を使用して、次のアイテムを置き換えます。

• 実際のファイルシステムのドメインネームシステム (DNS) 名で file_system_dns_name を置き
換えます。

• mountname を、describe-file-systems AWS CLI コマンドまたは DescribeFileSystems API オペレー
ションを実行して取得できるファイルシステムのマウント名に置き換えます。

sudo mount -t lustre -o noatime,flock file_system_dns_name@tcp:/mountname /mnt/fsx

このコマンドは、-o noatime と flock の 2 つのオプションでファイルシステムをマウントしま
す。

• noatime - inode のアクセス時間の更新をオフにします。inode のアクセス時間を更新するに
は、noatime なしで mount コマンドを使用します。

• flock - ファイルシステムのファイルロックを有効にします。ファイルロックを有効にしたくない
場合は、flock なしで mount コマンドを使用します。

3. 次のコマンドを使用して、ファイルシステム /mnt/fsx をマウントしたディレクトリの内容を一覧表
示し、マウントコマンドが成功したことを確認します。

ls /mnt/fsx
import-path  lustre
$ 

以下の df コマンドを使用することもできます。

df
Filesystem                      1K-blocks    Used  Available Use% Mounted on
devtmpf                          1001808       0    1001808   0% /dev
tmpfs                            1019760       0    1019760   0% /dev/shm
tmpfs                            1019760     392    1019368   1% /run
tmpfs                            1019760       0    1019760   0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1                       8376300 1263180    7113120  16% /
123.456.789.0@tcp:/mountname  3547698816   13824 3547678848   1% /mnt/fsx
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tmpfs                             203956       0     203956   0% /run/user/1000

結果は、/mnt/fsx にマウントされている Amazon FSx ファイルシステムを示しています。

ステップ 3: 分析を実行する
ファイルシステムが作成され、コンピューティングインスタンスにマウントされたので、それを使用して
高パフォーマンスのコンピューティングワークロードを実行できます。

データリポジトリの関連付けを作成して、ファイルシステムを Simple Storage Service (Amazon S3) 
データリポジトリにリンクできます。詳細については、「S3 バケットにファイルシステムをリンクす
る (p. 29)」を参照してください。

ファイルシステムを Simple Storage Service (Amazon S3) データリポジトリにリンクしたら、ファイルシ
ステムに書き込んだデータを Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにいつでもエクスポートでき
ます。コンピューティングインスタンスのいずれかのターミナルから、次のコマンドを実行して Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにファイルをエクスポートします。

sudo lfs hsm_archive file_name

フォルダまたはファイルの大規模なコレクションでこのコマンドをすばやく実行する方法の詳細について
は、「HSM コマンドを使用したファイルのエクスポート (p. 49)」を参照してください。

(オプション) ステップ 4: Amazon FSx ファイルシ
ステムのステータスを確認する

Amazon FSx ファイルシステムのステータスを表示するには、Amazon FSx コンソールの AWS CLI コマ
ンド describe-file-systems または API オペレーション DescribeFileSystems を使用します。

ファイルシステムのステータス 説明

AVAILABLE (利用可能) ファイルシステムは正常な状態にあり、到達可能
であり、使用可能です。

CREATING (作成) Amazon FSx は新しいファイルシステムを作成し
ています。

[DELETING] (削除中) Amazon FSx は既存のファイルシステムを削除し
ています。

UPDATING (更新) ファイルシステムは、お客様によって開始される
更新を受けています。

MISCONFIGURED (設定ミス) ファイルシステムに障害が発生していますが、リ
カバリ可能な状態です。

FAILED (失敗) このステータスは、次のいずれかを意味します。

• ファイルシステムに障害が発生したた
め、Amazon FSx では復旧できません。

• 新しいファイルシステムを作成すると
き、Amazon FSx はファイルシステムを作成で
きませんでした。
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ステップ 5: リソースをクリーンアップする
この演習が完了したら、以下のステップに従ってリソースをクリーンアップし、AWS アカウントを保護し
ます。

リソースをクリーンアップするには

1. 最終的なエクスポートを行うには、次のコマンドを実行します。

nohup find /mnt/fsx -type f -print0 | xargs -0 -n 1 sudo lfs hsm_archive &

2. Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを終了します。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「インスタンスの終了」を参照してください。

3. Amazon FSx for Lustre コンソールで、次の手順でファイルシステムを削除します。

a. ナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択します。
b. ダッシュボードのファイルシステムのリストから削除するファイルシステムを選択します。
c. [Actions] (アクション) で、[Delete file system] (ファイルシステムの削除) を選択します。
d. 表示されるダイアログボックスで、ファイルシステムの最終バックアップを作成するかどうか

を選択します。次に、削除を確定するために、ファイルシステム ID を入力します。[Delete file 
system] (ファイルシステムの削除) を選択します。

4. この演習用に Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成して、エクスポートしたデータを
保持したくない場合は、これで削除できます。詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」の「バケットの削除」を参照してください。
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FSx for Lustre ファイルシステムのデ
プロイオプション

FSx for Lustreは、パフォーマンスを最大化し、ボトルネックを軽減するために、複数のネットワークファ
イルサーバにデータを格納する、高性能のパラレルファイルシステムを提供します。サーバには複数の
ディスクがあります。ロードを分散するために、Amazon FSx はファイルシステムデータを小さなチャン
クにシャードし、ストライプと呼ばれるプロセスを使用してディスクとサーバーに分散します。FSx for 
Lustre データストライプの詳細については、「ファイルシステム内のデータのストライピング (p. 84)」
を参照してください。

Simple Storage Service (Amazon S3) に属する高い耐久性の長期データリポジトリを FSx for Lustre の高
性能ファイルシステムとリンクすることがベストプラクティスです。

このシナリオでは、リンクされた Simple Storage Service (Amazon S3) データリポジトリにデータセッ
トを保存します。FSx for Lustre ファイルシステムを作成するときは、S3 データリポジトリにリンクし
ます。この時点で、S3 バケット内のオブジェクトは FSx ファイルシステム上のファイルとディレクトリ
としてリストされます。Amazon FSx は、Amazon FSx ファイルシステム上で初めてファイルにアクセ
スしたときに、S3 から Lustre ファイルシステムにファイルの内容を自動的にコピーします。コンピュー
ティングワークロードの実行後、またはいつでも、データリポジトリタスクを使用して S3 に変更をエ
クスポートすることができます。詳細については、「Amazon FSx for Lustre でデータリポジトリの使
用 (p. 24)」および「データリポジトリのタスクを使用した変更のエクスポート (p. 47)」を参照して
ください。

FSx for Lustre のファイルシステムデプロイオプ
ション

Amazon FSx for Lustre には、2 つのファイルシステムデプロイオプション (スクラッチ および 永続的) が
あります。

Note

どちらのデプロイオプションでも、ソリッドステートドライブ (SSD) ストレージがサポートされ
ています。ただし、ハードディスクドライブ (HDD) ストレージは、永続的デプロイタイプの 1 つ
でのみサポートされます。

ファイルシステムデプロイタイプは、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、または Amazon FSx for Lustre API を使用して新しいファイルシステムを作成するときに選択しま
す。詳細については、「Amazon FSx API リファレンス」の「ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイ
ルシステムの作成 (p. 11)」、および「CreateFileSystem」を参照してください。

保管中のデータの暗号化は、使用するデプロイタイプに関係なく、Amazon FSx for Lustre ファイルシステ
ムを作成すると自動的に有効になります。スクラッチ 2 および永続ファイルシステムは、転送中の暗号化
をサポートする Amazon EC2 インスタンスからアクセスされると、転送中のデータを自動的に暗号化しま
す。暗号化の詳細については、「Amazon FSx for Lustre でのデータ暗号化 (p. 158)」を参照してくださ
い。

スクラッチファイルシステム
スクラッチファイルシステム は、データのテンポラリストレージと短期間の処理のために設計されてい
ます。データはレプリケーションされず、ファイルサーバーに障害が発生しても永続しません。スクラッ
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チファイルシステムでは、ストレージ容量 TiB あたり 200 MBps のベースラインスループットの最大 6 倍
の高バーストスループットを提供します。詳細については、「ファイルシステムのパフォーマンスの集
計 (p. 80)」を参照してください。

短期的で処理負荷の高いワークロードにコスト最適化されたストレージが必要な場合は、スクラッチファ
イルシステムを使用します。

次の図表は、Amazon FSx for Lustre スクラッチファイルシステムのアーキテクチャを示します。

スクラッチファイルシステムでは、ファイルサーバーが失敗し、データがレプリケーションされない場
合、ファイルサーバーは置き換えられません。スクラッチファイルシステム上でファイルサーバまたはス
トレージディスクが使用できなくなった場合でも、他のサーバに保存されているファイルには引き続きア
クセスできます。クライアントが使用できないサーバーまたはディスク上のデータにアクセスしようとす
ると、クライアントは即座に I/O エラーを発生します。

次の表に、サンプルサイズのスクラッチファイルシステムに想定される 1 日および 1 週間の可用性と耐久
性を示します。大規模なファイルシステムでは、ファイルサーバとディスクが多くなるため、障害が発生
する可能性が高くなります。

ファイルシステムサイ
ズ (TiB)

ファイルサーバーの数 1 日の可用性 / 耐久性 1 週間の可用性 / 耐久性

1.2 2 99.9% 99.4%

2.4 2 99.9% 99.4%

4.8 3 99.8% 99.2%

9.6 5 99.8% 98.6%
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ファイルシステムサイ
ズ (TiB)

ファイルサーバーの数 1 日の可用性 / 耐久性 1 週間の可用性 / 耐久性

50.4 22 99.1% 93.9%

永続的ファイルシステム
永続的ファイルシステム は、長期ストレージとワークロード用に設計されています。ファイルサーバー
は高可用性であり、データはファイルシステムが存在するアベイラビリティーゾーン内で自動的にレプリ
ケーションされます。ファイルサーバに添付されているデータボリュームは、添付先のファイルサーバと
は別にレプリケーションされます。

Amazon FSx は、ハードウェア障害について永続的ファイルシステムを継続的にモニタリングし、障害発
生時にインフラストラクチャのコンポーネントを自動的に置き換えます。永続的ファイルシステムでは、
ファイルサーバが使用できなくなると、障害が発生してから数分以内にファイルサーバが自動的に置き換
えられます。その間、クライアントはそのサーバー上のデータに対するリクエストを透過的に再試行し、
最終的にファイルサーバーを交換した後に成功します。永続的ファイルシステム上のデータはディスク上
にレプリケートされ、障害が発生したディスクはすべて自動的に透過的に置き換えられます。

長期ストレージや、長期間または無期限に実行され、可用性の中断の影響を受けやすいスループット重視
のワークロードには、永続的ファイルシステムを使用します。

次の図表は、単一のアベイラビリティーゾーン内にレプリケーションされた高可用性ファイルサーバー
とデータボリュームを持つ Amazon FSx for Lustre 永続ファイルシステムのアーキテクチャを示していま
す。

永続的デプロイタイプは、転送中の暗号化をサポートする Amazon EC2 インスタンスからアクセスされる
と、転送中のデータを自動的に暗号化します。
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Amazon FSx for Lustreでは、Persistent_1 と Persistent_2 という 2 つの永続的なデプロイタイプがサポー
トされています。

Persistent 1 デプロイタイプ
Persistent_1 デプロイタイプは Lustre 2.10 または 2.12 上に構築でき、SSD (ソリッドステートドライブ) 
と HDD (ハードディスクドライブ) のストレージタイプをサポートします。Persistent_1 デプロイタイプ
は、長期ストレージを必要とし、レイテンシーの影響を受けないスループット重視のワークロードがある
ユースケースに適しています。

SSD ストレージを備えた Persistent_1 ファイルシステムの場合、ストレージ単位あたりのスループット
は、テビバイト (TiB) あたり 50、100、または 200 MB / 秒のいずれかになります。HDD ストレージの場
合、ストレージ単位あたりの Persistent_1 スループットは、TiB あたり 12 または 40 MB / 秒です。

Persistent_1 デプロイ タイプは、AWS CLI と Amazon FSx API を使用してのみ作成できます。

Persistent 2 デプロイタイプ
Persistent_2 は最新世代の Persistent デプロイタイプで、長期ストレージを必要とし、最高レベルの IOPS 
とスループットを必要とするレイテンシーの影響を受けやすいワークロードを使用するユースケースに最
適です。Persistent_2 デプロイタイプは Lustre v2.12 上に構築され、SSD ストレージをサポートします。
これらは、125、250、500、1000 MB / 秒 / TiB のオプションを備えた Persistent_1 ファイルシステムと比
較して、ストレージ単位あたりのスループットが高いレベルをサポートします。

Persistent_2 デプロイタイプは Amazon FSx コンソール、AWS Command Line Interface、API を使用して
作成できます。
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利用できるリージョン
Persistent_1 と Persistent_2 デプロイタイプは次の AWS リージョンで使用できます。

AWS リージョン Persistent_1 Persistent_2

米国東部 (バージニア北部) ✓ ✓

米国東部 (オハイオ) ✓ ✓

米国西部 (ロサンゼルス) ✓

米国西部 (オレゴン) ✓ ✓

米国西部 (北カリフォルニア) ✓

アフリカ (ケープタウン) ✓

アジアパシフィック (ジャカルタ) ✓

アジアパシフィック (香港) ✓ ✓

アジアパシフィック (ムンバイ) ✓ ✓

アジアパシフィック (ハイデラバード) ✓

アジアパシフィック (ソウル) ✓ ✓

アジアパシフィック (東京) ✓ ✓

アジアパシフィック (大阪) ✓

アジアパシフィック (シンガポール) ✓ ✓

アジアパシフィック (シドニー) ✓ ✓

カナダ (中部) ✓ ✓

欧州 (アイルランド) ✓ ✓

欧州 (ミラノ) ✓

欧州 (スペイン) ✓

欧州 (フランクフルト) ✓ ✓

欧州 (チューリッヒ) ✓

欧州 (パリ) ✓

欧州 (ロンドン) ✓ ✓

欧州 (ストックホルム) ✓ ✓

中東 (バーレーン) ✓

中東 (アラブ首長国連邦) ✓

南米 (サンパウロ) ✓

AWS GovCloud (米国東部) ✓
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AWS リージョン Persistent_1 Persistent_2

AWS GovCloud (米国西部) ✓

FSx for Lustre パフォーマンスの詳細については、「ファイルシステムのパフォーマンスの集
計 (p. 80)」を参照してください。
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Amazon FSx for Lustre でデータリポ
ジトリの使用

Amazon FSx for Lustre は、高速ワークロード処理用に最適化された高性能ファイルシステムを提供し
ます。これは、機械学習、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、ビデオ処理、財務モデリン
グ、Electronic Design Automation (EDA) などのワークロードをサポートすることができます。通常、ワー
クロードでは、データアクセスのために高速でスケーラブルなファイルシステムインターフェイスを介し
てデータを表示する必要があります。多くの場合、これらのワークロードに使用されるデータセットは 
Amazon S3 の長期データリポジトリに保存されます。FSx for Lustre は Amazon S3 などのデータリポジ
トリとネイティブに統合されており、データセットを Lustre ファイルシステムで簡単に処理できます。

Note

ファイルシステムのバックアップは、データリポジトリにリンクされているファイルシステムで
はサポートされません。詳細については、「バックアップの使用 (p. 116)」を参照してくださ
い。

トピック
• データリポジトリの概要 (p. 24)
• データリポジトリの POSIX メタデータのサポート (p. 25)
• S3 バケットにファイルシステムをリンクする (p. 29)
• データリポジトリからの変更のインポート (p. 39)
• データリポジトリへの変更のエクスポート (p. 45)
• データリポジトリタスク (p. 50)
• ファイルシステムからのデータの解放 (p. 59)
• オンプレミスのデータに対する Amazon FSx の使用 (p. 60)
• データリポジトリのイベントログ (p. 60)
• 以前のデプロイタイプでの使用 (p. 70)

データリポジトリの概要
Amazon FSx for Lustre をデータリポジトリで使用する場合、自動インポートおよびデータリポジトリのイ
ンポートタスクを使用して、高パフォーマンスのファイルシステムで大量のファイルデータを取り込み、
処理できます。同時に、データリポジトリの自動エクスポートまたはエクスポートタスクを使用して、結
果をデータリポジトリに書き込むことができます。この方法を使用することで、データリポジトリに保存
されている最新のデータを使用して、いつでもワークロードを再起動できます。

Note

データリポジトリの関連付け、自動エクスポート、複数のリポジトリのサポートは、FSx for 
Lustre 2.10 ファイルシステムと Scratch 1 ファイルシステムでは使用できません。

FSx for Lustre は Amazon S3 と緊密に統合されています。この統合により、Amazon FSx ファイルシステ
ムをマウントするアプリケーションから Amazon S3 バケットに保存されているオブジェクトにシームレ
スにアクセスできます。また、AWS クラウド の Amazon EC2 インスタンスでコンピューティング集約型
のワークロードを実行し、ワークロードの完了後に結果をデータリポジトリにエクスポートすることもで
きます。

Amazon S3 データリポジトリ内のオブジェクトにファイルシステム上のファイルおよびディレクトリとし
てアクセスするには、ファイルおよびディレクトリのメタデータをファイルシステムにロードする必要が
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あります。データリポジトリの関連付けを作成するときに、リンクされたデータリポジトリからメタデー
タをロードできます。

また、自動インポートまたはデータリポジトリのインポートタスクを使用して、リンクされたデータリポ
ジトリからファイルシステムにファイルおよびディレクトリのメタデータをインポートすることもできま
す。データリポジトリの関連付けで自動インポートを有効にすると、S3 データリポジトリでファイルが
作成、変更、または削除されたときに、ファイルシステムによってファイルのメタデータが自動的にイン
ポートされます。または、データリポジトリのインポートタスクを使用して、新しいファイルまたは変更
されたファイルとディレクトリのメタデータをインポートすることもできます。

Note

データリポジトリの自動インポートおよびインポートタスクは、ファイルシステム上で同時に使
用できます。

また、自動エクスポートまたはデータリポジトリのエクスポートタスクを使用して、ファイルおよびそれ
に関連するメタデータをデータリポジトリにエクスポートすることもできます。データリポジトリの関連
付けで自動エクスポートを有効にすると、ファイルデータおよびメタデータが作成、変更、または削除さ
れたときに、ファイルシステムによってファイルデータとメタデータが自動的にエクスポートされます。
また、データリポジトリのエクスポートタスクを使用して、ファイルまたはディレクトリをエクスポート
することもできます。データリポジトリのエクスポートタスクを使用すると、そのような最後のタスク以
降に作成または変更されたファイルデータとメタデータがエクスポートされます。

Note

自動エクスポートおよびエクスポートデータリポジトリタスクは、ファイルシステム上で同時に
使用することはできません。

FSx for Lustre は、オンプレミスのファイルシステムを使用するクラウドでのバーストワークロードもサ
ポートしており、AWS Direct Connect または VPN を使用するオンプレミスクライアントからデータをコ
ピーすることができます。

Important

1 つ以上の Amazon FSx ファイルシステムを Amazon S3 のデータリポジトリにリンクして
いる場合は、リンクされているすべてのファイルシステムが削除またはリンク解除されるま
で、Amazon S3 バケットを削除しないでください。

データリポジトリの POSIX メタデータのサポート
Amazon FSx for Lustre は、Amazon S3 上のリンクされたデータリポジトリとの間でデータをインポー
トおよびエクスポートする際に、ファイル、ディレクトリ、シンボリックリンク (symlink) の Portable 
Operating System Interface (POSIX) メタデータを自動的に転送します。ファイルシステム内の変更をリン
クされたデータリポジトリにエクスポートすると、FSx for Lustre は POSIX メタデータの変更も S3 オブ
ジェクトのメタデータとしてエクスポートします。つまり、別の FSx for Lustre ファイルシステムが S3 か
ら同じファイルをインポートした場合、それらのファイルには、所有権やアクセス許可を含む、そのファ
イルシステム内にあるものと同じ POSIX メタデータが含まれるということです。

FSx for Lustre は、次のような POSIX 準拠のオブジェクトキーを持つ S3 オブジェクトのみをインポート
します。

mydir/
mydir/myfile1
mydir/mysubdir/
mydir/mysubdir/myfile2.txt

FSx for Lustre は、ディレクトリおよびシンボリックリンクを個別のオブジェクトとして S3 上のリンク
されたデータリポジトリに保存します。ディレクトリの場合、FSx for Lustre は、次のようにスラッシュ 
(「/」) で終わるキー名を持つ S3 オブジェクトを作成します。
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• S3 オブジェクトキー mydir/ は、FSx for Lustre ディレクトリ mydir/ にマッピングされます。
• S3 オブジェクトキー mydir/mysubdir/ は、FSx for Lustre ディレクトリ mydir/mysubdir/ にマッ

ピングされます。

シンボリックリンクの場合、FSx for Lustre は次の Amazon S3 スキーマを使用します。

• S3 オブジェクトキー - FSx for Lustre マウントディレクトリのリンク先を指定する相対パス
• S3 オブジェクトデータ - このシンボリックリンクのターゲットパス
• S3 オブジェクトメタデータ - シンボリックリンクのメタデータ

FSx for Lustre は、次のようなファイル、ディレクトリ、シンボリックリンクの所有権、アクセス許可、タ
イムスタンプなどの POSIX メタデータを S3 オブジェクトに保存します。

• Content-Type - ウェブブラウザのリソースのメディアタイプを示すために使用される HTTP エンティ
ティヘッダー。

• x-amz-meta-file-permissions - Linux stat (2) のマニュアルページ の st_mode と一致す
る、<octal file type><octal permission mask> 形式のファイルタイプとアクセス許可。

Note

FSx for Lustre は setuid の情報をインポートまたは保持しません。
• x-amz-meta-file-owner - 整数で表された所有者ユーザー ID (UID)。
• x-amz-meta-file-group - 整数で表されるグループ ID (GID)。
• x-amz-meta-file-atime - Unix エポックの開始後のナノ秒単位の最終アクセス時間。時間値を ns で

終了します。それ以外の場合、FSx for Lustre は値をミリ秒として解釈します。
• x-amz-meta-file-mtime - Unix エポックの開始後の最終修正時間。時間値を ns で終了します。それ

以外の場合、FSx for Lustre は値をミリ秒として解釈します。
• x-amz-meta-user-agent - Amazon FSx のインポート中に無視されるユーザーエージェント。エクス

ポート中、FSx for Lustre はこの値を aws-fsx-lustre に設定します。

関連付けられた POSIX アクセス許可のないオブジェクトを S3 からインポートする場合、FSx for Lustre 
がファイルに割り当てるデフォルトの POSIX アクセス許可は 755 です。この許可は、すべてのユーザー
に対する読み取りおよび実行アクセスと、ファイルの所有者に対する書き込みアクセスを許可します。

Note

FSx for Lustre は、S3 オブジェクト上のユーザー定義のカスタムメタデータを保持しません。

ハードリンクおよび S3 へのエクスポート
ファイルシステムの DRA で自動エクスポート (新規および変更されたポリシーを含む) が有効になってい
る場合、DRA に含まれる各ハードリンクは、ハードリンクごとに個別の S3 オブジェクトとして Amazon 
S3 にエクスポートされます。複数のハードリンクを含むファイルをファイルシステムで変更すると、ファ
イルの変更時にどのハードリンクが使用されたかに関係なく、S3 内のすべてのコピーが更新されます。

データリポジトリタスク (DRT) を使用してハードリンクを S3 にエクスポートする場合、DRT に指定され
たパスに含まれる各ハードリンクは、ハードリンクごとに個別の S3 オブジェクトとして S3 にエクスポー
トされます。複数のハードリンクを含むファイルをファイルシステムで変更すると、ファイルの変更時に
どのハードリンクが使用されたかに関係なく、S3 内の各コピーがそれぞれのハードリンクがエクスポート
された時点で更新されます。

Important

新しい FSx for Lustre ファイルシステムが、別の FSx for Lustre ファイルシステム、AWS 
DataSync、または Amazon FSx ファイルゲートウェイによって以前にハードリンクがエクスポー
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トされた S3 バケットにリンクされると、ハードリンクはその後、新しいファイルシステムに個
別のファイルとしてインポートされます。

ハードリンクとリリースされたファイル
リリースされたファイルとは、メタデータはファイルシステムに存在し、コンテンツは S3 にのみ保存さ
れているファイルのことです。リリースされたファイルの詳細については、ファイルシステムからのデー
タの解放 (p. 59) を参照してください。

Important

データリポジトリアソシエーション (DRA) 持つファイルシステムでハードリンクを使用すること
には、次の制限があります。

• 複数のハードリンクを持つリリース済みファイルを削除して再作成すると、すべてのハードリ
ンクの内容が上書きされる可能性があります。

• リリースされたファイルを削除すると、データリポジトリアソシエーションの外部にあるすべ
てのハードリンクからコンテンツが削除されます。

• 対応する S3 オブジェクトが S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive スト
レージクラスのいずれかにあるリリース済みファイルへのハードリンクを作成しても、ハード
リンク用に S3 に新しいオブジェクトが作成されることはありません。

チュートリアル: Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットにオブジェクトをアップロードする際の 
POSIX アクセス許可を付与する
次の手順では、POSIX アクセス許可を使用してオブジェクトを Simple Storage Service (Amazon S3) 
にアップロードするプロセスについて説明します。これにより、その S3 バケットにリンクされている 
Amazon FSx ファイルシステムを作成する際に POSIX アクセス許可をインポートできます。

POSIX アクセス許可を持つオブジェクトを Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロード
するには

1. ローカルコンピュータまたはマシンから、次のコマンド例を使用して、S3バケットにアップロードさ
れるテストディレクトリ (s3cptestdir) とファイル (s3cptest.txt) を作成します。

$ mkdir s3cptestdir
$ echo "S3cp metadata import test" >> s3cptestdir/s3cptest.txt
$ ls -ld s3cptestdir/ s3cptestdir/s3cptest.txt
drwxr-xr-x 3 500 500 96 Jan 8 11:29 s3cptestdir/
-rw-r--r-- 1 500 500 26 Jan 8 11:29 s3cptestdir/s3cptest.txt

新しく作成されたファイルとディレクトリには、前の例に示すように、ファイル所有者のユーザー ID 
(UID) とグループ ID (GID) が 500 で、アクセス許可があります。

2. Simple Storage Service (Amazon S3) API を呼び出して、メタデータ許可を持つディレクトリ
s3cptestdir を作成します。ディレクトリ名は、末尾にスラッシュ (/) を付けて指定する必要があ
ります。サポートされている POSIX メタデータについては、「データリポジトリの POSIX メタデー
タのサポート (p. 25)」を参照してください。

bucket_name を実際の S3 バケット名に置き換えます。

$ aws s3api put-object --bucket bucket_name --key s3cptestdir/ --metadata '{"user-
agent":"aws-fsx-lustre" , \ 
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      "file-atime":"1595002920000000000ns" , "file-owner":"500" , "file-
permissions":"0100664","file-group":"500" , \ 
      "file-mtime":"1595002920000000000ns"}'

3. POSIX アクセス許可が S3 オブジェクトメタデータにタグ付けされていることを確認します。

$ aws s3api head-object --bucket bucket_name --key s3cptestdir/
{ 
    "AcceptRanges": "bytes", 
    "LastModified": "Fri, 08 Jan 2021 17:32:27 GMT", 
    "ContentLength": 0, 
    "ETag": "\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\"", 
    "VersionId": "bAlhCoWq7aIEjc3R6Myc6UOb8sHHtJkR", 
    "ContentType": "binary/octet-stream", 
    "Metadata": { 
        "user-agent": "aws-fsx-lustre", 
        "file-atime": "1595002920000000000ns", 
        "file-owner": "500", 
        "file-permissions": "0100664", 
        "file-group": "500", 
        "file-mtime": "1595002920000000000ns" 
    }
}

4. メタデータのアクセス許可を使用して、コンピュータから S3 バケットにテストファイル (ステップ 1 
で作成した) をアップロードします。

$ aws s3 cp s3cptestdir/s3cptest.txt s3://bucket_name/s3cptestdir/s3cptest.txt \ 
      --metadata '{"user-agent":"aws-fsx-lustre" , "file-
atime":"1595002920000000000ns" , \ 
      "file-owner":"500" , "file-permissions":"0100664","file-group":"500" , "file-
mtime":"1595002920000000000ns"}'

5. POSIX アクセス許可が S3 オブジェクトメタデータにタグ付けされていることを確認します。

$ aws s3api head-object --bucket bucket_name --key s3cptestdir/s3cptest.txt
{ 
    "AcceptRanges": "bytes", 
    "LastModified": "Fri, 08 Jan 2021 17:33:35 GMT", 
    "ContentLength": 26, 
    "ETag": "\"eb33f7e1f44a14a8e2f9475ae3fc45d3\"", 
    "VersionId": "w9ztRoEhB832m8NC3a_JTlTyIx7Uzql6", 
    "ContentType": "text/plain", 
    "Metadata": { 
        "user-agent": "aws-fsx-lustre", 
        "file-atime": "1595002920000000000ns", 
        "file-owner": "500", 
        "file-permissions": "0100664", 
        "file-group": "500", 
        "file-mtime": "1595002920000000000ns" 
    }
}

6. S3 バケットにリンクされている Amazon FSx ファイルシステムに対するアクセス許可を確認しま
す。

$ sudo lfs df -h /fsx
UUID                       bytes        Used   Available Use% Mounted on
3rnxfbmv-MDT0000_UUID       34.4G        6.1M       34.4G   0% /fsx[MDT:0]
3rnxfbmv-OST0000_UUID        1.1T        4.5M        1.1T   0% /fsx[OST:0] 
  
filesystem_summary:         1.1T        4.5M        1.1T   0% /fsx
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$ cd /fsx/s3cptestdir/
$ ls -ld s3cptestdir/
drw-rw-r-- 2 500 500 25600 Jan  8 17:33 s3cptestdir/

$ ls -ld s3cptestdir/s3cptest.txt
-rw-rw-r-- 1 500 500 26 Jan 8 17:33 s3cptestdir/s3cptest.txt

s3cptestdir ディレクトリと s3cptest.txt ファイルの両方に POSIX 許可がインポートされていま
す。

S3 バケットにファイルシステムをリンクする
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを Simple Storage Service (Amazon S3) のデータリポジトリにリ
ンクできます。リンクは、ファイルシステムの作成時、またはファイルシステムの作成後いつでも作成で
きます。

ファイルシステム上のディレクトリと S3 バケットまたはプレフィックス間のリンクは、データリポジト
リの関連付け (DRA) と呼ばれます。FSx for Lustre ファイルシステムには、最大 8 つのデータリポジトリ
の関連付けを設定できます。最大 8 つの DRA リクエストをキューに入れることができますが、ファイル
システムに対して一度に処理できるリクエストは 1 つだけです。各 DRA には、一意の FSx for Lustre ファ
イルシステムディレクトリと、それに関連付けられた一意の S3 バケットまたはプレフィックスが必要で
す。

Note

データリポジトリの関連付け、自動エクスポート、複数のリポジトリのサポートは、FSx for 
Lustre 2.10 ファイルシステムと Scratch 1 ファイルシステムでは使用できません。

S3 データリポジトリ上のオブジェクトにファイルシステム上のファイルとディレクトリとしてアクセ
スするには、ファイルおよびディレクトリのメタデータをファイルシステムにロードする必要がありま
す。DRA を作成する際に、リンク先のデータリポジトリからメタデータをロードしたり、データリポジト
リのインポートタスクを使用して、FSx for Lustre ファイルシステムを使用してアクセスするファイルや
ディレクトリのバッチのメタデータを後でロードしたりできます。また、自動エクスポートを使用して、
オブジェクトがデータリポジトリに追加、変更、削除された場合にメタデータを自動的にロードすること
もできます。

DRA は、自動インポートのみ、自動エクスポートのみ、またはその両方に設定できます。自動インポー
トと自動エクスポートの両方で設定されたデータリポジトリの関連付けは、ファイルシステムとリンクさ
れた S3 バケット間で両方向にデータを転送します。S3 バケット内のデータに変更を加えると、FSx for 
Lustre が変更を検出し、その変更をファイルシステムに自動的にインポートします。ファイルを作成、変
更、または削除すると、アプリケーションがファイルの変更を完了した後、FSx for Lustre が変更を非同期
的に Amazon S3 に自動でエクスポートします。

Important

ファイルシステムと S3 バケットの両方で同じファイルを変更する場合は、アプリケーションレ
ベルを調整して競合を防ぐ必要があります。FSx for Lustre では、複数の場所での競合する書き込
みを防止することはできません。

データリポジトリの関連付けを作成すると、次のプロパティを設定できます。

• ファイルシステムパス - ディレクトリを指すファイルシステム上のローカルパス (/ns1/ など) またはサ
ブディレクトリ (/ns1/subdir/ など) を指すファイルシステムのローカルパスを入力します。入力さ
れたデータは、以下の指定されたデータリポジトリパスで 特定のデータに 1 対 1 でマッピングされま
す。名前の先頭のスラッシュは必須です。2 つのデータリポジトリの関連付けは、重複するファイルシ
ステムパスを持つことはできません。例えば、データリポジトリがファイルシステムパス /ns1 に関連
付けられている場合、ファイルシステムパス /ns1/ns2 に別のデータリポジトリをリンクすることはで
きません。
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Note

ファイルシステムパスとしてスラッシュ (/) のみを指定した場合、ファイルシステムにリンク
できるデータリポジトリは 1 つだけです。「/」は、ファイルシステムに関連付けられた最初の
データリポジトリのファイルシステムパスとしてのみ指定できます。

• データリポジトリパス - S3 データリポジトリにパスを入力します。パスには、次の S3 バケットまたは
s3://myBucket/myPrefix/ 形式のプレフィックスを使用できます。このプロパティは、S3 データリ
ポジトリのファイルのインポート先またはエクスポート先を指定します。特に指定しなければ、FSx for 
Lustre はデータリポジトリのパスに末尾の「/」を追加します。例えば、s3://myBucket/myPrefix
のデータリポジトリのパスを指定すると、FSx for Lustre はそれを s3://myBucket/myPrefix/ とし
て解釈します。

2 つのデータリポジトリの関連付けは、重複するデータリポジトリパスを持つことはできません。例え
ば、パス s3://myBucket/myPrefix/ があるデータリポジトリがファイルシステムにリンクされてい
る場合、データリポジトリのパス s3://myBucket/myPrefix/mySubPrefix と別のデータリポジト
リの関連付けを作成することはできません。

• リポジトリからメタデータをインポートする - このオプションを選択すると、データリポジトリの関連
付けを作成した直後にデータリポジトリ全体からメタデータをインポートできます。または、データリ
ポジトリのインポートタスクを実行して、データリポジトリの関連付けが作成された後でも、リンクさ
れたデータリポジトリのメタデータのすべてまたはサブセットをファイルシステムにロードできます。

• 設定のインポート - リンクされた S3 バケットからファイルシステムに自動的にインポートされる、更
新されたオブジェクトのタイプ (新規、変更、および削除の任意の組み合わせ) を指定するインポートポ
リシーを選択します。コンソールからデータリポジトリを追加すると、自動インポート (新規、変更、
削除) がデフォルトで有効になりますが、AWS CLI または Amazon FSx API を使用した場合はデフォル
トで無効になります。

• 設定をエクスポートする - S3 バケットに自動的にエクスポートされる更新されたオブジェクトのタイ
プ (新規、変更、および削除の任意の組み合わせ) を指定するエクスポートポリシーを選択します。コン
ソールからデータリポジトリを追加すると、自動エクスポート (新規、変更、削除) がデフォルトで有効
になりますが、AWS CLI またはAmazon FSx API を使用した場合はデフォルトで無効になります。

ファイルシステムパスとデータリポジトリパスの設定により、Amazon FSx のパスと S3 のオブジェクト
キーが 1 対 1 でマッピングされます。

リンクされた S3 バケットのリージョンとアカウント
のサポート
S3 バケットへのリンクを作成するときは、次のリージョンとアカウントのサポートの制限に注意してくだ
さい。

• 自動エクスポートは、クロスリージョン設定をサポートします。Amazon FSx ファイルシステムとリン
クされた S3 バケットは、同じ AWS リージョン または異なる AWS リージョン に配置できます。

• 自動インポートは、クロスリージョン設定をサポートしません。Amazon FSx ファイルシステムとリン
クされた S3 バケットの両方が同じ AWS リージョン に配置されている必要があります。

• 自動エクスポートと自動インポートの両方で、クロスアカウント設定がサポートされていま
す。Amazon FSx ファイルシステムとリンクされた S3 バケットは、同じ AWS アカウント または異な
る AWS アカウント に属することができます。

S3 バケットへのリンクの作成
以下の手順では、AWS Management Console と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して 
FSx for Lustre ファイルシステムから既存の S3 バケットへのデータリポジトリの関連付けを作成するプ
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ロセスについて説明します。S3 バケットをファイルシステムがリンクする方法については、「Simple 
Storage Service (Amazon S3) でデータリポジトリを使用する許可を追加する (p. 7)」を参照してくださ
い。

Note

データリポジトリは、ファイルシステムバックアップが有効になっているファイルシステムにリ
ンクすることはできません。データリポジトリをリンクする前にバックアップを無効にします。

ファイルシステムの作成中に S3 バケットをリンクするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 「はじめに」ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11) セクションで説明さ

れている新しいファイルシステムを作成する手順に従います。
3. [Data Repository Import/Export -optional] (データリポジトリ インポート / エクスポート - オプション) 

セクションを開きます。この機能は、デフォルトでは無効になっています。
4. [Import data from and export data to S3] (データを S3 からインポートし、データを S3 にエクスポー

トする) を選択します。
5. データリポジトリ関連付け情報 ダイアログで、以下のフィールドに情報を入力します。

• ファイルシステムパス: S3 データリポジトリに関連付けられる Amazon FSx ファイルシステム内
に、ハイレベルディレクトリの名前 (/ns1 など) またはサブディレクトリの名前 (/ns1/subdir な
ど) を入力します。パスの先頭のスラッシュが必要です。2 つのデータリポジトリの関連付けは、重
複するファイルシステムパスを持つことはできません。例えば、データリポジトリがファイルシス
テムパス /ns1 に関連付けられている場合、ファイルシステムパス /ns1/ns2 に別のデータリポジ
トリをリンクすることはできません。ファイルシステムパス 設定は、ファイルシステムのすべての
データリポジトリの関連付けで一意である必要があります。

• データリポジトリパス: ファイルシステムに関連付ける既存の S3 バケットまたはプレフィックスの
パスを入力します (例えば、s3://my-bucket/my-prefix/)。2 つのデータリポジトリの関連付
けは、重複するデータリポジトリパスを持つことはできません。例えば、パス s3://myBucket/
myPrefix/ のデータリポジトリがファイルシステムにリンクされている場合、データリポジトリ
パス s3://myBucket/myPrefix/mySubPrefix に別のデータリポジトリの関連付けを作成する
ことはできません。データリポジトリパス 設定は、ファイルシステムのすべてのデータリポジトリ
の関連付けで一意である必要があります。

• リポジトリからメタデータをインポートする: このプロパティを選択すると、オプションで、リンク
が作成された直後にメタデータをインポートするデータリポジトリのインポートタスクを実行でき
ます。

6. 設定のインポート-オプション で、[Import Policy] (ポリシーのインポート) を設定します。これによ
り、S3 バケット内のオブジェクトを追加、変更、または削除する際に、ファイルおよびディレクトリ
のリストを最新の状態に保つ方法が決定されます。例えば、[New] (新規) をクリックして、S3 バケッ
トで作成された新しいオブジェクトのメタデータをファイルシステムにインポートします。インポー
トポリシーの詳細については、「S3 バケットから更新を自動的にインポートする (p. 40)」を参照
してください。
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7. [Export Policy] (ポリシーをエクスポートする) で、ファイルシステム内のオブジェクトを追加、変更、
または削除するときに、リンクされた S3 バケットにファイルをエクスポートする方法を決定するエ
クスポートポリシーを設定します。例えば、[Changed] (変更済) を選択して、ファイルシステム上で
コンテンツまたはメタデータが変更されたオブジェクトをエクスポートします。ポリシーのエクス
ポートの詳細については、「S3 バケットに更新を自動的にエクスポートする (p. 46)」を参照して
ください。

8. ファイルシステム作成ウィザードの次のセクションに進みます。

S3 バケットを既存のファイルシステム (コンソール) にリンクするには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードから、[File systems] (ファイルシステム) を選択します。次に、データリポジトリの関

連付けを作成する対象のファイルシステムを選択します。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。
4. [Data repository associations] (データリポジトリ関連) ペインで、[Create data repository association]

(データリポジトリの関連付けを作成する) を選択します。
5. [Data repository association information] (データリポジトリ関連付け情報) ダイアログで、以下の

フィールドに情報を入力します。

• ファイルシステムパス: S3 データリポジトリに関連付けられる Amazon FSx ファイルシステム内
に、ハイレベルディレクトリの名前 (/ns1 など) またはサブディレクトリの名前 (/ns1/subdir な
ど) を入力します。パスの先頭のスラッシュが必要です。2 つのデータリポジトリの関連付けは、重
複するファイルシステムパスを持つことはできません。例えば、データリポジトリがファイルシス
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テムパス /ns1 に関連付けられている場合、ファイルシステムパス /ns1/ns2 に別のデータリポジ
トリをリンクすることはできません。ファイルシステムパス 設定は、ファイルシステムのすべての
データリポジトリの関連付けで一意である必要があります。

• データリポジトリパス: ファイルシステムに関連付ける既存の S3 バケットまたはプレフィックスの
パスを入力します (例えば、s3://my-bucket/my-prefix/)。2 つのデータリポジトリの関連付
けは、重複するデータリポジトリパスを持つことはできません。例えば、パス s3://myBucket/
myPrefix/ があるデータリポジトリがファイルシステムにリンクされている場合、データリポジ
トリのパス s3://myBucket/myPrefix/mySubPrefix と別のデータリポジトリの関連付けを作
成することはできません。データリポジトリパス 設定は、ファイルシステムのすべてのデータリポ
ジトリの関連付けで一意である必要があります。

• リポジトリからメタデータをインポートする: このプロパティを選択すると、オプションで、リンク
が作成された直後にメタデータをインポートするデータリポジトリのインポートタスクを実行でき
ます。

6. 設定のインポート-オプション で、[Import Policy] (ポリシーのインポート) を設定します。これによ
り、S3 バケット内のオブジェクトを追加、変更、または削除する際に、ファイルおよびディレクトリ
のリストを最新の状態に保つ方法が決定されます。例えば、[New] (新規) をクリックして、S3 バケッ
トで作成された新しいオブジェクトのメタデータをファイルシステムにインポートします。インポー
トポリシーの詳細については、「S3 バケットから更新を自動的にインポートする (p. 40)」を参照
してください。

7. [Export Policy] (ポリシーをエクスポートする) で、ファイルシステム内のオブジェクトを追加、変更、
または削除するときに、リンクされた S3 バケットにファイルをエクスポートする方法を決定するエ
クスポートポリシーを設定します。例えば、[Changed] (変更済) を選択して、ファイルシステム上で
コンテンツまたはメタデータが変更されたオブジェクトをエクスポートします。ポリシーのエクス
ポートの詳細については、「S3 バケットに更新を自動的にエクスポートする (p. 46)」を参照して
ください。
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8. [Create] (作成) を選択します。

ファイルシステムを S3 バケット (AWS CLI) にリンクするには

次の例では、Amazon FSx ファイルシステムを S3 バケットにリンクするデータリポジトリの関連付けを
作成します。これには、新規または変更されたファイルをファイルシステムにインポートするインポート
ポリシーと、新規、変更、または削除したファイルをリンクされた S3 バケットにエクスポートするエク
スポートポリシーを使用します。

• データリポジトリの関連付けを作成するには、以下に示すように、Amazon FSx CLI コマンド
create-data-repository-association を使用します。

$ aws fsx create-data-repository-association \ 
      --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
      --file-system-path /ns1/path1/ \ 
      --data-repository-path s3://mybucket/myprefix/ \ 
      --s3 
 "AutoImportPolicy={Events=[NEW,CHANGED,DELETED]},AutoExportPolicy={Events=[NEW,CHANGED,DELETED]}"

Amazon FSx は、DRA の JSON 記述をすぐに返します。DRA は非同期に作成されます。

このコマンドを使用すると、ファイルシステムの作成が完了する前でも、データリポジトリの関連付けを
作成できます。ファイルシステムが使用可能になった後、リクエストはキューに入れられ、データリポジ
トリの関連付けが作成されます。

データリポジトリの関連付け設定の更新
既存のデータリポジトリの関連付けの設定は、以下の手順で示すように AWS Management 
Console、AWS CLI、および Amazon FSx API を使用して更新できます。

Note

DRA の作成後は DRA の File system path または Data repository path を更新する
ことはできません。File system path または Data repository path を変更する場合
は、DRA を削除してから再度作成する必要があります。

既存のデータリポジトリ関連付けの設定を更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードから、[File systems] (ファイルシステム) をクリックし、管理するファイルシステムを

選択します。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。
4. [Data repository associations] (データリポジトリ関連) ペインで、変更するデータリポジトリ関連付け

を選択します。
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5. [Update] (更新) を選択します。データリポジトリの関連付けの編集ダイアログが表示されます。
6. [Import settings - optional] (設定のインポート-オプション) で、[Import Policy] (ポリシーのインポート) 

を更新することができます。インポートポリシーの詳細については、「S3 バケットから更新を自動的
にインポートする (p. 40)」を参照してください。

7. [Export settings - optional] (エクスポート設定 - オプション) でエクスポートポリシーを更新できま
す。ポリシーのエクスポートの詳細については、「S3 バケットに更新を自動的にエクスポートす
る (p. 46)」を参照してください。

8. [Update] (更新) を選択します。

既存のデータリポジトリの関連付けの設定を更新するには (CLI)

• データリポジトリの関連付けを更新するには、以下に示すように Amazon FSx CLI コマンド update-
data-repository-association を使用します。

$ aws fsx update-data-repository-association \ 
      --association-id 'dra-872abab4b4503bfc2' \ 
      --s3 
 "AutoImportPolicy={Events=[NEW,CHANGED,DELETED]},AutoExportPolicy={Events=[NEW,CHANGED,DELETED]}"

データリポジトリ関連付けのインポートポリシーおよびエクスポートポリシーが正常に更新される
と、Amazon FSx は更新されたデータリポジトリ関連付けの説明を JSON として返します。

S3 バケットへの関連付けを削除する
次の手順では、AWS Management Console およびAWS Command Line Interface (AWS CLI ) を使用して
既存の Amazon FSx ファイルシステムから既存の S3 バケットへのデータリポジトリの関連付けを削除す
る手順を説明します。データリポジトリの関連付けを削除すると、S3 バケットからファイルシステムのリ
ンクが解除されます。

ファイルシステムから S3 バケットへのリンクを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードから、[File systems] (ファイルシステム) を選択します。次に、データリポジトリの関

連付けを削除するファイルシステムを選択します。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。
4. [Data repository associations] (データリポジトリ関連) ペインで、削除するデータリポジトリの関連付

けを選択します。
5. [Actions] (アクション) で、[Delete association] (関連付けを削除する) を選択します。
6. (オプション) [Delete] (削除) ダイアログで、[Delete data in file system] (ファイルシステム内のデータ

を削除する) を選択して、データリポジトリの関連付けに対応するファイルシステム内のデータを物
理的に削除することができます。

7. [Delete] (削除) をクリックして、ファイルシステムからデータリポジトリの関連付けを削除します。

ファイルシステムから S3 バケット (AWS CLI) へのリンクを削除するには

次の例では、Amazon FSx ファイルシステムを S3 バケットにリンクするデータリポジトリの関連付けを
削除します。--association-id パラメータは、削除するデータリポジトリの関連付けの ID を指定しま
す。

• データリポジトリの関連付けを削除するには、以下に示すように Amazon FSx CLI コマンド delete-
data-repository-association を使用します。

$ aws fsx delete-data-repository-association \ 
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      --association-id dra-872abab4b4503bfc \ 
      --delete-data-in-file-system false

データリポジトリの関連付けを正常に削除すると、Amazon FSx はその説明を JSON として返します。

データリポジトリの関連付けの詳細の表示
FSx for Lustre コンソール、AWS CLI、および API を使用して、データリポジトリの関連付けの詳細を表
示できます。詳細には、DRA の関連付け ID、ファイルシステムパス、データリポジトリパス、インポー
ト設定、エクスポート設定、ステータス、および関連するファイルシステムの ID が含まれます。

DRA の詳細を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードから、[File system] (ファイルシステム) を選択してから、データリポジトリの関連付

けの詳細を表示するファイルシステムを選択します。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。
4. [Data repository associations] (データリポジトリ関連) ペインで、表示するデータリポジトリの関連付

けを選択します。[Summary] (概要) ページが表示され、DRA の詳細が表示されます。

DRA の詳細を表示するには (CLI)

• 特定のデータリポジトリ関連付けの詳細を表示するには、以下に示すように Amazon FSx CLI
describe-data-repository-associations コマンドを使用します。

$ aws fsx describe-data-repository-associations \ 
      --association-ids dra-872abab4b4503bfc2

Amazon FSx は、データリポジトリの関連付けの説明を JSON として返します。

データリポジトリの関連付けのライフサイクル状態
データリポジトリの関連付けのライフサイクル状態は、特定の DRA に関するステータス情報を提供しま
す。データリポジトリ関連付けには、次の ライフサイクル状態 があります。

• 作成中 - Amazon FSx は、ファイルシステムとリンクされたデータリポジトリの間にデータリポジトリ
の関連付けを作成しています。データリポジトリは使用できません。

• 使用可能 - データリポジトリの関連付けを使用できます。
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• 更新中 - データリポジトリの関連付けは、可用性に影響する可能性があるお客様が開始した更新を実行
しています。

• 削除中 - データリポジトリの関連付けは、お客様が開始した削除を実行しています。
• 設定が不適切です - Amazon FSx は、データリポジトリの関連付け設定が修正されるまで、S3 バケット

から更新を自動的にインポートしたり、S3 バケットに更新を自動的にエクスポートしたりすることはで
きません。

• 失敗 - データリポジトリの関連付けは、回復できないターミナル状態にあります (例えば、ファイルシス
テムパスが削除される、S3 バケットが削除されるなど)。

Amazon FSx コンソール、AWS Command Line Interface、Amazon FSx API を使用して、データリポジト
リの関連付けのライフサイクルステータスを表示できます。詳細については、「データリポジトリの関連
付けの詳細の表示 (p. 36)」を参照してください。

サーバー側で暗号化された Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットの使用
FSx for Lustre は、S3 で管理されたキー (SSE-S3) と AWS Key Management Service (SSE-KMS) に保
存されている AWS KMS keys でサーバー側の暗号化を使用する Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットをサポートしています。

S3 バケットに書き込むときに Amazon FSx でデータを暗号化するには、S3 バケットのデフォルトの暗
号化を SSE-S3 または SSE-KMS に設定する必要があります。詳細については、「Amazon S3 ユーザー
ガイド」の「デフォルトの暗号化の設定」を参照してください。S3 バケットにファイルを書き込む場
合、Amazon FSx は S3 バケットのデフォルトの暗号化ポリシーに従います。

デフォルトでは、Amazon FSx は SSE-S3 を使用して暗号化された S3 バケットをサポートします。SSE-
KMS 暗号化を使用して暗号化された S3 バケットに Amazon FSx ファイルシステムをリンクする場合
は、Amazon FSx が KMS キーを使用して S3 バケット内のオブジェクトを暗号化および復号化できるよう
にするステートメントをカスタマー管理キーポリシーに追加する必要があります。

次のステートメントは、特定の Amazon FSx ファイルシステムで、特定の S3 バケットのオブジェクトを
暗号化および復号化することを許可します。bucket_name。

{ 
    "Sid": "Allow access through S3 for the FSx SLR to use the KMS key on the objects in 
 the given S3 bucket", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_fsx_file_system_id" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "kms:CallerAccount": "aws_account_id", 
            "kms:ViaService": "s3.bucket-region.amazonaws.com" 
        }, 
        "StringLike": { 
            "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket_name/*" 
        } 
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    }
}

Note

CMK で KMS を使用して S3 バケットキーを有効にして S3 バケットを暗号化する場合は、次の
例で示すとおり、EncryptionContext をオブジェクト ARN ではなくバケット ARN に設定し
ます。

"StringLike": { 
    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket_name"
}

次のポリシーステートメントでは、アカウント内のすべての Amazon FSx ファイルシステムが特定の S3 
バケットにリンクすることを許可します。

{ 
    "Sid": "Allow access through S3 for the FSx SLR to use the KMS key on the objects in 
 the given S3 bucket", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "*" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "kms:CallerAccount": "aws_account_id", 
            "kms:ViaService": "s3.bucket-region.amazonaws.com" 
        }, 
        "StringLike": { 
            "aws:userid": "*:FSx", 
            "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::bucket_name/*" 
        } 
    }
}

別の AWS アカウント でサーバー側で暗号化された Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにアクセスする
FSx for Lustre ファイルシステムを暗号化した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成した
ら、AWSServiceRoleForFSxS3Access_fs-01234567890 リンクされた S3 バケットからデータを読
み書きする前に S3 バケットを暗号化するために使用される KMS キーへのサービスリンクロール (SLR) 
アクセス。KMS キーに対するアクセス許可が既にある IAM ロールを使用できます。

Note

この IAM ロールは、KMS キー / S3 バケットが属するアカウントではなく、FSx for Lustre ファイ
ルシステムが作成されたアカウント (S3 SLR と同じアカウント) に存在する必要があります。

IAM ロールを使用して、SLR が S3 オブジェクトに対するアクセス許可を取得するように S3 一眼レフの
グラントを作成する次の AWS KMS API を呼び出します。SLR に関連付けられている ARN を見つけるに
は、ファイルシステム ID を検索文字列として使用して IAM ロールを検索します。
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$ aws kms create-grant --region fs_account_region \ 
      --key-id arn:aws:kms:s3_bucket_account_region:s3_bucket_account:key/key_id \ 
      --grantee-principal arn:aws:iam::fs_account_id:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_file-system-id \ 
      --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey" "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" 
 "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom" "ReEncryptTo"

サービスにリンクされたロールの詳細については、「Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 190)」を参照してください。

データリポジトリからの変更のインポート
データおよび POSIX メタデータを含むメタデータの変更を、リンクされたデータリポジトリから Amazon 
FSx ファイルシステムにエクスポートできます。関連する POSIX メタデータには、所有権、許可、およ
びタイムスタンプが含まれます。

変更をファイルシステムにインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。

• リンクされたデータリポジトリに新規ファイル、変更されたファイル、または削除されたファイルを自
動的にエクスポートできるようにファイルシステムを設定します。詳細については、「S3 バケットから
更新を自動的にインポートする (p. 40)」を参照してください。

• データリポジトリの関連付けを作成する際に、メタデータをインポートするためのオプションを選択し
ます。これにより、データリポジトリの関連付けを作成した直後に、データリポジトリのインポートタ
スクが開始されます。

• オンデマンドのデータリポジトリのインポートタスクを使用します。詳細については、「データリポジ
トリのタスクを使用して変更をインポートする (p. 43)」を参照してください。

自動インポートとデータリポジトリのインポートタスクは同時に実行できます。

データリポジトリの関連付けで自動インポートを有効にすると、S3 でオブジェクトが作成、変更、または
削除されたときに、ファイルシステムによってファイルメタデータが自動的に更新されます。データリポ
ジトリの関連付けの作成時にメタデータをインポートするオプションを選択すると、データリポジトリ内
の全オブジェクトのメタデータがファイルシステムによってインポートされます。データリポジトリのイ
ンポートタスクを使用してインポートする場合、前回のインポート以降に作成または変更されたオブジェ
クトのメタデータのみがファイルシステムによってインポートされます。

FSx for Lustre は、アプリケーションがファイルシステム内のファイルに最初にアクセスする際に、データ
リポジトリからファイルの内容を自動的にコピーしてファイルシステムにロードします。このデータの移
動は FSx for Lustre によって管理されており、アプリケーションに対して透過的に行われます。その後に
行われるファイルの読み取りは、ミリ秒未満のレイテンシーでファイルシステムから直接提供されます。

ファイルシステム全体またはファイルシステム内のディレクトリをプリロードすることもできます。詳細
については、「ファイルシステムへのファイルのプリロード (p. 44)」を参照してください。複数のファ
イルのプリロードを同時にリクエストすると、FSx for Lustre は Amazon S3 データリポジトリからファイ
ルを並行してロードします。

FSx for Lustre は、POSIX 準拠のオブジェクトキーを持つ S3 オブジェクトのみをインポートします。自
動インポートおよびデータリポジトリのインポートタスクの両方で、POSIX メタデータがインポートされ
ます。詳細については、「データリポジトリの POSIX メタデータのサポート (p. 25)」を参照してくだ
さい。

Note

FSx for Lustre では、S3 Glacier Flexible Retrieval および S3 Glacier Deep Archive ストレージク
ラスからのシンボリックリンク (symlink) メタデータのインポートはサポートされていません。
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シンボリックリンクではない S3 Glacier Flexible Retrieval オブジェクトまたは S3 Glacier Deep 
Archive オブジェクトのメタデータをインポートすることはできます (つまり、正しいメタデー
タを使用して FSx for Lustre ファイルシステム上に inode が作成されます)。ただし、ファイル
システムからこのデータを読み取るには、始めに S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier 
Deep Archive オブジェクトを復元する必要があります。S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 
Glacier Deep Archive ストレージクラスの Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトか
ら FSx for Lustre へのファイルデータの直接インポートはサポートされていません。

S3 バケットから更新を自動的にインポートする
FSx for Lustre は、オブジェクトが S3 バケットに追加、変更されたとき、または S3 バケットから削除
されたときに、ファイルシステムのメタデータを自動的に更新するように設定できます。FSx for Lustre 
は、S3 の変更に対応して、ファイルとディレクトリのリストを作成、更新、または削除します。S3 バ
ケット内の変更されたオブジェクトにメタデータが含まれなくなった場合、FSx for Lustre は、現在のアク
セス許可を含む現在のメタデータの値を保持します。

Note

更新を自動でインポートするためには、FSx for Lustre ファイルシステムとリンクされた S3 バ
ケットが同じ AWS リージョン に配置されている必要があります。

自動インポートは、データリポジトリの関連付けの作成時に設定でき、FSx マネジメントコンソー
ル、AWS CLI、または AWS API を使用して、自動インポートの設定をいつでも更新できます。

Note

同じデータリポジトリの関連付けで、自動インポートと自動エクスポートの両方を設定できま
す。このトピックでは、自動インポート機能についてのみ説明します。

Important

• すべての自動インポートのポリシーが有効になっており、自動エクスポートが無効になってい
る状態で S3 でオブジェクトが変更された場合、そのオブジェクトのコンテンツは常にファイ
ルシステム内の対応するファイルにインポートされます。ターゲットの場所にファイルが既に
存在する場合、そのファイルは上書きされます。

• 自動インポートと自動エクスポートのポリシーがすべて有効になっている状態で、ファイルシ
ステムと S3 の両方でファイルを変更すると、ファイルシステム内のファイルまたは S3 内の
オブジェクトのいずれかが他方で上書きされる可能性があります。ある場所で後から編集して
も、別の場所で行った以前の編集が上書きされない場合があります。ファイルシステムと S3 
バケットの両方で同じファイルを変更する場合は、このような競合を防ぐためにアプリケー
ションレベルの調整を行う必要があります。FSx for Lustre では、複数の場所での競合する書き
込みを防止することはできません。

インポートポリシーでは、リンクされた S3 バケットの内容が変更されたときに、FSx for Lustre がファイ
ルシステムをどのように更新するかを指定します。データリポジトリの関連付けには、次のいずれかのイ
ンポートポリシーがあります。

• 新規 — FSx for Lustre は、リンクされた S3 データリポジトリに新しいオブジェクトが追加された場合
にのみ、ファイルとディレクトリのメタデータを自動的に更新します。

• 変更済み - FSx for Lustre は、データリポジトリ内の既存のオブジェクトが変更された場合にのみ、ファ
イルとディレクトリのメタデータを自動的に更新します。

• 削除済み — FSx for Lustre は、データリポジトリ内のオブジェクトが削除された場合にのみ、ファイル
とディレクトリのメタデータを自動的に更新します。

• 新規、変更済み、削除済みの任意の組み合わせ - FSx for Lustre は、S3 データリポジトリで指定された
アクションのいずれかが発生した場合に、ファイルとディレクトリのメタデータを自動的に更新しま
す。例えば、S3 リポジトリでオブジェクトが [新規] に追加されたとき、または [削除済み] から削除さ
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れたときにファイルシステムが更新され、オブジェクトが変更されたときには更新されないように指定
できます。

• ポリシーの設定なし - FSx for Lustre は、S3 データリポジトリにオブジェクトが追加、変更されたと
き、または S3 データリポジトリから削除されたときに、S3 データリポジトリのメタデータを更新しま
せん。インポートポリシーを設定しない場合、データリポジトリの関連付けの自動インポートは無効に
なります。「データリポジトリのタスクを使用して変更をインポートする (p. 43)」で説明されている
ように、データリポジトリのインポートタスクを使用して、メタデータの変更を手動でインポートでき
ます。

Important

現在、S3 ライフサイクルポリシーの削除は自動インポートでサポートされていないため、FSx 
for Lustre ファイルシステムと同期されません。

インポートポリシーを [新規]、[変更済み]、[削除済み] に設定することをお勧めします。このポリシーに
より、リンクされた S3 データリポジトリで行われたすべての更新が、ファイルシステムに自動的にイン
ポートされます。

リンクされた S3 バケットの変更に基づいてファイルシステムのファイルとディレクトリのリストを更新
するようにインポートポリシーを設定すると、FSx for Lustre はリンクされた S3 バケットにイベント通知
設定を作成します。イベント通知設定には FSx という名前が付けられています。S3 バケットの FSx イベ
ント通知設定を変更または削除しないでください。これを行うと、更新されたファイルとディレクトリの
メタデータがファイルシステムに自動的にインポートされなくなります。

FSx for Lustre がリンクされた S3 バケットで変更されたファイルリストを更新した場合、ファイルの書き
込みがロックされていても、ローカルファイルは更新されたバージョンで上書きされます。

FSx for Lustre は、ファイルシステムを更新するために最善を尽くします。FSx for Lustre は、次の状況で
はファイルシステムを更新できません。

• FSx for Lustre に、変更された、または新しい S3 オブジェクトを開くためのアクセス許可がない場合
です。この場合、FSx for Lustre はオブジェクトをスキップして続行します。DRA のライフサイクルス
テータスは影響を受けません。

• FSx for Lustre に、GetBucketAcl 用などのバケットレベルのアクセス許可がない場合です。この場
合、データリポジトリのライフサイクルの状態が [Misconfigured] (設定ミス) になります。詳細について
は、「データリポジトリの関連付けのライフサイクル状態 (p. 36)」を参照してください。

• リンクされた S3 バケットの FSx イベント通知設定が削除または変更された場合。この場合、データリ
ポジトリのライフサイクルの状態が [Misconfigured] (設定ミス) になります。詳細については、「データ
リポジトリの関連付けのライフサイクル状態 (p. 36)」を参照してください。

CloudWatch Logs へのログ記録を有効にして (p. 152)、自動的にインポートできなかったファイルや
ディレクトリに関する情報をログに記録することをお勧めします。ログ内の警告とエラーには、失敗の理
由に関する情報が含まれています。詳細については、「データリポジトリのイベントログ (p. 60)」を参
照してください。

前提条件
FSx for Lustre がリンクされた S3 バケットから新規、変更済み、または削除済みのファイルを自動的にイ
ンポートするには、次の条件が必要です。

• ファイルシステムとそれにリンクされたS3バケットは同じ AWS リージョン にあります。
• S3バケットには、誤って設定された ライフサイクル状態 はありません。詳細については、「データリ

ポジトリの関連付けのライフサイクル状態 (p. 36)」を参照してください。
• アカウントには、リンクされた S3 バケットでイベント通知を設定および受信するために必要なアクセ

ス許可があります。
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サポートされているファイル変更のタイプ
FSx for Lustre は、リンクされた S3 バケットで発生したファイルとディレクトリへの、次のような変更の
インポートをサポートしています。

• ファイル内容の変更
• ファイルまたはディレクトリのメタデータの変更
• シンボリックリンクターゲットまたはメタデータの変更。
• ファイルおよびディレクトリの削除 (ファイルシステム内のディレクトリに対応するリンクされた S3 

バケット内のオブジェクト、つまりキー名がスラッシュで終わるオブジェクトを削除すると、FSx for 
Lustre はファイルシステム上の対応するディレクトリが空の場合にのみ、それを削除します)

インポート設定の更新
データリポジトリの関連付けを作成する際に、リンクされた S3 バケットのファイルシステムのインポー
ト設定を設定できます。詳細については、「S3 バケットへのリンクの作成 (p. 30)」を参照してくださ
い。

また、インポートポリシーを含め、いつでもインポート設定を更新できます。詳細については、「データ
リポジトリの関連付け設定の更新 (p. 34)」を参照してください。

自動インポートのモニタリング
S3 バケット内の変化率が自動インポートで処理可能な変化率を超えた場合、FSx for Lustre 
ファイルシステムにインポートされる当該メタデータの変更に遅延が生じます。その場
合、AgeOfOldestQueuedMessage メトリクスを使用して、自動インポートによる処理を待機している
最も古い変更の経過時間をモニタリングできます。このメトリクスの詳細については、「自動インポート
と自動エクスポートのメトリクス (p. 147)」を参照してください。

メタデータの変更のインポートの遅延が (AgeOfOldestQueuedMessage メトリクスを使用して測
定される) 14 日を超えるた場合、自動インポートによって処理されていない S3 バケット内の変更は
ファイルシステムにインポートされません。さらに、データリポジトリの関連付けのライフサイクルが
MISCONFIGURED とマークされ、自動インポートが停止します。自動エクスポートを有効にしている場
合、自動エクスポートは引き続き FSx for Lustre ファイルシステムの変更をモニタリングします。ただ
し、追加の変更は FSx for Lustre ファイルシステムから S3 に同期されません。

データリポジトリの関連付けを MISCONFIGRED のライフサイクル状態から AVAILABLE のライフサイク
ル状態に戻すには、データリポジトリの関連付けを更新する必要があります。データリポジトリの関連付
けは、update-data-repository-association CLI コマンド (または対応する UpdateDataRepositoryAssociation
API オペレーション) を使用して更新できます。唯一必要なリクエストパラメータは、更新するデータリポ
ジトリの関連付けの AssociationID だけです。

データリポジトリの関連付けのライフサイクル状態が AVAILABLE に変わると、自動インポート (および有
効化されている場合は自動エクスポート) が再起動されます。再起動すると、自動エクスポートは S3 に対
するファイルシステムの変更の同期を再開します。インポートされていない FSx for Lustre ファイルシス
テムまたはデータリポジトリの関連付けが構成が間違っていた状態の FSx for Lustre ファイルシステムに
対して S3 内の新規オブジェクトと変更されたオブジェクトのメタデータを同期させるには、データリポ
ジトリのインポートタスク (p. 43)を実行します。インポートデータリポジトリタスクでは、S3 バケッ
ト内の削除は FSx for Lustre ファイルシステムと同期されません。S3 をファイルシステムと (削除を含め
て) 完全に同期する場合は、ファイルシステムを再作成する必要があります。

メタデータの変更のインポートの遅延が 14 日を超えないようにするため
に、AgeOfOldestQueuedMessage メトリクスにアラームを設定し、AgeOfOldestQueuedMessage
メトリクスがアラームしきい値を超えた場合に S3 バケット内のアクティビティを減らすことをお勧めし
ます。最大数の変更を S3 から継続的に送信する単一のシャードで S3 バケットに接続されている FSx for 
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Lustre ファイルシステムで自動インポートのみを実行している場合、自動インポートでは 14 日以内に 7 
時間分の S3 変更のバックログを処理できます。

さらに、自動インポートが 14 日で処理できるよりも多くの変更が 1 つの S3 アクションで生成されること
があります。このような種類のアクションの例には、S3 への AWS Snowball アップロードや大規模な削
除などがあります。S3 バケットで行った大規模な変更を FSx for Lustre ファイルシステムと同期させる場
合、自動インポートの変更が 14 日を超えないようにするには、ファイルシステムを削除し、S3 の変更が
完了した後に再作成する必要があります。

AgeOfOldestQueuedMessage メトリクスが増大している場合、S3 バケットの
GetRequests、PutRequests、PostRequests、DeleteRequests メトリクスを参照して、変化率や
自動インポートに送信される変更の数を増加させるアクティビティ変更を確認してください。利用可能な 
S3 メトリクスについては、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 のモニタリング」を参照して
ください。

使用可能なすべての FSx for Lustre メトリクスの一覧については、「Amazon CloudWatch によるモニタリ
ング (p. 144)」を参照してください。

データリポジトリのタスクを使用して変更をインポー
トする
データリポジトリのインポートタスクでは、S3 データリポジトリに新規または変更されたオブジェクトの
メタデータをインポートし、S3 データリポジトリ内の新しいオブジェクトに対し、新規のファイルまたは
ディレクトリのリストを作成します。データリポジトリで変更されたオブジェクトについては、対応する
ファイルまたはディレクトリのリストが新しいメタデータで更新されます。データリポジトリから削除さ
れたオブジェクトに対するアクションは実行されません。

Amazon FSx コンソールと CLI を使用してメタデータの変更をインポートするには、以下の手順に従いま
す。複数の DRA に対して 1 つのデータリポジトリタスクを使用できることに注意してください。

メタデータの変更をインポートするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [File systems] (ファイルシステム)をクリックし、Lustre ファイルシステムを

選択します。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。
4. [Data repository associations] (データリポジトリ関連) ペインで、インポートタスクを作成する対象の

データリポジトリの関連付けを選択します。
5. [Actions] (アクション) メニューから、[Import Task] (タスクのインポート) を選択します。ファイルシ

ステムがデータリポジトリにリンクされていない場合、この選択は使用できません。[Create import 
data repository task] (データリポジトリのインポートタスクの作成) ページが表示されます。
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6. (オプション) [Data repository paths to import] (インポートするデータリポジトリパス) のディレクトリ
またはファイルへのパスを指定することで、リンクされた S3 バケットからインポートするディレク
トリまたはファイルを最大 32 個指定します。

Note

指定したパスが有効でない場合、タスクは失敗します。
7. (オプション) [Completion report] (完了レポート) 直下の [Enable] (有効化) をクリックして、タス

クの完了後にタスク完了レポートを生成します。[task completion report] (タスク完了レポート) 
に、[Report scope] (レポートスコープ) に示されている範囲を満たすタスクによって処理されるファ
イルの詳細が表示されます。Amazon FSx がレポートを配信する場所を指定するには、[Report path]
(レポートパス) にリンクされた S3 データリポジトリの相対パスを入力します。

8. [Create] (作成) を選択します。

[File systems] (ファイルシステム) ページの上部にある通知には、先ほど作成したタスクが表示されま
す。

タスクのステータスと詳細を表示するには、ファイルシステム用の [Data Repository] (データリポジトリ) 
タブの [Data Repository Tasks] (データリポジトリタスク) ペインを下にスクロールします。デフォルトの
ソート順では、最新のタスクがリストの最上部に表示されます。

このページからタスクサマリーを表示するには、先ほど作成したタスクの [Task ID] (タスク ID) を選択し
ます。[Summary] (概要) タスクのページが表示されます。

メタデータの変更をインポートするには (CLI)

• create-data-repository-task CLI コマンドを使用して FSx for Lustre ファイルシステムにメタ
データの変更をインポートします。対応する API オペレーションは CreateDataRepositoryTask
です。

$ aws fsx create-data-repository-task \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --type IMPORT_METADATA_FROM_REPOSITORY \ 
    --paths s3://bucketname1/dir1/path1 \ 
    --report Enabled=true,Path=s3://bucketname1/dir1/
path1,Format=REPORT_CSV_20191124,Scope=FAILED_FILES_ONLY

データリポジトリタスクが正常に作成されると、Amazon FSx はタスクの説明を JSON として返しま
す。

リンクされたデータリポジトリからメタデータをインポートするタスクを作成した後、データリポジトリ
のインポートタスクのステータスを確認できます。データリポジトリタスクを表示する方法の詳細につい
ては、「データリポジトリタスクへのアクセス (p. 52)」を参照してください。

ファイルシステムへのファイルのプリロード
Amazon FSx は、ファイルが最初にアクセスされたときに Simple Storage Service (Amazon S3) デー
タリポジトリからデータをコピーします。このアプローチにより、ファイルへの最初の読み取りまたは
書き込みにはわずかなレイテンシーが発生します。アプリケーションがこのレイテンシーの影響を受け
やすく、アプリケーションがアクセスする必要があるファイルやディレクトリがわかっている場合は、
オプションで、個々のファイルまたはディレクトリのコンテンツをプリロードできます。以下のように
hsm_restore コマンドを実行します。

hsm_action コマンド (lfs ユーザーユーティリティで発行される) を使用して、ファイルの内容がファイ
ルシステムへのロードが完了したことを確認します。NOOP の戻り値は、ファイルが正常にロードされた
ことを示します。ファイルシステムがマウントされたコンピューティングインスタンスから次のコマンド
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を実行します。## / ## / #### ファイルシステムにプリロードするファイルのパスを使用して置き換
えます。

sudo lfs hsm_restore path/to/file
sudo lfs hsm_action path/to/file

次のコマンドを使用して、ファイルシステム全体またはファイルシステム内のディレクトリ全体をプリ
ロードできます。(末尾にアンパサンドをつけると、コマンドはバックグラウンドプロセスとして実行さ
れます。) 複数のファイルのプリロードを同時にリクエストすると、Amazon FSx はファイルを Simple 
Storage Service (Amazon S3) データリポジトリから並行してロードします。ファイルが既にファイルシス
テムにロードされている場合、hsm_restore コマンドはそのファイルを再ロードしません。

nohup find local/directory -type f -print0 | xargs -0 -n 1 sudo lfs hsm_restore &

Note

リンクされた S3 バケットがファイルシステムより大きい場合は、すべてのファイルメタデータ
をファイルシステムにインポートできるはずです。ただし、ファイルシステムの残りのストレー
ジ領域に収まる実際のファイルデータだけを読み込むことができます。ファイルシステムにスト
レージが残っていないときにファイルデータにアクセスしようとすると、エラーが発生します。
この場合、必要に応じてストレージ容量を増やすことができます。詳細については、「ストレー
ジとスループット容量の管理 (p. 126)」を参照してください。

データリポジトリへの変更のエクスポート
データへの変更および POSIX メタデータの変更を、FSx for Lustre ファイルシステムからリンクされた
データリポジトリにエクスポートできます。関連する POSIX メタデータには、所有権、許可、およびタイ
ムスタンプが含まれます。

ファイルシステムから変更をエクスポートするには、次のいずれかの方法を使用します。

• ファイルシステムを設定して、リンクされたデータリポジトリに新規、変更済み、または削除済みの
ファイルを自動的にエクスポートできるようにします。詳細については、「S3 バケットに更新を自動的
にエクスポートする (p. 46)」を参照してください。

• オンデマンドのデータリポジトリのエクスポートタスクを使用します。詳細については、「データリポ
ジトリのタスクを使用した変更のエクスポート (p. 47)」を参照してください。

データリポジトリの自動エクスポートタスクとエクスポートタスクは同時に実行できません。

データリポジトリの関連付けで自動エクスポートを有効にすると、ファイルデータとメタデータが作成、
変更、削除された場合に、ファイルシステムによってそれらが自動的にエクスポートされます。データリ
ポジトリのエクスポートタスクを使用してファイルまたはディレクトリをエクスポートする場合、最後の
エクスポート以降に作成または変更されたデータファイルとメタデータのみが、ファイルシステムによっ
てエクスポートされます。

自動エクスポートおよびデータリポジトリのエクスポートタスクの両方で、POSIX メタデータがエクス
ポートされます。詳細については、「データリポジトリの POSIX メタデータのサポート (p. 25)」を参
照してください。

Important

• FSx for Lustre が S3 バケットにデータをエクスポートするには、UTF-8 互換形式で保存されて
いる必要があります。

• S3 オブジェクトキーの最大長は 1,024 バイトです。FSx for Lustre では、対応する S3 オブ
ジェクトキーが 1,024 バイトを超えるファイルはエクスポートされません。
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Note

自動エクスポートおよびデータリポジトリのエクスポートタスクによって作成されたすべてのオ
ブジェクトは、S3 標準ストレージクラスを使用して書き込まれます。

トピック
• S3 バケットに更新を自動的にエクスポートする (p. 46)
• データリポジトリのタスクを使用した変更のエクスポート (p. 47)
• HSM コマンドを使用したファイルのエクスポート (p. 49)

S3 バケットに更新を自動的にエクスポートする
ファイルシステムでファイルが追加、変更、または削除されるときに、リンクされた S3 バケットの内容
を自動的に更新するように FSx for Lustre ファイルシステムを設定できます。FSx for Lustre は、ファイル
システムの変更に応じて S3 内のオブジェクトを作成、更新、削除します。

Note

自動エクスポートは FSx for Lustre 2.10 ファイルシステムと Scratch 1 ファイルシステムでは
使用できません。

ファイルシステムと同じ AWS リージョン、または別の AWS リージョン のデータリポジトリにエクス
ポートできます。

自動エクスポート設定は、データリポジトリの関連付けを作成する際に設定でき、FSx マネジメントコン
ソール、AWS CLI、および AWS API を使用していつでも設定を更新できます。

Note

同じデータリポジトリの関連付けで、自動エクスポートと自動インポートの両方を設定できま
す。このトピックでは、自動エクスポート機能のみについて説明します。
Important

• すべての自動エクスポートポリシーが有効で、自動インポートが無効になっているファイルシ
ステムでファイルが変更された場合、そのファイルの内容は常に S3 の対応するオブジェクト
にエクスポートされます。オブジェクトがターゲットの場所に既に存在する場合、そのオブ
ジェクトは上書きされます。

• 自動インポートと自動エクスポートのポリシーがすべて有効になっている状態で、ファイルシ
ステムと S3 の両方でファイルを変更すると、ファイルシステム内のファイルまたは S3 内の
オブジェクトのいずれかが他方で上書きされる可能性があります。ある場所で後から編集して
も、別の場所で行った以前の編集が上書きされない場合があります。ファイルシステムと S3 
バケットの両方で同じファイルを変更する場合は、このような競合を防ぐためにアプリケー
ションレベルの調整を行う必要があります。FSx for Lustre では、複数の場所での競合する書き
込みを防止することはできません。

エクスポートポリシーでは、ファイルシステムの内容が変更されたときに、FSx for Lustre がリンクされた 
S3 バケットを更新する方法を指定します。データリポジトリの関連付けには、次のいずれかの自動エクス
ポートポリシーを設定できます。

• 新規 - FSx for Lustre は、ファイルシステム上に新しいファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリ
ンクが作成された場合にのみ、S3 データリポジトリを更新します。

• 変更済み - FSx for Lustre は、ファイルシステム内の既存のオブジェクトが変更された場合にのみ、S3 
データリポジトリを自動的に更新します。ファイルコンテンツの変更については、S3 リポジトリに転送
される前に、ファイルを閉じる必要があります。メタデータの変更 (名前の変更、所有権、許可、タイ
ムスタンプ) は、オペレーションが完了すると、反映されます。名前を変更する場合 (移動を含む)、既存
の (名前が変更された) S3 オブジェクトが削除され、新しい名前の新しい S3 オブジェクトが作成されま
す。
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• 削除済み - FSx for Lustre は、ファイルシステムでファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンク
が削除された場合にのみ、S3 データリポジトリを自動的に更新します。

• 新規、変更済み、削除済みの任意の組み合わせ - FSx for Lustre は、指定されたアクションのいずれかが
ファイルシステムで発生した場合に、自動的に S3 データリポジトリを更新します。例えば、ファイル
システムでオブジェクトが [新規] に追加されたとき、または [削除済み] から削除されたときに S3 リポ
ジトリが更新され、ファイルが変更されたときには更新されないように指定できます。

• ポリシーの設定なし - FSx for Lustre は、ファイルシステムにファイルが追加、変更されたとき、または
ファイルシステムから削除されたときに、S3 データリポジトリを自動的に更新しません。エクスポート
ポリシーを設定しない場合、自動エクスポートは無効になります。「データリポジトリのタスクを使用
した変更のエクスポート (p. 47)」の説明に従って、データリポジトリのエクスポートタスクを使用し
て、変更を手動でエクスポートできます。

ほとんどのユースケースで、エクスポートポリシーを [新規]、[変更済み]、[削除済み] に設定することをお
勧めします。このポリシーにより、ファイルシステムで行われたすべての更新が、リンクされた S3 デー
タリポジトリに自動的にエクスポートされます。

CloudWatch Logs へのログ記録を有効にして (p. 152)、自動的にエクスポートできなかったファイルや
ディレクトリに関する情報をログに記録することをお勧めします。ログ内の警告とエラーには、失敗の理
由に関する情報が含まれています。詳細については、「データリポジトリのイベントログ (p. 60)」を参
照してください。

エクスポート設定の更新
データリポジトリの関連付けを作成するときに、リンクされた S3 バケットへのファイルシステムのエク
スポート設定を設定できます。詳細については、「S3 バケットへのリンクの作成 (p. 30)」を参照して
ください。

また、エクスポートポリシーを含め、いつでもエクスポート設定を更新できます。詳細については、
「データリポジトリの関連付け設定の更新 (p. 34)」を参照してください。

自動インポートのモニタリング
Amazon CloudWatch に公開された一連のメトリクスを使用して、自動エクスポートが有効化されている
データリポジトリの関連付けをモニタリングできます。AgeOfOldestQueuedMessage メトリクスは、
ファイルシステムに対して行われた後、S3 にまだエクスポートされていない最も古い更新の経過時間を表
します。AgeOfOldestQueuedMessage が長期間にわたってゼロより大きい場合は、メッセージキュー
が減少するまで、ファイルシステムに対してアクティブに行われている変更 (特にディレクトリ名の変更) 
の数を一時的に減らすことをお勧めします。詳細については、「自動インポートと自動エクスポートのメ
トリクス (p. 147)」を参照してください。

データリポジトリのタスクを使用した変更のエクス
ポート
データリポジトリのエクスポートタスクは、ファイルシステムの新規または変更されたファイルをエク
スポートします。ファイルシステムの新しいファイル用に、新しいオブジェクトが S3 に作成されます。
ファイルシステムで変更されたファイル、またはメタデータが変更されたファイルの場合、S3 内の対応す
るオブジェクトは、新しいデータとメタデータを持つ新しいオブジェクトに置き換えられます。ファイル
システムから削除されたファイルに対するアクションは実行されません。

Note

データリポジトリのエクスポートタスクを使用する際は、以下の点に留意してください。

• エクスポートするファイルを追加または除外するためのワイルドカードの使用はサポートされ
ていません。
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• mv 操作を実行すると、移動後のターゲットファイルは、UID、GID、アクセス許可、または内
容の変更がない場合でも、S3 にエクスポートされます。

Amazon FSx コンソールと CLI を使用して、ファイルシステム上のデータとメタデータの変更をリンクさ
れた S3 バケットにエクスポートするには、以下の手順に従います。複数の DRA に対して 1 つのデータリ
ポジトリタスクを使用できることに注意してください。

変更をエクスポートするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [File systems] (ファイルシステム)をクリックし、Lustre ファイルシステムを

選択します。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。
4. [Data repository associations] (データリポジトリ関連付け) ペインで、エクスポートタスクを作成する

対象のデータリポジトリの関連付けを選択します。
5. [Actions] (アクション) で、[Export task] (タスクのエクスポート) を選択します。ファイルシステムが 

S3 のデータリポジトリにリンクされていない場合、この選択は使用できません。[Create export data 
repository task] (データリポジトリのエクスポートタスクの作成) ダイアログが表示されます。

6. (オプション) [File system paths to export] (エクスポートするためのファイルシステムパス) のディレ
クトリまたはファイルへのパスを指定して、Amazon FSx ファイルシステムからエクスポートする
ディレクトリまたはファイルを最大 32 個指定します。指定するパスは、ファイルシステムのマウ
ントポイントに対する相対パスである必要があります。マウントポイントが /mnt/fsx で、/mnt/
fsx/path1 がエクスポートするファイルシステム上のディレクトリまたはファイルである場合、提
供するパスは path1 です。

Note

指定したパスが有効でない場合、タスクは失敗します。
7. (オプション) [Completion report] (完了レポート) 直下の [Enable] (有効化) をクリックして、タス

クの完了後にタスク完了レポートを生成します。[task completion report] (タスク完了レポート) 
に、[Report scope] (レポートスコープ) に示されている範囲を満たすタスクによって処理されるファ
イルの詳細が表示されます。Amazon FSx がレポートを配信する場所を指定するには、ファイルシス
テムのリンクされた S3 データリポジトリの [Report path] (レポートパス) の相対パスを入力します。

8. [Create] (作成) を選択します。

[File systems] (ファイルシステム) ページの上部にある通知には、先ほど作成したタスクが表示されま
す。

タスクのステータスと詳細を表示するには、ファイルシステム用の [Data Repository] (データリポジトリ) 
タブの [Data Repository Tasks] (データリポジトリタスク) ペインを下にスクロールします。デフォルトの
ソート順では、最新のタスクがリストの最上部に表示されます。
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このページからタスクサマリーを表示するには、先ほど作成したタスクの [Task ID] (タスク ID) を選択し
ます。[Summary] (概要) タスクのページが表示されます。

変更をエクスポートするには (CLI)

• FSx for Lustreファイルシステムのデータとメタデータの変更をエクスポートするには create-
data-repository-task CLI コマンドを使用します。対応する API オペレーションは
CreateDataRepositoryTask。

$ aws fsx create-data-repository-task \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --type EXPORT_TO_REPOSITORY \ 
    --paths path1,path2/file1 \ 
    --report Enabled=true

次の例に示すように、データリポジトリタスクを正常に作成すると、Amazon FSx は JSON として
データの説明を返します。

{ 
    "Task": { 
        "TaskId": "task-123f8cd8e330c1321", 
        "Type": "EXPORT_TO_REPOSITORY", 
        "Lifecycle": "PENDING", 
        "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
        "Paths": ["path1", "path2/file1"], 
        "Report": { 
            "Path":"s3://dataset-01/reports", 
            "Format":"REPORT_CSV_20191124", 
            "Enabled":true, 
            "Scope":"FAILED_FILES_ONLY" 
        }, 
        "CreationTime": "1545070680.120", 
        "ClientRequestToken": "10192019-drt-12", 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:task:task-123f8cd8e330c1321" 
    }
}

リンクされたデータリポジトリにデータをエクスポートするタスクを作成すると、データリポジトリのエ
クスポートタスクのステータスを確認できます。データリポジトリタスクを表示する方法の詳細について
は、「データリポジトリタスクへのアクセス (p. 52)」を参照してください。

HSM コマンドを使用したファイルのエクスポート
Note

FSx for Lustre ファイルシステムのデータおよびメタデータの変更を Simple Storage Service 
(Amazon S3) の耐久性のあるデータリポジトリにエクスポートするには、「S3 バケットに更新
を自動的にエクスポートする (p. 46)」で説明されている自動エクスポート機能を使用します。
「データリポジトリのタスクを使用した変更のエクスポート (p. 47)」の説明に従って、データ
リポジトリのエクスポートタスクを使用することもできます。

個々のファイルをデータリポジトリにエクスポートし、ファイルがデータリポジトリに正常にエクスポー
トされたことを確認するには、以下に示すコマンドを実行します。states: (0x00000009) exists 
archived の戻り値はのファイルが正常にエクスポートされたことを示します。

sudo lfs hsm_archive path/to/export/file
sudo lfs hsm_state path/to/export/file
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Note

ルートユーザーとして、または sudo を使用して HSM コマンド (hsm_archive など) を実行す
る必要があります。

ファイルシステム全体またはファイルシステム内のディレクトリ全体をエクスポートするには、次のコマ
ンドを実行します。複数のファイルを同時にエクスポートする場合、Amazon FSx for Lustre はファイルを 
Simple Storage Service (Amazon S3) データリポジトリに並行してエクスポートします。

nohup find local/directory -type f -print0 | xargs -0 -n 1 sudo lfs hsm_archive &

エクスポートが完了したかどうかを判定するには、次のコマンドを実行します。

find path/to/export/file -type f -print0 | xargs -0 -n 1 -P 8 sudo lfs hsm_state | awk '!/
\<archived\>/ || /\<dirty\>/' | wc -l

ファイルを残さないでコマンドが返ると、エクスポートは完了です。

データリポジトリタスク
データリポジトリタスクを使用すると、FSx for Lustre ファイルシステムと Simple Storage Service 
(Amazon S3) 上の耐久性のあるデータリポジトリ間のデータおよびメタデータの転送を管理できます。

[Data Repository Tasks] (データリポジトリタスク) は、FSx for Lustre ファイルシステムと S3 上のデータ
リポジトリ間のデータとメタデータの転送を最適化します。これを行う方法の 1 つは、Amazon FSx ファ
イルシステムとそのリンクされたデータリポジトリ間の変更を追跡することです。また、パラレル転送技
術を使用して、最大数百 GB/秒の速度でデータを転送することによってこれを行います。データリポジト
リタスクは、Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および Amazon FSx API を使用して作成および表示し
ます。

データリポジトリタスクは、所有権、許可、タイムスタンプなど、ファイルシステムのポータブルオペ
レーティングシステムインターフェイス (POSIX) メタデータを維持します。タスクはこのメタデータを保
持するため、FSx for Lustre ファイルシステムとそのリンクされたデータリポジトリ間のアクセスコント
ロールを実装および維持できます。

データリポジトリタスクのタイプ
データリポジトリタスクには 2 つのタイプがあります。

• エクスポート データリポジトリタスクは、Lustre ファイルシステムからリンクされた S3 バケットにエ
クスポートします。

• インポート データリポジトリタスクは、リンクされた S3 バケットから Lustre ファイルシステムにイン
ポートします。

詳細については、「データリポジトリタスクの作成 (p. 51)」を参照してください。

トピック
• タスクのステータスと詳細を理解する (p. 51)
• データリポジトリタスクの使用 (p. 51)
• タスク完了レポートの使用 (p. 56)
• インポートとエクスポート障害のトラブルシューティング (p. 57)
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タスクのステータスと詳細を理解する
データリポジトリタスクのステータスは、次のいずれかです。

• [PENDING] (保留中) は、Amazon FSx がタスクを開始していないことを示します。
• [EXECUTING] (実行中) は、Amazon FSx がタスクを処理中であることを示します。
• [FAILED] (失敗) は、Amazon FSx でタスクが正常に処理されなかったことを示します。例えば、タス

クの処理に失敗したファイルがある可能性があります。タスクの詳細は、障害に関する詳細情報を提
供します。障害タスクの詳細については、「インポートとエクスポート障害のトラブルシューティン
グ (p. 57)」を参照してください。

• [SUCCEEDED] (成功) は、Amazon FSx がタスクを正常に完了したことを示します。
• [CANCELED] (キャンセル済み) は、タスクがキャンセルされて完了していないことを示します。
• [CANCELING] (キャンセル中) は、Amazon FSx がタスクをキャンセル中であることを示します。

タスクを作成した後、Amazon FSx コンソール、CLI、または API を使用して、データリポジトリタスク
の次の詳細情報を表示できます。

• タスクタイプ。EXPORT_TO_REPOSITORY はエクスポートタスクを示しま
す。IMPORT_METADATA_FROM_REPOSITORY はインポートタスクを示します。

• タスクが実行されたファイルシステム。
• タスクの作成時刻｡
• タスクのステータス。
• タスクが処理されたファイルの総数。
• タスクが正常に処理されたファイルの総数。
• タスクの処理に失敗したファイルの総数。タスクステータスが FAILED (失敗) の場合、この値はゼロよ

り大きくなります。障害ファイルに関する詳細情報は、タスク完了レポートで確認できます。詳細につ
いては、「タスク完了レポートの使用 (p. 56)」を参照してください。

• タスクが開始された時刻。
• タスクのステータスが最後に更新された時刻。タスクのステータスは 30 秒ごとに更新されます。

既存のデータリポジトリタスクへのアクセス方法の詳細については、「データリポジトリタスクへのアク
セス (p. 52)」を参照してください。

データリポジトリタスクの使用
Amazon FSx コンソール、CLI、または API を使用して、データリポジトリタスクの作成、複製、詳細の
表示、およびキャンセルを行うことができます。

データリポジトリタスクの作成
Amazon FSx コンソール、CLI、または API を使用してデータリポジトリタスクを作成できます。タスク
を作成したら、コンソール、CLI、または API を使用してタスクの進行状況とステータスを確認できま
す。

データリポジトリタスクには、次の 2 種類のデータリポジトリタスクを作成できます。

• エクスポート データリポジトリタスクは、Lustre ファイルシステムからリンクされた S3 バケット
にエクスポートします。詳細については、「データリポジトリのタスクを使用した変更のエクスポー
ト (p. 47)」を参照してください。
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• インポート データリポジトリタスクは、リンクされた S3 バケットから Lustre ファイルシステムに
インポートします。詳細については、「データリポジトリのタスクを使用して変更をインポートす
る (p. 43)」を参照してください。

タスクの複製
Amazon FSx コンソールで、既存のデータリポジトリタスクを複製できます。タスクを複製すると、既存
のタスクの正確なコピーが インポートデータリポジトリタスクの作成 または エクスポートデータリポジ
トリタスクの作成 ページに表示されます。新しいタスクを作成して実行する前に、必要に応じてエクス
ポートまたはインポートするパスを変更できます。

Note

そのタスクの正確なコピーがすでに実行されている場合、重複タスクを実行するリクエストは失
敗します。すでに実行されているタスクの正確なコピーには、エクスポートタスクの場合は同じ
ファイルシステムパスが含まれ、インポートタスクの場合は同じデータリポジトリパスが含まれ
ます。

タスクは、タスクの詳細ビュー、ファイルシステムの [Data Repository] (データリポジトリ) タブの [Data 
Repository Tasks] (データリポジトリタスク) ペイン、または [Data Repository Tasks] (データリポジトリ
タスク) ページから複製できます。

既存のタスクを複製するには

1. ファイルシステムの [Data Repository] (データリポジトリ) タブの [Data Repository Tasks] (データリ
ポジトリタスク) ペインでタスクを選択します。

2. [Duplicate task] (タスクの複製) を選択します。選択したタスクのタイプに応じて、インポートデー
タリポジトリの作成 タスクまたは エクスポートデータリポジトリの作成 タスクページが表示されま
す。新しいタスクの設定はすべて、複製するタスクの設定と同じです。

3. インポート元またはエクスポート先のパスを変更または追加します。
4. [Create] (作成) を選択します。

データリポジトリタスクへのアクセス
データリポジトリタスクを作成したら、Amazon FSx コンソール、CLI、API を使用して、タスク、および
アカウント内のすべての既存のタスクにアクセスできます。Amazon FSx は、次の詳細なタスク情報を提
供します。

• 既存のすべてのタスク。
• 特定のファイルシステムに関するすべてのタスク。
• 特定のデータリポジトリ関連付けに関するすべてのタスク。
• 特定のライフサイクルステータスを持つすべてのタスク。タスクのライフサイクルステータス値の詳細

については、「タスクのステータスと詳細を理解する (p. 51)」を参照してください。

以下に記載されているように、Amazon FSx コンソール、CLI、または API を使用して、アカウント内の
すべての既存のデータリポジトリタスクにアクセスできます。

データリポジトリのタスクとタスクの詳細を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで データリポジトリタスク (Lustre) を選択します。[Data Repository Tasks]

(データリポジトリタスク) ページが表示され、既存のタスクが表示されます。

52

https://console.aws.amazon.com/fsx/


FSx for Lustre Lustre ユーザーガイド
データリポジトリタスクの使用

3. タスクの詳細を表示するには、[Data Repository Tasks] (データリポジトリタスク) ページで [Task ID]
(タスク ID) または [Task name] (タスク名) を選択します。タスクの詳細ページが表示されます。

データリポジトリのタスクとタスクの詳細を取得するには (CLI)

Amazon FSx describe-data-repository-tasks CLI コマンドを使用すると、アカウント内のすべて
のデータリポジトリタスクとその詳細を表示できます。DescribeDataRepositoryTasks は、同等の 
API コマンドです。

• アカウント内のすべてのデータリポジトリタスクオブジェクトを確認するには、次のコマンドを使用
します。

aws fsx describe-data-repository-tasks

コマンドが成功すると、Amazon FSx は JSON 形式でレスポンスを返します。

{ 
    "DataRepositoryTasks": [ 
        { 
            "Lifecycle": "EXECUTING", 
            "Paths": [], 
            "Report": { 
                "Path":"s3://dataset-01/reports", 
                "Format":"REPORT_CSV_20191124", 
                "Enabled":true, 
                "Scope":"FAILED_FILES_ONLY" 
            }, 
            "StartTime": 1591863862.288, 
            "EndTime": , 
            "Type": "EXPORT_TO_REPOSITORY", 
            "Tags": [], 
            "TaskId": "task-0123456789abcdef3", 
            "Status": { 
                "SucceededCount": 4255, 
                "TotalCount": 4200, 
                "FailedCount": 55, 
                "LastUpdatedTime": 1571863875.289 
            }, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789a7", 
            "CreationTime": 1571863850.075, 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:1234567890:task/
task-0123456789abcdef3" 
        }, 
        { 
            "Lifecycle": "FAILED", 
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            "Paths": [], 
            "Report": { 
                "Enabled": false, 
            }, 
            "StartTime": 1571863862.288, 
            "EndTime": 1571863905.292, 
            "Type": "EXPORT_TO_REPOSITORY", 
            "Tags": [], 
            "TaskId": "task-0123456789abcdef1", 
            "Status": { 
                "SucceededCount": 1153, 
                "TotalCount": 1156, 
                "FailedCount": 3, 
                "LastUpdatedTime": 1571863875.289 
            }, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "CreationTime": 1571863850.075, 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:1234567890:task/
task-0123456789abcdef1" 
        }, 
        { 
            "Lifecycle": "SUCCEEDED", 
            "Paths": [], 
            "Report": { 
                "Path":"s3://dataset-04/reports", 
                "Format":"REPORT_CSV_20191124", 
                "Enabled":true, 
                "Scope":"FAILED_FILES_ONLY" 
            }, 
            "StartTime": 1571863862.288, 
            "EndTime": 1571863905.292, 
            "Type": "EXPORT_TO_REPOSITORY", 
            "Tags": [], 
            "TaskId": "task-04299453935122318", 
            "Status": { 
                "SucceededCount": 258, 
                "TotalCount": 258, 
                "FailedCount": 0, 
                "LastUpdatedTime": 1771848950.012, 
            }, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "CreationTime": 1771848950.012, 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:1234567890:task/
task-0123456789abcdef0" 
        } 
    ]
}

ファイルシステムによるタスクの表示
以下に記載されているように、Amazon FSx コンソール、CLI、または API を使用して、特定のファイル
システムのすべてのタスクを表示できます。

ファイルシステム別にタスクを表示するには (コンソール)

1. ナビゲーションペインで [File systems] (ファイルシステム) を選択します。[File systems] (ファイルシ
ステム) ページが表示されます。

2. データリポジトリタスクを表示するファイルシステムを選択します。ファイルシステムの詳細ページ
が表示されます。

3. ファイルシステムの詳細ページで、[Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。このファ
イルシステムのタスクはすべて、[Data Repository Tasks] (データリポジトリタスク) パネルに表示さ
れます。
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ファイルシステム別にタスクを取得するには (CLI)

• 次のコマンドを使用して、ファイルシステム fs-0123456789abcdef0 のすべてのデータリポジトリ
タスクを表示します。

aws fsx describe-data-repository-tasks \ 
    --filters Name=file-system-id,Values=fs-0123456789abcdef0 

コマンドが成功すると、Amazon FSx は JSON 形式でレスポンスを返します。

{ 
    "DataRepositoryTasks": [ 
        { 
            "Lifecycle": "FAILED", 
            "Paths": [], 
            "Report": { 
                "Path":"s3://dataset-04/reports", 
                "Format":"REPORT_CSV_20191124", 
                "Enabled":true, 
                "Scope":"FAILED_FILES_ONLY" 
            }, 
            "StartTime": 1571863862.288, 
            "EndTime": 1571863905.292, 
            "Type": "EXPORT_TO_REPOSITORY", 
            "Tags": [], 
            "TaskId": "task-0123456789abcdef1", 
            "Status": { 
                "SucceededCount": 1153, 
                "TotalCount": 1156, 
                "FailedCount": 3, 
                "LastUpdatedTime": 1571863875.289 
            }, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "CreationTime": 1571863850.075, 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:1234567890:task/
task-0123456789abcdef1" 
        }, 
        { 
            "Lifecycle": "SUCCEEDED", 
            "Paths": [], 
            "Report": { 
                "Enabled": false, 
            }, 
            "StartTime": 1571863862.288, 
            "EndTime": 1571863905.292, 
            "Type": "EXPORT_TO_REPOSITORY", 
            "Tags": [], 
            "TaskId": "task-0123456789abcdef0", 
            "Status": { 
                "SucceededCount": 258, 
                "TotalCount": 258, 
                "FailedCount": 0, 
                "LastUpdatedTime": 1771848950.012, 
            }, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "CreationTime": 1771848950.012, 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:1234567890:task/
task-0123456789abcdef0" 
        } 
    ]
}
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データリポジトリタスクのキャンセル
データリポジトリタスクを、保留中または実行中状態のときにキャンセルできます。タスクをキャンセル
すると、次のことが発生します。

• Amazon FSx は、処理対象のキューにあるファイルを処理しません。
• Amazon FSx は、現在処理中のファイルの処理を続行します。
• Amazon FSx は、タスクが既に処理したファイルを元に戻せません。

データリポジトリタスクをキャンセルするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. データリポジトリタスクをキャンセルするファイルシステムをクリックします。
3. [Data Repository] (データリポジトリ) タブを開き、下にスクロールして データリポジトリタスク パネ

ルを表示します。
4. キャンセルしたいタスクの [Task ID] (タスク ID) または [Task name] (タスク名) を選択します。
5. [Cancel task] (タスクのキャンセル) を選択してタスクをキャンセルします。
6. タスク ID を入力して、キャンセルリクエストを確認します。

データリポジトリタスクをキャンセルするには (CLI)

Amazon FSx cancel-data-repository-task CLI コマンドを使用して、タスクをキャンセルしま
す。CancelDataRepositoryTask は、同等の API コマンドです。

• アカウント内のすべてのデータリポジトリタスクオブジェクトを確認するには、次のコマンドを使用
します。

aws fsx cancel-data-repository-task \ 
    --task-id fs-0123456789abcdef0

コマンドが成功すると、Amazon FSx は JSON 形式でレスポンスを返します。

{ 
    "Status": "CANCELING", 
    "TaskId": "task-0123456789abcdef0"
}

タスク完了レポートの使用
タスク完了レポート は、データリポジトリのエクスポートまたはインポートタスクの結果に関する詳細を
示します。レポートには、レポートのスコープに一致するタスクで処理されたファイルの結果が含まれま
す。Enabled パラメータを使用して、タスクに関するレポートを生成するかどうかを指定できます。

Amazon FSx は、タスクのレポートを有効にするときに指定したパスを使用して、Simple Storage Service 
(Amazon S3) 内のファイルシステムのリンクされたデータリポジトリにレポートを配信します。レ
ポートのファイル名は、エクスポートタスクの場合は failures.csv、インポートタスクの場合は
report.csv です。

レポート形式は、FilePath、FileStatus、および ErrorCode の 3 つのフィールドを持つカンマ区切
り値 (CSV) ファイルです。

レポートは、RFC-4180 形式のエンコードを使用して次のようにエンコードされます。
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• 次の文字のいずれかで始まるパスは、一重引用符で囲まれています: @ + - =
• 次の文字の少なくとも 1 つを含む文字列は、二重引用符で囲まれています: " ,
• すべての二重引用符は、追加の二重引用符でエスケープされます。

レポートのエンコードの例をいくつか示します。

• @filename.txt が """@filename.txt""" になります
• +filename.txt が """+filename.txt""" になります
• file,name.txt が "file,name.txt" になります
• file"name.txt が "file""name.txt" になります

RFC-4180 エンコードの詳細については、「RFC-4180 - カンマ区切り値 (CSV) ファイルの一般形式と 
MIME タイプ」を参照してください。

次に、失敗したファイルのみを含むタスク完了レポートに表示される情報の例を示します。

myRestrictedFile,failed,S3AccessDenied
dir1/myLargeFile,failed,FileSizeTooLarge
dir2/anotherLargeFile,failed,FileSizeTooLarge

失敗したタスクとその解決方法の詳細については、「インポートとエクスポート障害のトラブルシュー
ティング (p. 57)」を参照してください。

インポートとエクスポート障害のトラブルシューティ
ング
CloudWatch Logs へのログを有効にする (p. 151)と、データリポジトリタスクを使用してファイ
ルをインポートまたはエクスポートする際に発生した、任意の障害に関する情報をログに記録で
きます。CloudWatch Logs のイベントログの詳細については、「データリポジトリのイベントロ
グ (p. 60)」を参照してください。

データリポジトリタスクが失敗した場合、Amazon FSx が処理に失敗したファイルの数は、コンソールの
タスクステータス ページの エクスポートに失敗したファイル で確認できます。または、CLI や API を使
用してタスクの Status: FailedCount プロパティを表示することもできます。この情報へのアクセス
については、「データリポジトリタスクへのアクセス (p. 52)」を参照してください。

データリポジトリタスクの場合、Amazon FSx は、完了レポートで失敗した特定のファイルやディレクト
リに関する情報もオプションで提供します。タスク完了レポートには、障害が発生した Lustre ファイルシ
ステム上のファイルまたはディレクトリパス、そのステータス、および失敗の理由が含まれます。詳細に
ついては、「タスク完了レポートの使用 (p. 56)」を参照してください。

データリポジトリタスクは、以下に示すものを含む、いくつかの理由で失敗することがあります。

エラーコード 説明

PathSizeTooLong エクスポートのパスが長すぎます。S3 でサポートされているオブ
ジェクトキーの最大長は 1,024 文字です。

FileSizeTooLarge Amazon S3 でサポートされているオブジェクトの最大サイズは 5 
TiB です。

S3AccessDenied データリポジトリのエクスポートまたはインポートタスクに対する 
Simple Storage Service (Amazon S3) へのアクセスが拒否されまし
た。
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エラーコード 説明
エクスポートタスクの場合、Amazon FSx ファイ
ルシステムでは、S3 上のリンクされたデータリポ
ジトリにエクスポートする S3:PutObject オペ
レーションを実行する許可が必要です。この許可
は、AWSServiceRoleForFSxS3Access_fs-0123456789abcdef0
サービスにリンクされたロールで許可されています。詳細について
は、「Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされたロールの
使用 (p. 190)」を参照してください。

エクスポートタスクの場合、エクスポートタスクではファイルシス
テムの VPC の外側にデータが流れる必要があるため、ターゲットリ
ポジトリに aws:SourceVpc または aws:SourceVpce IAM グロー
バル条件キーの 1 つを含むバケットポリシーがある場合に発生する
可能性があります。

インポートタスクの場合、Amazon FSx ファイルシステムに 
S3 上のリンクされたデータリポジトリからインポートするた
め、S3:HeadObject および S3:GetObject オペレーションを実
行する許可が必要です。

インポートタスクの場合、S3 バケットが AWS Key Management 
Service (SSE-KMS) に保存されているカスタマー管理キーを使って
サーバー側の暗号化を使用する場合は、サーバー側で暗号化された 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの使用 (p. 37) のポ
リシー設定に従う必要があります。

S3 バケットに、ファイルシステムにリンクされた S3 バケットアカ
ウントとは別の AWS アカウント からアップロードされたオブジェ
クトが含まれている場合、アップロードされたアカウントに関係
なく、データリポジトリタスクが S3 メタデータを変更したり、S3 
オブジェクトを上書きしたりできます。S3 バケットで、S3 オブ
ジェクト所有権の機能を有効にすることをお勧めします。この機能
を使用すると、アップロードに -/-acl bucket-owner-full-
control 固定 ACL を提供させることにより、他の AWS アカウント 
がバケットにアップロードする新しいオブジェクトの所有権を取得
できます。S3 バケットで、バケット所有者優先 内のオプションを選
択することにより、S3 オブジェクトの所有権を有効にします。詳細
については、「Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイ
ド」の「S3 オブジェクトの所有権を使用してアップロードされたオ
ブジェクトの所有権をコントロールする」を参照してください。

S3Error Amazon FSx で、S3AccessDenied ではない S3 に関連するエラー
が発生しました。

S3ObjectPathNotPosixCompliantSimple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトは存在します
が、POSIX に準拠しているオブジェクトではないため、インポート
できません。サポートされている POSIX メタデータについては、
「データリポジトリの POSIX メタデータのサポート (p. 25)」を
参照してください。

S3FileDeleted Amazon FSx は、ハードリンクファイルをエクスポートできません
でした。ソースファイルがデータリポジトリ内に存在しません。

S3ObjectNotFound Amazon FSx は、データリポジトリに存在しないため、ファイルを
インポートまたはエクスポートできませんでした。
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エラーコード 説明

S3ObjectInUnsupportedTier Amazon FSx が S3 Glacier または S3 Glacier Deep Archive スト
レージクラスから、シンボリックリンク以外のオブジェクトを正常
にインポートしました。FileStatus は、タスク完了レポートで
succeeded with warning になります。データを取得するには、
まず S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive オ
ブジェクトを復元し、hsm_restore コマンドを使用してオブジェ
クトをインポートする必要があることを、警告が示します。

S3SymlinkInUnsupportedTier Amazon FSx は、シンボリックリンクオブジェクトをインポートで
きませんでした。このオブジェクトは、S3 Glacier Flexible Retrieval 
や S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスなど、サポートされ
ていない Amazon S3 ストレージクラスにあります。FileStatus
は、タスク完了レポートで failed になります。

ResourceBusy Amazon FSx は、ファイルシステム上の別のクライアントによって
変更されているため、ファイルをエクスポートできませんでした。
ワークフローがファイルへの書き込みを完了した後、データリポジ
トリタスクを再試行できます。

InternalError Amazon FSx ファイルシステム内でエラーが発生しました。通常、
このエラーコードは失敗したタスクが実行された Amazon FSx ファ
イルシステムが、失敗したライフサイクル状態にあることを意味
します。この問題が発生すると、データ損失のために影響を受け
るファイルを回復できないことがあります。それ以外の場合は、
階層ストレージ管理 (HSM) コマンドを使用して、ファイルとディ
レクトリを S3 のデータリポジトリにエクスポートできます。詳
細については、「HSM コマンドを使用したファイルのエクスポー
ト (p. 49)」を参照してください。

ファイルシステムからのデータの解放
ファイルシステムにストレージスペースを作成する場合は、ファイルシステムからファイルを解放できま
す。ファイルを解放すると、ファイルのリストとメタデータは保持されますが、そのファイルのコンテン
ツのローカルコピーは削除されます。ファイルは、使用中の場合、またはリンクされたデータリポジトリ
にエクスポートされていない場合、解放できません。次のコマンドを使用して、ファイルシステムから個
別のファイルを解放できます。

• ファイル所有者である場合にファイルシステムから 1 つ以上のファイルを解放するには、以下の手順を
実行します。

lfs hsm_release file1 file2 ...

• ファイル所有者でない場合にファイルシステムから 1 つ以上のファイルを解放するには、以下の手順を
実行します。

sudo lfs hsm_release file1 file2 ...

この hsm_release コマンドは、POSIX で定義されている通常のファイルのみをリリースできます。ソ
ケット、シンボリックリンク、ブロックデバイス、キャラクターデバイス、または名前付きパイプはリ
リースできません。ファイルが通常のファイルかどうかを識別するには、そのファイルに対して test -f
コマンドを使用します。
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オンプレミスのデータに対する Amazon FSx の使
用

Amazon FSx を使用して、オンプレミスのデータをクラウド内のコンピューティングインスタンスで処理
できます。FSx for Lustre は AWS Direct Connect および VPN を経由するアクセスをサポートしているた
め、オンプレミスのクライアントからファイルシステムをマウントできるようになります。

オンプレミスのデータで Amazon FSx を使用するには

1. ファイルシステムを作成します。詳細については、「使用開始」の演習の「ステップ 1: Amazon FSx 
for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」を参照してください。

2. オンプレミスのクライアントからファイルシステムをマウントします。詳細については、「オン
プレミスまたはピアリングされた Amazon VPC から Amazon FSx ファイルシステムをマウントす
る (p. 108)」を参照してください。

3. 処理するデータを FSx for Lustre ファイルシステムにコピーします。
4. ファイルシステムをマウントしているクラウド内 Amazon EC2 インスタンスで、コンピューティング

集約型のワークロードを実行します。
5. 完了したら、ファイルシステムからオンプレミスのデータロケーションに最終結果をコピーし、FSx 

for Lustre ファイルシステムを削除します。

データリポジトリのイベントログ
CloudWatch Logs へのログ記録を有効にすると、自動のインポートとエクスポート、およびデータリポジ
トリタスクを使用して行う、ファイルのインポートまたはエクスポート中に発生した障害に関する情報を
ログ記録できます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs でのロギング (p. 151)」を参照して
ください。

Note

データリポジトリタスクが失敗した場合には、Amazon FSx が、その失敗に関する情報をタスク
完了レポートに書き込みます。完了レポート内の障害情報の詳細ついては、「インポートとエク
スポート障害のトラブルシューティング (p. 57)」を参照してください。

自動インポート、自動エクスポート、およびデータリポジトリタスクは、以下に示すものを含む、いくつ
かの理由で失敗することがあります。これらのログの表示方法については、「ログの表示 (p. 153)」を参
照してください。

インポートイベント

エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ImportListObjectErrorERROR S3 バケット
bucket_name 内
で、プレフィクス
prefix を持つ S3 
オブジェクトのリ
スト作成に失敗し
ました。

Amazon FSx 
は、S3 バケット
内の S3 オブジェ
クトをリストでき
ませんでした。S3 
バケットポリシー
が Amazon FSx に
十分なアクセス許
可を付与していな
い場合に、このエ
ラーが発生するこ
とがあります。

該当なし
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ImportUnsupportedTierWarningWARN S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのインポート
に失敗しました。
このオブジェク
トはサポートさ
れていない階層
S3_tier_name に
あります。

Amazon FSx 
は、S3 オブジェク
トをインポートで
きませんでした。
このオブジェク
トは、S3 Glacier 
Flexible Retrieval 
や S3 Glacier 
Deep Archive ス
トレージクラスな
ど、サポートされ
ていない Amazon 
S3 ストレージクラ
ス内にあります。

S3ObjectInUnsupportedTier

S3ImportSymlinkInUnsupportedTierWarningWARN S3 バケット
bucket_name
内の、キー
key_value を持
つ S3 シンボリッ
クリンクオブジェ
クトのインポート
に失敗しました。
このオブジェク
トは、サポートさ
れていない階層
S3_tier_name に
あります。

Amazon FSx は、
シンボリックリ
ンクオブジェクト
をインポートで
きませんでした。
このオブジェク
トは、S3 Glacier 
Flexible Retrieval 
や S3 Glacier 
Deep Archive ス
トレージクラスな
ど、サポートされ
ていない Amazon 
S3 ストレージクラ
スにあります。

S3SymlinkInUnsupportedTier
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ImportAccessDeniedERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのインポートに
失敗しました。こ
の S3 オブジェク
トへのアクセスが
拒否されました。

データリポジトリ
のエクスポート
またはインポー
トタスクにおい
て、Amazon S3 へ
のアクセスが拒否
されました。

インポートタスク
の場合、Amazon 
FSx ファイルシ
ステムに S3 上の
リンクされたデー
タリポジトリから
インポートするた
め、s3:HeadObject
および
s3:GetObject オ
ペレーションを実
行する許可が必要
です。

インポートタス
クの場合、S3 バ
ケットが AWS 
Key Management 
Service (SSE-
KMS) に保存され
ているカスタマー
管理キーを使っ
てサーバー側の
暗号化を使用する
場合は、サーバー
側で暗号化され
た Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) バケットの使
用 (p. 37) のポ
リシー設定に従う
必要があります。

S3AccessDenied

S3ImportDeleteAccessDeniedERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トの、ローカル
ファイルの削除に
失敗しました。こ
の S3 オブジェク
トへのアクセスが
拒否されました。

自動インポートに
よる S3 オブジェ
クトへのアクセ
スが拒否されまし
た。

該当なし
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ImportObjectPathNotPosixCompliantERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのインポートに
失敗しました。こ
の S3 オブジェク
トは POSIX 準拠
ではありません。

Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) オブジェク
トは存在します
が、POSIX に準
拠しているオブ
ジェクトではな
いため、インポー
トできません。サ
ポートされている 
POSIX メタデー
タについては、
「データリポジ
トリの POSIX メ
タデータのサポー
ト (p. 25)」を参
照してください。

S3ObjectPathNotPosixCompliant

S3ImportObjectTypeMismatchERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのインポートに
失敗しました。同
じ名前の S3 オブ
ジェクトがファイ
ルシステムに既に
インポートされて
います。

インポートしよ
うとした S3 オブ
ジェクトのタイ
プ (ファイルまた
はディレクトリ) 
が、ファイルシス
テム内に既存の、
同じ名前を持つオ
ブジェクトと異っ
ています。

S3ObjectTypeMismatch

S3ImportDirectoryMetadataUpdateErrorERROR 内部エラーが発生
したため、ローカ
ルディレクトリの
メタデータの更新
に失敗しました。

内部エラーが発生
したため、ディレ
クトリメタデータ
をインポートでき
ませんでした。

該当なし

S3ImportObjectDeletedERROR キー key_value
を持つ S3 オブ
ジェクトのイン
ポートに失敗しま
した。S3 バケット
bucket_name 内
で、このオブジェ
クトが見つかりま
せん。

Amazon FSx は、
ファイルメタデー
タをインポートで
きませんでした。
対応するオブジェ
クトがデータリポ
ジトリ内に存在し
ません。

S3FileDeleted
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ImportBucketDoesNotExistERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのインポートに
失敗しました。こ
のバケットは存在
しません。

S3 バケットが
見つからないた
め、Amazon FSx 
は、ファイルシ
ステムに S3 オブ
ジェクトを自動イ
ンポートできませ
ん。

該当なし

S3ImportDeleteBucketDoesNotExistERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トで、ローカル
ファイルの削除に
失敗しました。こ
のバケットは存在
しません。

S3 バケットが
見つからないた
め、Amazon FSx 
はファイルシス
テム上の S3 オブ
ジェクトにリンク
されたファイルを
削除できません。

該当なし

S3ImportDirectoryCreateErrorERROR 内部エラーが発生
したため、ローカ
ルディレクトリの
作成に失敗しまし
た。

内部エラー
が発生したた
め、Amazon FSx 
による、ファイ
ルシステム上への
ディレクトリ作成
の自動インポート
が失敗しました。

該当なし

NoDiskSpace ERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トをインポートで
きませんでした。
このファイルシス
テムに空き容量が
ありません。

ファイルまたは
ディレクトリの作
成中に、ファイル
システムが使用可
能なメタデータ
サーバーのディス
ク領域が終了しま
した。

該当なし

エクスポートイベント

エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ExportInternalErrorERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのエクスポート
に失敗しました。

内部エラーが発生
したため、オブ
ジェクトはエクス
ポートされません
でした。

INTERNAL_ERROR
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

内部エラーが発生
しました。
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ExportAccessDeniedERROR S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トへのアクセスが
拒否されたため、
このファイルのエ
クスポートが失敗
しました。

データリポジト
リのエクスポー
トタスクにおい
て、Amazon S3 へ
のアクセスが拒否
されました。

エクスポー
トタスクの場
合、Amazon FSx 
ファイルシステ
ムでは、S3 上の
リンクされたデー
タリポジトリにエ
クスポートする
s3:PutObject
オペレーションを
実行する許可が必
要です。この許可
は、AWSServiceRoleForFSxS3Access_fs-0123456789abcdef0
サービスにリンク
されたロールで許
可されています。
詳細については、
「Amazon FSx for 
Lustre でのサー
ビスにリンクさ
れたロールの使
用 (p. 190)」を参
照してください。

エクスポートタス
クでは、ファイル
システムの VPC 
から外部にデー
タが転送される
必要があります。
このエラーは、
ターゲットリポ
ジトリが使用する
バケットポリシー
に、aws:SourceVpc
または
aws:SourceVpce
IAM グローバル条
件キーのいずれか
が含まれている場
合に発生する可能
性があります。

S3 バケットに、
ファイルシステ
ムにリンクされ
た S3 バケットア

S3AccessDenied
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

カウントとは別の 
AWS アカウント 
からアップロード
されたオブジェク
トが含まれている
場合、アップロー
ドされたアカウ
ントに関係なく、
データリポジトリ
タスクが S3 メタ
データを変更した
り、S3 オブジェク
トを上書きしたり
できます。S3 バ
ケットで、S3 オ
ブジェクト所有権
の機能を有効にす
ることをお勧めし
ます。この機能を
使用すると、アッ
プロードに --acl 
bucket-owner-
full-control 固
定 ACL を提供さ
せることにより、
他の AWS アカウ
ント がバケット
にアップロードす
る新しいオブジェ
クトの所有権を取
得できます。S3 
バケットで、バ
ケット所有者優
先 内のオプショ
ンを選択すること
により、S3 オブ
ジェクトの所有権
を有効にします。
詳細については、
「Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) ユーザーガイ
ド」の「S3 オブ
ジェクトの所有権
を使用してアップ
ロードされたオブ
ジェクトの所有権
をコントロールす
る」を参照してく
ださい。
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ExportPathSizeTooLongERROR ファイルのエクス
ポートに失敗し
ました。ローカル
ファイルのパスサ
イズが、S3 でサ
ポートされている
最大オブジェクト
キー長を超えてい
ます。

エクスポートの
パスが長すぎま
す。S3 でサポー
トされているオブ
ジェクトキーの最
大長は 1,024 文字
です。

PathSizeTooLong

S3ExportFileSizeTooLargeERROR ファイルサイズが
サポートされてい
る S3 オブジェク
トの最大サイズを
超えているため、
このファイルのエ
クスポートに失敗
しました。

Amazon S3 でサ
ポートされている
オブジェクトの最
大サイズは 5 TiB 
です。

FileSizeTooLarge

S3ExportKMSKeyNotFoundERROR バケットの KMS 
キーが見つか
らなかったた
め、S3 バケット
bucket_name
内のキー
key_value を持
つ S3 オブジェク
トのファイルのエ
クスポートが失敗
しました。

AWS KMS key が
見つからなかっ
たため、Amazon 
FSx はファイルを
エクスポートでき
ませんでした。必
ず、S3 バケット
と同じ AWS リー
ジョン にあるキー
を使用してくださ
い。KMS キーの
作成の詳細につ
いては、「AWS 
Key Management 
Service デベロッ
パーガイド」の
「キーの作成」
を参照してくださ
い。

N/A

S3ExportResourceBusyERROR ファイルをエクス
ポートできません
でした。このファ
イルは、別のプロ
セスで使用されて
います。

Amazon FSx は、
ファイルシステム
上の別のクライア
ントによって変更
されているため、
ファイルをエクス
ポートできません
でした。ワークフ
ローによるファイ
ルへの書き込みが
完了した後、この
タスクを再試行で
きます。

ResourceBusy
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エラーコード ログレベル ログメッセージ 根本原因 完了レポート内の
エラーコード

S3ExportLocalObjectReleaseWithoutS3SourceWARN エクスポートはス
キップされました: 
ローカルファイル
がリリース済み
状態であり、かつ
キー key_value
を持ちリンクされ
た S3 オブジェク
トが、バケット
bucket_name 内
に見つかりません
でした。

このファイルは
ファイルシステ
ム上でリリース
済み状態であるた
め、Amazon FSx 
によるエクスポー
トが行えませんで
した。

該当なし

S3ExportLocalObjectNotMatchDraWARN エクスポートがス
キップされました: 
このローカルファ
イルは、データリ
ポジトリにリンク
するファイルシス
テムパスに属して
いません。

オブジェクトが
データリポジト
リにリンクされ
ているファイル
システムパスに
属していないた
め、Amazon FSx 
は、このオブジェ
クトをエクスポー
トできませんでし
た。

該当なし

InternalAutoExportErrorERROR ファイルシステム
オブジェクトのエ
クスポート中に、
自動エクスポート
内でエラーが発生
しました

内部 (自動エク
スポートまたは 
Lustre レベルの) 
エラーのため、エ
クスポートが失敗
しました。

該当なし

S3CompletionReportUploadFailureERROR bucket_name へ
の、データリポ
ジトリタスク完了
レポートのアップ
ロードに失敗しま
した。

Amazon FSx は完
了レポートをアッ
プロードできませ
んでした。

該当なし

S3CompletionReportValidateFailureERROR データリポジト
リタスク完了レ
ポートをバケッ
ト bucket_name
にアップロード
できませんでし
た。このファイル
システムに関連付
けられたデータリ
ポジトリに、完了
レポートのパス
report_path が
属していません

お客様が指定し
た S3 パスが、リ
ンクされたデー
タリポジトリに
属していないた
め、Amazon FSx 
は、この完了レ
ポートをアップ
ロードできません
でした。

該当なし
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以前のデプロイタイプでの使用
このセクションは、Scratch 1 デプロイタイプのファイルシステムに加えて、データリポジトリの関連付
けを使用しない Scratch 2 または Persistent 1 デプロイタイプのファイルシステムにも適用されま
す。

トピック
• Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにファイルシステムにリンクする (p. 70)
• S3 バケットから更新を自動的にインポートする (p. 75)

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにファ
イルシステムにリンクする
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成すると、Simple Storage Service (Amazon S3) の耐久性の
あるデータリポジトリにリンクできます。ファイルシステムを作成する前に、リンク先の Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットがすでに作成されていることを確認してください。[Create file system]
(ファイルシステムの作成) ウィザードでは、オプションの データリポジトリ Import/Export ペインに、次
のデータリポジトリ設定プロパティを設定します。

• ファイルシステムの作成後に S3 バケットのオブジェクトを追加または変更するときに、Amazon FSx 
がファイルとディレクトリのリストを最新の状態に保つ方法を選択します。詳細については、「S3 バ
ケットから更新を自動的にインポートする (p. 75)」を参照してください。

• バケットをインポートする: リンクされたリポジトリに使用している S3 バケットの名前を入力します。
• インポートプレフィックス: S3 バケット内のデータの一部ファイルとディレクトリリストのみをファイ

ルシステムにインポートする場合は、オプションのインポートプレフィックスを入力します。インポー
トプレフィックスは、S3 バケット内のデータのインポート元を定義します。

• エクスポートプレフィックス: Amazon FSx がファイルシステムの内容をリンクされた S3 バケットにエ
クスポートする場所を定義します。

Amazon FSx が、FSx for Lustre ファイルシステムからインポート元の S3 バケットの同じディレクトリに
データをエクスポートする 1:1 マッピングを作成できます。1:1 のマッピングを作成するには、ファイルシ
ステムを作成するときに、プレフィックスなしで S3 バケットへのエクスポートパスを指定します。

• コンソールを使用してファイルシステムを作成する場合は、プレフィックスのエクスポート > 指定した
プレフィックス オプションを選択し、プレフィックスフィールドを空白のままにします。

• AWS CLI または API を使用してファイルシステムを作成する場合は、エクスポートパスを S3 バケット
の名前として、ExportPath=s3://lustre-export-test-bucket/ などの追加のプレフィックスな
しで指定します。

この方法を使用すると、インポートパスを指定するときにインポートプレフィックスを含めることがで
き、エクスポートの 1:1 マッピングには影響しません。

S3 バケットにリンクされているファイルシステムの作成
以下の手順では、AWS 管理コンソールと AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用し
て、S3 バケットにリンクされた Amazon FSx ファイルシステムを作成するプロセスについて説明しま
す。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
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2. ダッシュボードから、[Create file system] (ファイルシステムの作成) を選択します。
3. ファイルシステムタイプで、FSx for Lustre を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。
4. [File system details] (ファイルシステムの詳細) と [Network and Security] (ネットワークおよび

セキュリティ) セクションに必要な情報を入力します。詳細については、「ステップ 1: Amazon 
FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」を参照してください。

5. Simple Storage Service (Amazon S3) にリンクされたデータリポジトリを設定するための [Data 
repository import/export] (データリポジトリ Import/Export) パネルを使用します。[Import data 
from and export data to S3] (S3 からのデータインポートと S3 へのデータエクスポート) を展開し
て [Data Repository Import/Export] (データリポジトリの Import/Export) セクションを開き、デー
タリポジトリを設定します。

6. S3 バケットのオブジェクトを追加または変更したときに、Amazon FSx がファイルとディレクト
リのリストを最新の状態に保つ方法を選択します。ファイルシステムを作成すると、既存の S3 
オブジェクトがファイルとディレクトリのリストとして表示されます。

• S3 バケットにオブジェクトが追加されると、ファイルとディレクトリのリストを更新する: (デ
フォルト) Amazon FSx は、リンクされた S3 バケットに追加された新しいオブジェクトのう
ち、現在 FSx ファイルシステム内に存在しないオブジェクトのファイルとディレクトリのリス
トを自動的に更新します。Amazon FSx は、S3 バケット内で変更されたオブジェクトのリスト
を更新しません。Amazon FSx では、S3 バケットで削除されたオブジェクトのリストは削除さ
れません。

Note

CLI と API を使用してリンクされた S3 バケットからデータをインポートするための
デフォルトのインポート設定は NONE です。コンソールを使用する場合のデフォルト
のインポート設定は、新しいオブジェクトが S3 バケットに追加されたときに Lustre 
を更新することです。

• S3 バケットにオブジェクトが追加または変更されると、ファイルとディレクトリのリストを
更新する: このオプションの選択後は、S3 バケットに追加された新しいオブジェクトや S3 バ
ケットで変更された既存のオブジェクトのファイルとディレクトリのリストが、Amazon FSx 
によって自動的に更新されます Amazon FSx では、S3 バケットで削除されたオブジェクトの
リストは削除されません。

• S3 バケットにオブジェクトが追加、変更、または削除されると、ファイルとディレクトリのリ
ストを更新する: このオプションの選択後は、S3 バケットに追加された新しいオブジェクトや 
S3 バケットで削除された既存のオブジェクトのファイルとディレクトリのリストが、Amazon 
FSx によって自動的に更新されます

• S3 バケットにオブジェクトが追加、変更、削除されたときに、ファイルを更新したり、直接リ
スト表示したりしない - Amazon FSx は、ファイルシステムの作成時に、リンクされた S3 バ
ケットのファイルとディレクトリのリストのみを更新します。このオプションの選択後は、新
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しいオブジェクトや変更、削除されたオブジェクトのファイルとディレクトリのリストは FSx 
で更新されません。

7. S3 バケット内のデータの一部ファイルとディレクトリリストのみをファイルシステムにインポー
トする場合は、オプションの インポートプレフィックス を入力します。インポートプレフィック
スは、S3 バケット内のデータのインポート元を定義します。詳細については、「S3 バケットか
ら更新を自動的にインポートする (p. 40)」を参照してください。

8. 使用可能な エクスポートプレフィックス オプションの 1 つを選択します。

• Amazon FSx がバケット内に作成する一意のプレフィックス: このオプションを選択する
と、FSx for Lustre によって生成されたプレフィックスを使用して、新規および変更され
たオブジェクトをエクスポートできます。プレフィックスは、次の「/FSxLustrefile-
system-creation- timestamp」のようになります。タイムスタンプは UTC 形式です (例
えば、FSxLustre20181105T222312Z)。

• インポート元と同じプレフィックス (既存のオブジェクトを更新されたオブジェクトに置き換え
る): 既存のオブジェクトを更新されたオブジェクトに置き換えるには、このオプションを選択
します。

• 指定するプレフィックス: インポートしたデータを保持し、指定したプレフィックスを使用し
て新規および変更されたオブジェクトをエクスポートするには、このオプションを選択しま
す。S3 バケットにデータをエクスポートするときに 1:1 のマッピングを実現するには、このオ
プションを選択し、プレフィックスフィールドを空白のままにします。FSx は、インポート元
のディレクトリと同じディレクトリにデータをエクスポートします。

9. (オプション) メンテナンスプリファレンス を設定するか、またはシステムのデフォルトを使用し
ます。

10. [Next] (次へ) を選択してから、ファイルシステム設定を確認します。必要に応じて変更を加えま
す。

11. [Create file system] (ファイルシステムを作成する) を選択します。

AWS CLI

次の例では、lustre-export-test-bucket にリンクされた Amazon FSx ファイルシステムを作成
します。ファイルシステムの作成後に、リンクされたデータリポジトリ内の新規、変更、および削除
されたファイルをインポートするインポートプリファレンスを使用します。

Note

CLI と API を使用して、リンクされた S3 バケットからデータをインポートするためのデ
フォルトのインポートプリファレンスの設定は NONE です。これは、コンソール使用時のデ
フォルトの動作とは異なります。

FSx for Lustre ファイルシステムを作成するには、以下に示すような Amazon FSx CLI コマンド
create-file-system を使用します。対応する API オペレーションは CreateFileSystem です。

$ aws fsx create-file-system \
--client-request-token CRT1234 \
--file-system-type LUSTRE \
--file-system-type-version 2.10 \
--lustre-configuration
AutoImportPolicy=NEW_CHANGED_DELETED,DeploymentType=SCRATCH_1,ImportPath=s
3://lustre-export-test-bucket/,ExportPath=s3://lustre-export-test-bucket/export,
PerUnitStorageThroughput=50 \
--storage-capacity 2400 \
--subnet-ids subnet-123456 \
--tags Key=Name,Value=Lustre-TEST-1 \
--region us-east-2

次の例に示すように、ファイルシステムを正常に作成すると、Amazon FSx はファイルシステムの説
明を JSON として返します。
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{ 
    "FileSystems": [ 
        { 
            "OwnerId": "owner-id-string", 
            "CreationTime": 1549310341.483, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "FileSystemType": "LUSTRE", 
            "FileSystemTypeVersion": "2.10", 
            "Lifecycle": "CREATING", 
            "StorageCapacity": 2400, 
            "VpcId": "vpc-123456", 
            "SubnetIds": [ 
                "subnet-123456" 
            ], 
            "NetworkInterfaceIds": [ 
                "eni-039fcf55123456789" 
            ], 
            "DNSName": "fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-2.amazonaws.com", 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:123456:file-system/
fs-0123456789abcdef0", 
            "Tags": [ 
                { 
                    "Key": "Name", 
                    "Value": "Lustre-TEST-1" 
                } 
            ], 
            "LustreConfiguration": { 
                "DeploymentType": "PERSISTENT_1", 
                "DataRepositoryConfiguration": { 
                    "AutoImportPolicy": "NEW_CHANGED_DELETED", 
                    "Lifecycle": "UPDATING", 
                    "ImportPath": "s3://lustre-export-test-bucket/", 
                    "ExportPath": "s3://lustre-export-test-bucket/export", 
                    "ImportedFileChunkSize": 1024 
                }, 
                "PerUnitStorageThroughput": 50 
            } 
        } 
    ]
}

ファイルシステムのエクスポートパスの表示
FSx for Lustre コンソール、AWS CLI、および API を使用して、ファイルシステムのエクスポートパスを
表示できます。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます
2. FSx for Lustreファイルシステムの場合は、[File system name] (ファイルシステム名) または [File 

system ID] (ファイルシステム ID) を選択して、エクスポートパスを表示します。

そのファイルシステムの詳細ページが表示されます。
3. [Data repository] (データリポジトリ) タブを選択します。

[Data repository integration] (データリポジトリ統合) パネルが表示され、インポートパスとエクス
ポートパスが表示されます。
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CLI

ファイルシステムのエクスポートパスを特定するには、describe-file-systems AWS CLI コマン
ドを使用します。

aws fsx describe-file-systems

レスポンスで LustreConfiguration の下の ExportPath プロパティを探します。

{ 
    "OwnerId": "111122223333", 
    "CreationTime": 1563382847.014, 
    "FileSystemId": "", 
    "FileSystemType": "LUSTRE", 
    "Lifecycle": "AVAILABLE", 
    "StorageCapacity": 2400, 
    "VpcId": "vpc-6296a00a", 
    "SubnetIds": [ 
        "subnet-1111111" 
    ], 
    "NetworkInterfaceIds": [ 
        "eni-0c288d5b8cc06c82d", 
        "eni-0f38b702442c6918c" 
    ], 
    "DNSName": "fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-2.amazonaws.com", 
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:267731178466:file-system/
fs-0123456789abcdef0", 
    "Tags": [ 
        { 
          "Key": "Name", 
          "Value": "Lustre System" 
        } 
    ], 
 "LustreConfiguration": { 
    "DeploymentType": "SCRATCH_1", 
    "DataRepositoryConfiguration": { 
    "AutoImportPolicy": " NEW_CHANGED_DELETED", 
    "Lifecycle": "AVAILABLE", 
    "ImportPath": "s3://lustre-export-test-bucket/", 
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    "ExportPath": "s3://lustre-export-test-bucket/FSxLustre20190717T164753Z", 
    "ImportedFileChunkSize": 1024 
    } 
  }, 
  "PerUnitStorageThroughput": 50, 
  "WeeklyMaintenanceStartTime": "6:09:30"
}

データリポジトリのライフサイクル状態
データリポジトリのライフサイクル状態は、ファイルシステムのリンクされたデータリポジトリに関する
ステータス情報を提供します。データリポジトリには、以下のライフサイクル状態があります。

• 作成中: Amazon FSx は、ファイルシステムとリンクされたデータリポジトリの間にデータリポジトリの
設定を作成しています。データリポジトリは使用できません。

• 使用可能: データリポジトリを使用できます。
• 更新中: データリポジトリの設定では、可用性に影響する可能性があるお客様が開始した更新を実行して

います。
• 設定ミス: Amazon FSx は、データリポジトリの設定が修正されるまで S3 バケットから更新を自動的に

インポートできません。詳細については、「正しく設定されていないリンクされた S3 バケットのトラ
ブルシューティング (p. 208)」を参照してください。

Amazon FSx コンソール、AWS コマンドラインインターフェイス、および Amazon FSx API を使用し
て、ファイルシステムのリンクされたデータリポジトリのライフサイクル状態を表示できます。Amazon 
FSx コンソールでは、ファイルシステムの [Data Repository] (データリポジトリ) タブの [Data Repository 
Integration] (データリポジトリ統合) ペインで、データリポジトリの ライフサイクル状態 にアクセスでき
ます。Lifecycle のプロパティは、describe-file-systems CLI コマンド (同等の API アクションは
DescribeFileSystems) のレスポンスの DataRepositoryConfiguration オブジェクトに配置され
ます。

S3 バケットから更新を自動的にインポートする
デフォルトでは、新しいファイルシステムを作成すると、Amazon FSx はファイルシステムの作成時に、
リンクされた S3 バケット内のオブジェクトのファイルメタデータ (名前、所有権、タイムスタンプ、ア
クセス許可) をインポートします。FSx for Lustre ファイルシステムは、ファイルシステムの作成後に、S3 
バケットに追加、変更、または S3 バケットから削除されたオブジェクトのメタデータを自動的にイン
ポートするように設定できます。FSx for Lustre は、ファイルシステムの作成時にファイルメタデータをイ
ンポートするのと同じ方法で、作成後に変更されたオブジェクトのファイルとディレクトリリストを更新
します。Amazon FSx は、変更されたオブジェクトのファイルとディレクトリリストを更新します。S3 バ
ケット内の変更されたオブジェクトにメタデータが含まれなくなった場合、Amazon FSx はデフォルトの
アクセス許可を使用するのではなく、ファイルの現在のメタデータ値を保持します。

Note

インポート設定は、2020 年 7 月 23 日の東部標準時午後 3 時以降に作成されたLustreファイルシ
ステムのFSxで利用できます。

新しいファイルシステムの作成時にインポートプリファレンスを設定でき、FSx 管理コンソール、AWS 
CLI、および AWS API、を使用して、既存のファイルシステムの設定を更新できます。ファイルシステム
を作成すると、既存の S3 オブジェクトがファイルとディレクトリのリストとして表示されます。ファイ
ルシステム作成後、S3 バケットのコンテンツが更新されるときに、どのように更新しますか? ファイルシ
ステムには、以下のいずれかのインポート設定があります。

Note

更新を自動でインポートするためには、FSx for Lustreファイルシステムとリンクされた S3 バ
ケットが同じ AWS リージョンに配置されている必要があります。
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• S3 バケットにオブジェクトが追加されると、ファイルとディレクトリのリストを更新する: (デフォル
ト) Amazon FSx は、リンクされた S3 バケットに追加された新しいオブジェクトのうち、現在 FSx 
ファイルシステム内に存在しないオブジェクトのファイルとディレクトリのリストを自動的に更新しま
す。Amazon FSx は、S3 バケット内で変更されたオブジェクトのリストを更新しません。Amazon FSx 
では、S3 バケットで削除されたオブジェクトのリストは削除されません。

Note

CLI と API を使用してリンクされた S3 バケットからデータをインポートするためのデフォル
トのインポート設定は NONE です。コンソールを使用する場合のデフォルトのインポート設定
は、新しいオブジェクトが S3 バケットに追加されたときに Lustre を更新することです。

• S3 バケットにオブジェクトが追加または変更されると、ファイルとディレクトリのリストを更新する: 
このオプションの選択後は、S3 バケットに追加された新しいオブジェクトや S3 バケットで変更された
既存のオブジェクトのファイルとディレクトリのリストが、Amazon FSx によって自動的に更新されま
す Amazon FSx では、S3 バケットで削除されたオブジェクトのリストは削除されません。

• S3 バケットにオブジェクトが追加、変更、または削除されると、ファイルとディレクトリのリストを更
新する: このオプションの選択後は、S3 バケットに追加された新しいオブジェクトや S3 バケットで削
除された既存のオブジェクトのファイルとディレクトリのリストが、Amazon FSx によって自動的に更
新されます

• S3 バケットにオブジェクトが追加、変更、削除されたときに、ファイルを更新したり、直接リスト表示
したりしない - Amazon FSx は、ファイルシステムの作成時に、リンクされた S3 バケットのファイル
とディレクトリのリストのみを更新します。このオプションの選択後は、新しいオブジェクトや変更、
削除されたオブジェクトのファイルとディレクトリのリストは FSx で更新されません。

リンクされた S3 バケットの変更に基づいてファイルシステムファイルとディレクトリのリストを更新す
るようにインポートプリファレンスを設定すると、Amazon FSx は FSx という名前のリンクされた S3 バ
ケットにイベント通知設定を作成します。S3 バケットのイベント通知設定 FSx を変更または削除しない
でください - それにより、新しい、または変更されたファイルとディレクトリの一覧がファイルシステム
に自動的にインポートされなくなります。

Amazon FSx がリンクされた S3 バケットで変更されたファイルリストを更新すると、ファイルが書き込
みロックされていても、更新されたバージョンでローカルファイルが上書きされます。同様に、リンクさ
れた S3 バケットで対応するオブジェクトが削除されたときに、Amazon FSx がファイルリストを更新す
ると、ファイルが書き込みロックされていても、ローカルファイルが削除されます。

Amazon FSx は、ファイルシステムを更新するために最善の努力を払います。Amazon FSx は、次の状況
での変更でファイルシステムを更新できません。

• Amazon FSx に変更または新規の S3 オブジェクトを開く許可がない場合。
• リンクされた S3 バケットの FSx イベント通知設定が削除または変更された場合。

これらのいずれの場合も、データリポジトリのライフサイクルの状態は 設定ミス になります。詳細につい
ては、「データリポジトリのライフサイクル状態 (p. 75)」を参照してください。

前提条件
Amazon FSx がリンクされた S3 バケットから新規、変更、または削除されたファイルを自動的にイン
ポートするには、次の条件が必要です。

• ファイルシステムとそれにリンクされた S3 バケットは、同じ AWS リージョンに配置する必要がありま
す。

• S3バケットには、設定ミスされたライフサイクル状態はありません。詳細については、「データリポジ
トリのライフサイクル状態 (p. 75)」を参照してください。

• アカウントには、リンクされた S3 バケットでイベント通知を設定および受信するために必要なアクセ
ス許可が必要です。
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サポートされているファイル変更のタイプ
Amazon FSx では、リンクされた S3 バケットで発生するファイルおよびフォルダーへの以下の変更のイ
ンポートがサポートされています。

• ファイル内容の変更
• ファイルまたはフォルダのメタデータの変更
• シンボリックリンクターゲットまたはメタデータの変更

インポートプリファレンスの更新
新しいファイルシステムを作成するときに、ファイルシステムのインポートプリファレンスを設定できま
す。詳細については、「S3 バケットにファイルシステムをリンクする (p. 29)」を参照してください。

ファイルシステムのインポートプリファレンスは、以下の手順に示すように、AWS マネジメントコンソー
ル、AWS CLI、Amazon FSx API を使用して作成後に更新することもできます。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ダッシュボードから、[File systems] (ファイルシステム) を選択します。
3. 管理するファイルシステムを選択し、ファイルシステムの詳細を表示します。
4. [Data repository] (データリポジトリ) を選択して、データリポジトリの設定を表示します。ライフ

サイクル状態が [AVAILABLE] (利用可能) または [MISCONFIGURED] (設定ミス) の場合は、イン
ポートプリファレンスを変更できます。詳細については、「データリポジトリのライフサイクル
状態 (p. 75)」を参照してください。

5. [Actions] (アクション) を選択してから、[Update import preferences] (インポートプリファレンス
を更新) を選択して [Update import preferences] (インポートプリファレンスを更新) ダイアログ
ボックスを表示します。

6. 新しい設定を選択し、[Update] (更新) を選択して変更を加えます。

CLI

インポートプリファレンスを更新するには、update-file-system CLI コマンドを使用します。対
応する API オペレーションは UpdateFileSystem です。

ファイルシステムの AutoImportPolicy を正常に更新すると、Amazon FSx は更新されたファイル
システムの説明を JSON として、以下のように返します。

{ 
    "FileSystems": [ 
        { 
            "OwnerId": "111122223333", 
            "CreationTime": 1549310341.483, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "FileSystemType": "LUSTRE", 
            "Lifecycle": "UPDATING", 
            "StorageCapacity": 2400, 
            "VpcId": "vpc-123456", 
            "SubnetIds": [ 
                "subnet-123456" 
            ], 
            "NetworkInterfaceIds": [ 
                "eni-039fcf55123456789" 
            ], 
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            "DNSName": "fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-2.amazonaws.com", 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:123456:file-system/
fs-0123456789abcdef0", 
            "Tags": [ 
                { 
                    "Key": "Name", 
                    "Value": "Lustre-TEST-1" 
                } 
            ], 
            "LustreConfiguration": { 
                "DeploymentType": "SCRATCH_1", 
                "DataRepositoryConfiguration": { 
                    "AutoImportPolicy": "NEW_CHANGED_DELETED", 
                    "Lifecycle": "UPDATING", 
                    "ImportPath": "s3://lustre-export-test-bucket/", 
                    "ExportPath": "s3://lustre-export-test-bucket/export", 
                    "ImportedFileChunkSize": 1024 
                } 
                "PerUnitStorageThroughput": 50, 
                "WeeklyMaintenanceStartTime": "2:04:30" 
            } 
        } 
    ]
}
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Amazon FSx for Lustre のパフォーマ
ンス

Amazon FSx for Lustre は、一般的な高性能ファイルシステムである Lustre をベースに構築されてお
り、ファイルシステムのサイズに応じて直線的に増加するスケールアウトパフォーマンスを提供しま
す。Lustre ファイルシステムは、複数のファイルサーバおよびディスクにわたって水平方向に拡張でき
ます。このスケーリングにより、各クライアントは各ディスクに保存されているデータに直接アクセスし
て、従来のファイルシステムに存在するボトルネックの多くを取り除くことができます。Amazon FSx for 
Lustre は、Lustre のスケーラブルなアーキテクチャに基づいて構築され、多数のクライアントで高いレベ
ルのパフォーマンスをサポートします。

トピック
• FSx for Lustre のファイルシステム用のしくみ (p. 79)
• ファイルシステムのパフォーマンスの集計 (p. 80)
• ファイルシステムストレージレイアウト (p. 84)
• ファイルシステム内のデータのストライピング (p. 84)
• パフォーマンスと使用状況のモニタリング (p. 87)
• パフォーマンスのヒント (p. 87)

FSx for Lustre のファイルシステム用のしくみ
各 FSx for Lustre ファイルシステムは、クライアントが通信するファイルサーバと、データを格納する各
ファイルサーバに接続されたディスクのセットで設定されます。各ファイルサーバは、高速のインメモリ
キャッシュを使用して、最も頻繁にアクセスされるデータのパフォーマンスを向上させます。HDD ベー
スのファイルシステムは、SSD ベースのリードキャッシュを使用してプロビジョニングして、最も頻繁
にアクセスされるデータのパフォーマンスをさらに向上させることができます。クライアントがメモリ内
キャッシュまたは SSD キャッシュに格納されているデータにアクセスする場合、ファイルサーバーはディ
スクから読み取る必要がないため、レイテンシーが減少し、ドライブ可能なスループットの合計量が増加
します。次の図表は、書き込み操作、ディスクから実行される読み取り操作、およびインメモリまたは 
SSD キャッシュから実行される読み取り操作のパスを示しています。
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ファイルサーバーのインメモリまたは SSD キャッシュに保存されているデータを読み取る場合、ファイル
システムのパフォーマンスはネットワークスループットによって決まります。ファイルシステムにデータ
を書き込むとき、またはインメモリキャッシュに保存されていないデータを読み取る場合、ファイルシス
テムのパフォーマンスは、ネットワークスループットとディスクスループットの低い方によって決まりま
す。

SSD キャッシュを使用して HDD Lustre ファイルシステムをプロビジョンすると、Amazon FSx はファイ
ルシステムの HDD ストレージ容量の 20% に自動的にサイズ変更される SSD キャッシュを作成します。
これにより、頻繁にアクセスされるファイルに対して、サブミリ秒のレイテンシーと高い IOPS が提供さ
れます。

ファイルシステムのパフォーマンスの集計
FSx for Lustre ファイルシステムがサポートするスループットは、そのストレージ容量に比例しま
す。Amazon FSx for Lustre ファイルシステムでは、数百 GBps のスループットと数百万の IOPS に拡張で
きます。Amazon FSx for Lustre では、何千ものコンピュートインスタンスから同じファイルまたはディ
レクトリへの同時アクセスもサポートしています。このアクセスにより、ハイパフォーマンスコンピュー
ティング (HPC) で一般的な手法であるアプリケーションメモリからストレージへの迅速なデータチェック
ポイントが可能になります。ファイルシステムを作成した後、いつでも必要なときにストレージ容量とス
ループットキャパシティを増やすことができます。詳細については、「ストレージとスループット容量の
管理 (p. 126)」を参照してください。

FSx for Lustre ファイルシステムは、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用してバースト読み取
りスループットの値を提供し、平均帯域幅使用率に基づいて、ネットワーク帯域幅を割り当てます。イン
スタンスでは、帯域幅がベースライン帯域幅を下回るとクレジットを獲得し、クレジットをネットワーク
データ転送を実行するときに使用できます。

次の表に、FSx for Lustre デプロイオプションが設計されているパフォーマンスを示します。
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例: ベースラインとバーストスループットの集計

Note

*以下の AWS リージョン の永続ファイルシステムは、ストレージの TiB あたり最大 530 MB / 秒
のネットワークバーストを提供します: アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (香港)、ア
ジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (シンガポール)、カナダ (中部)、ヨーロッパ (フラ
ンクフルト)、ヨーロッパ (ロンドン)、ヨーロッパ (ミラノ)、ヨーロッパ (ストックホルム)、中東 
(バーレーン)、南米 (サンパウロ)、中国、米国西部 (ロサンゼルス)。
Note

FSx for Lustre SCRATCH_1 デプロイオプションは 200MB / 秒 / TiB をサポートするように設計さ
れました。

例: ベースラインとバーストスループットの集計
次の例は、ストレージ容量とディスクスループットがファイルシステムのパフォーマンスに与える影響を
示しています。

ストレージ単位あたりのスループットあたり 4.8TiB、50 MB / 秒のスループットを持つ永続ファイルシ
ステムでは、総ベースラインのディスクスループットが 240 MB / 秒、バーストディスクスループットは 
1.152 GB / 秒 になります。

ファイルシステムのサイズについては、Amazon FSx for Lustre は、ファイルオペレーションに対して一貫
したミリ秒未満のレイテンシーを提供します。

ファイルシステムストレージレイアウト
Lustre のすべてのファイルデータは、オブジェクトストレージターゲット(OST) と呼ばれるストレージボ
リュームに格納されます。すべてのファイルメタデータ (ファイル名、タイムスタンプ、アクセス許可な
どを含む) は、メタデータターゲット (MDT) と呼ばれるストレージボリュームに保存されます。Amazon 
FSx for Lustre ファイルシステムは、1 つの MDT と複数の OST で設定されます。各 OST のサイズは、
ファイルシステムの展開タイプに応じて、約 1～2 TiB です。Amazon FSx for Lustre は、ストレージ容量
とスループットと IOPS 負荷のバランスをとるために、ファイルシステムを設定する OST にファイルデー
タを分散します。

ファイルシステムを設定する MDT および OST のストレージ使用状況を表示するには、ファイルシステム
がマウントされているクライアントから次のコマンドを実行します。

lfs df -h mount/path

このコマンドの出力は以下のようになります。

Example

UUID                             bytes       Used   Available Use% Mounted on
mountname-MDT0000_UUID           68.7G       5.4M       68.7G   0% /fsx[MDT:0]
mountname-OST0000_UUID            1.1T       4.5M        1.1T   0% /fsx[OST:0]
mountname-OST0001_UUID            1.1T       4.5M        1.1T   0% /fsx[OST:1]

filesystem_summary:               2.2T       9.0M        2.2T   0% /fsx

ファイルシステム内のデータのストライピング
ファイルストライピングにより、ファイルシステムのスループットパフォーマンスを最適化できま
す。Amazon FSx for Lustre は、データがすべてのストレージサーバーから確実に提供されるように、OST 
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間で自動的にファイルを分散します。複数の OST にまたがるファイルのストライピング方法を設定するこ
とで、同じ概念をファイルレベルで適用できます。

ストライピングとは、ファイルを複数のチャンクに分割して、異なる OST に格納できることを意味しま
す。ファイルが複数の OST にストライプされると、ファイルへの読み取りまたは書き込みリクエストがそ
れらの OST にまたがって分散され、アプリケーションがそれを介して処理できる総スループットまたは 
IOPS が向上します。

Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのデフォルトのレイアウトを次に示します。

• 2020 年 12 月 18 日より前に作成された Amazon FSx for Lustre ファイルシステムでは、デフォルトの
レイアウトでストライプカウントが 1 に指定されています。つまり、異なるレイアウトを指定しない限
り、標準の Linux ツールを使用して Amazon FSx for Lustre で作成された各ファイルは 1 つのディスク
に格納されます。

• 2020 年 12 月 18 日以降に作成された Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの場合、デフォルトのレ
イアウトはプログレッシブファイルレイアウトで、サイズが 1GiB 未満のファイルは 1 つのストライプ
に格納され、大きいファイルにはストライプカウント 5 が割り当てられます。

• Amazon FSx for Lustre ファイルシステムでは、作成日にかかわらず、Simple Storage Service (Amazon 
S3) からインポートされたファイルはデフォルトのレイアウトを使用せず、代わりにファイルシステム
の ImportedFileChunkSize パラメータでレイアウトを使用します。ImportedFileChunkSize よ
り大きい S3 インポートされたファイルは、(FileSize / ImportedFileChunksize) + 1 のスト
ライプカウントで複数の OST に格納されます。ImportedFileChunkSize のデフォルト値は 1 GiB で
す。

lfs getstripe コマンドを使用してファイルまたはディレクトリのレイアウト設定を表示できます。

lfs getstripe path/to/filename

このコマンドは、ファイルのストライプカウント、ストライプサイズ、およびストライプオフセットを報
告します。ストライプカウントは、ファイルがストライプされている OST の数です。ストライプサイズ
は、OST に保存されている連続データの量です。ストライプオフセットは、ファイルがストライプされる
最初の OST のインデックスです。

ストライピング設定の変更
ファイルのレイアウトパラメータは、ファイルが最初に作成されたときに設定されます。lfs 
setstripe コマンドを使用すると、指定したレイアウトで新しい空のファイルを作成します。

lfs setstripe filename --stripe-count number_of_OSTs

lfs setstripe コマンドは、新しいファイルのレイアウトにのみ影響します。これを使用して、ファ
イルを作成する前にファイルのレイアウトを指定します。ディレクトリのレイアウトを定義することもで
きます。ディレクトリに設定されると、そのレイアウトはそのディレクトリに追加されたすべての新しい
ファイルに適用されますが、既存のファイルには適用されません。作成した新しいサブディレクトリも新
しいレイアウトを継承し、そのサブディレクトリ内に作成した新しいファイルまたはディレクトリに適用
されます。

既存のファイルのレイアウトを変更するには、lfs migrate コマンドを使用します。このコマンドは、
必要に応じてファイルをコピーし、コマンドで指定したレイアウトに従ってコンテンツを配信します。例
えば、ファイルに追加されたファイルやサイズが増加しても、ストライプカウントは変更されないため、
ファイルのレイアウトを変更するにはそれらを移行する必要があります。または、lfs setstripe コマ
ンドを使用して、レイアウトを指定し、元のコンテンツを新しいファイルにコピーし、新しいファイルの
名前を変更して元のファイルと置き換えます。

デフォルトのレイアウト設定がワークロードに最適ではない場合があります。例えば、数十個の OST と
多数のマルチギガバイトファイルがあるファイルシステムでは、デフォルトのストライプカウント値であ
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る 5 OST を超えるファイルをストライピングすることで、パフォーマンスが向上します。ストライプカウ
ントの少ない大きなファイルを作成すると、I/O パフォーマンスのボトルネックが発生し、OST がいっぱ
いになる可能性もあります。この場合、ファイルのストライプカウントが多いディレクトリを作成できま
す。

大きなファイル (特にサイズが 1 ギガバイトを超えるファイル) のストライプレイアウトを設定すること
は、次の理由で重要です。

• 大きなファイルの読み取りと書き込み時に、複数の OST とその関連サーバーが IOPS、ネットワーク帯
域幅、および CPU リソースを提供できるようにすることで、スループットが向上します。

• OST の小さなサブセットが全体的なワークロードパフォーマンスを制限するホットスポットになる可能
性を低減します。

• 1 つの大きなファイルが OST を埋め尽くし、ディスクフルエラーを引き起こす可能性を防ぎます。

すべてのユースケースに単一の最適なレイアウト設定はありません。ファイルレイアウトに関する詳細な
ガイダンスについては、「Lustre.org ドキュメント」の「ファイルレイアウト (ストライピング) と空き領
域の管理」を参照してください。一般的なガイドラインを次に示します。

• ストライプのレイアウトは、大きなファイル、特にファイルのサイズが数百メガバイト以上のユース
ケースで最も重要です。このため、新しいファイルシステムのデフォルトのレイアウトでは、サイズが 
1 GiB を超えるファイルに対してストライプカウント 5 が割り当てられます。

• ストライプカウントは、大きなファイルをサポートするシステム用に調整する必要があるレイアウトパ
ラメータです。ストライプカウントは、ストライプファイルのチャンクを保持する OST ボリュームの数
を指定します。例えば、ストライプ数が 2、ストライプサイズが 1 MiB の場合、Lustre はファイルの代
替の 1 MiB チャンクを 2 つの OST のそれぞれに書き込みます。

• 有効なストライプカウントは、実際の OST ボリュームの数と指定したストライプカウント値のうち小さ
い方です。特別なストライプカウント値の -1 を使用できます。これは、ストライプをすべての OST ボ
リュームに配置する必要があることを示します。

• 特定の操作では、ファイルが小さすぎてすべての OST ボリュームの容量を消費できない場合で
も、Lustre はレイアウト内のすべての OST へのネットワークラウンドトリップを必要とするため、小
さなファイルに対して大きなストライプカウントを設定することは最適ではありません。

• プログレッシブファイルレイアウト (PFL) を設定して、ファイルのレイアウトをサイズに応じて変更す
ることができます。PFL 設定では、各ファイルに対して明示的に設定しなくても、大小のファイルを組
み合わせたファイルシステムの管理を簡素化できます。詳細については、「プログレッシブファイルの
レイアウト (p. 86)」を参照してください。

• ストライプサイズは、デフォルトで 1 MiB です。ストライプオフセットを設定すると、特殊な状況では
便利ですが、通常は指定しないままにしておき、デフォルトを使用するのが最善です。

プログレッシブファイルのレイアウト
ディレクトリのプログレッシブファイルレイアウト (PFL) 設定を指定して、小さなファイルと大きなファ
イルに対して異なるストライプ設定を指定してから、それを入力できます。例えば、データが新しいファ
イルシステムに書き込まれる前に、最上位ディレクトリに PFL を設定できます。

PFL 設定を指定するには、lfs setstripe コマンドで -E オプションを使用して、以下のコマンドのよ
うに、異なるサイズのファイルのレイアウトコンポーネントを指定します。

lfs setstripe -E 100M -c 1 -E 10G -c 8 -E 100G -c 16 -E -1 -c 32 /mountname/directory

このコマンドは、4 つのレイアウトコンポーネントを設定します。

• 最初のコンポーネント (-E 100M -c 1) は、最大 100 MiB のファイルのストライプカウント値 1 を示
します。
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• 2 番目のコンポーネント (-E 10G -c 8) は、サイズが 10 GiB までのファイルのストライプカウントを 
8 であることを示します。

• 3 番目のコンポーネント (-E 100G -c 16) は、サイズが 100 GiB までのファイルのストライプカウン
トを 16 であることを示します。

• 4 番目の要素 (-E -1 -c 32) は、100 GiB を超えるファイルのストライプカウントが 32 であることを
示しています。

Important

PFL レイアウトで作成されたファイルにデータを追加すると、そのレイアウトコンポーネントが
すべて入力されます。例えば、上記の 3 コンポーネントコマンドで、1 MiB ファイルを作成し、
その末尾にデータを追加すると、ファイルのレイアウトが展開され、ストライプカウントが -1 に
なり、システム内のすべての OST になります。これは、データがすべての OST に書き込まれる
という意味ではありませんが、ファイル長の読み取りなどのオペレーションは、すべての OST に
並行してリクエストを送信し、ファイルシステムに大きなネットワークロードを追加します。
したがって、その後にデータを追加できる小またはミディアムの長さのファイルのストライプカ
ウントを制限するように注意してください。通常、ログファイルは新しいレコードを追加するこ
とで増加するため、Amazon FSx for Lustre では、親ディレクトリで指定されたデフォルトのスト
ライプ設定に関係なく、追加モードで作成されたファイルに、デフォルトのストライプカウント 
1 が割り当てられます。

2020 年 12 月 18 日以降に作成されたAmazon FSx for Lustre ファイルシステム のデフォルトの PFL 設定
は、次のコマンドで設定します。

lfs setstripe -E 1G -c 1 -E -1 -c 5 /mountname

ミディアムおよびラージファイルに対する高い同時アクセスを持つワークロードのお客様は、前述の 4 つ
のコンポーネントのレイアウト例で示したように、より小さなサイズでより多くのストライプを持つレイ
アウトと、最大サイズのファイルのすべての OST にわたってストライピングすることでメリットを得られ
る可能性があります。

パフォーマンスと使用状況のモニタリング
Amazon FSx for Lustre は 1 分ごとに、各ディスク (MDT および OST) の使用状況メトリクスを Amazon 
CloudWatch に発行します。

ファイルシステムの総使用状況の詳細を表示するには、各メトリクスの Sum 統計を調べます。例え
ば、DataReadBytes 統計は、ファイルシステム内のすべての OST で見られる総読み取りスループット
を報告します。同様に、FreeDataStorageCapacity 統計は、ファイルシステム内のファイルデータに
使用可能なストレージ容量の合計を報告します。

ファイルシステムのパフォーマンスのモニタリングの詳細については、「Amazon FSx for Lustre のモニタ
リング (p. 144)」を参照してください。

パフォーマンスのヒント
Amazon FSx for Lustre を使用する場合は、次のパフォーマンスのヒントに留意してください。サービスの
制限については、「クォータ (p. 200)」を参照してください。

• 平均 I/O サイズ - Amazon FSx for Lustre はネットワークファイルシステムであるため、各ファイルオ
ペレーションはクライアントと Amazon FSx for Lustre の間でラウンドトリップされるため、レイテン
シーのオーバーヘッドが小さくなります。このオペレーションあたりのレイテンシーのため、通常は平
均 I/O サイズの増加に応じて全体のスループットが向上します。大量のデータにオーバーヘッドが分散
するためです。
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• リクエストモデル -ファイルシステムへの非同期書き込みを有効にすることで、保留中の書き込みオペ
レーションは、Amazon FSx for Lustre に非同期で書き込まれる前に、Amazon EC2 インスタンスで
バッファリングされます。非同期書き込みは、通常レイテンシーが低くなります。非同期書き込みを実
行するとき、カーネルはキャッシュの追加のメモリを使用します。同期書き込みを有効にしているファ
イルシステムは、Amazon FSx for Lustre に同期リクエストを発行します。各オペレーションはクライア
ントと Amazon FSx for Lustre の間のラウンドトリップを通過します。

Note

選択したリクエストモデルでは、整合性 (複数の Amazon EC2 インスタンスを使用している場
合) と速度にトレードオフがあります。

• Amazon EC2 インスタンス - 多数の読み取りおよび書き込みオペレーションを実行するアプリケーショ
ンは、そうでないアプリケーションよりも多くのメモリまたはコンピューティング容量ーを必要とし
ます。コンピューティングを多用するワークロードのために Amazon EC2 インスタンスを起動すると
きは、アプリケーションが必要とする量のリソースを持つインスタンスタイプを選択します。Amazon 
FSx for Lustre ファイルシステムのパフォーマンス特性は、Amazon EBS 最適化インスタンスの使用に
依存しません。

• 大きなクライアントインスタンスタイプ向けのお勧めの調整
1. 大きなクライアントインスタンスを調整して最適なパフォーマンスを得るには:

a. メモリが 64 GiB を超えるクライアントインスタンスタイプでは、次の調整を適用することをお勧
めします。

lctl set_param ldlm.namespaces.*.lru_max_age=600000

b. 64 CPU コアを超えるクライアントインスタンスタイプでは、次の調整を適用することをお勧めし
ます。

echo "options ptlrpc ptlrpcd_per_cpt_max=32" >> /etc/modprobe.d/modprobe.conf
echo "options ksocklnd credits=2560" >> /etc/modprobe.d/modprobe.conf 
             
# reload all kernel modules to apply the above two settings
sudo reboot

2. クライアントをマウントした後、次の調整を適用する必要があります。

sudo lctl set_param osc.*OST*.max_rpcs_in_flight=32
sudo lctl set_param mdc.*.max_rpcs_in_flight=64
sudo lctl set_param mdc.*.max_mod_rpcs_in_flight=50

注: lctl set_param は再起動すると持続しないことが知られています。これらのパラメータはクライ
アント側から永続的に設定することはできないため、ブート cron ジョブを実装して、お勧めの調整を使
用して設定することをお勧めします。

• OST 間でのワークロードバランス - 場合によっては、ワークロードによってファイルシステムが提供で
きる総スループット (ストレージ 1 TiB あたり 200 MB / 秒) が駆動されないことがあります。その場合
は、CloudWatch メトリクスを使用して、ワークロードの I/O パターンの不均衡によってパフォーマンス
が影響を受けるかどうかをトラブルシューティングできます。これが原因であるかどうかを特定するに
は、Amazon FSx for Lustre の最大 CloudWatch メトリクスを参照してください。

場合によっては、この統計は 240 MBps のスループット (単一の 1.2 TiB Amazon FSx for Lustre ディス
クのスループットキャパシティ) 以上の負荷を示します。このような場合、ワークロードはディスク全
体に均等に分散されません。この場合、lfs setstripe コマンドを実行して、ワークロードが頻繁に
アクセスしているファイルのストライピングを変更します。最適なパフォーマンスを得るには、ファイ
ルシステムを設定するすべての OST で、スループット要件が高いファイルをストライプ化します。

ファイルをデータリポジトリからインポートする場合は、別の方法を使用して、高スループットファイ
ルを OST 全体で均等にストライプできます。そのためには、次の Amazon FSx for Lustre ファイルシス
テムを作成するときの ImportedFileChunkSize パラメータを変更できます。
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例えば、ワークロードが 7.0 TiB ファイルシステム (6 x 1.17 TiB OST で設定されている) を
使用し、2.4 GiB ファイル間で高いスループットを駆動する必要があるとします。この場
合、ImportedFileChunkSize の値を (2.4 GiB / 6 OSTs) = 400 MiB に設定できます。これに
より、ファイルがファイルシステムの OST 全体に均等に分散されます。

89



FSx for Lustre Lustre ユーザーガイド
Lustre クライアントのインストール

ファイルシステムへのアクセス
Amazon FSx を使用すると、データを AWS Direct Connect または VPN へインポートすることによって、
コンピューティング集約型のワークロードをオンプレミスから Amazon ウェブサービスクラウドへデータ
をバースト転送することができます。オンプレミスから Amazon FSx ファイルシステムにアクセスし、必
要に応じてデータをファイルシステムにコピーし、クラウド内のインスタンスでコンピューティング集約
型のワークロードを実行できます。

次のセクションでは、Linux インスタンスに Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをアクセスする方法
を説明します。加えて、システムの再起動後に fstab ファイルを使用してファイルシステムを自動的に再
マウントする方法を説明します。

ファイルシステムをマウントする前に、関連する AWS リソースを作成、設定、および起動する必要があ
ります。詳細な手順については、「Amazon FSx for Lustre の使用開始 (p. 10)」を参照してください。次
に、コンピューティングインスタンスに Lustre クライアントをインストールして設定できます。

トピック
• Lustre クライアントのインストール (p. 90)
• Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスのマウント (p. 105)
• Amazon Elastic Container Service からのマウント (p. 106)
• オンプレミスまたはピアリングされた Amazon VPC から Amazon FSx ファイルシステムをマウントす

る (p. 108)
• Amazon FSx ファイルシステムの自動マウント (p. 110)
• 特定のファイルセットのマウント (p. 112)
• ファイルシステムをアンマウントする (p. 112)
• Amazon EC2 スポットインスタンスの使用 (p. 113)

Lustre クライアントのインストール
Linux インスタンスから Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをマウントするには、まずオープンソー
スの Lustre クライアントをインストールします。Amazon FSx for Lustre バージョン 2.10 および 2.12 
は、Lustre クライアントの 2.10 バージョンからのアクセスをサポートしています。次に、オペレーティン
グシステムのバージョンに応じて、次のいずれかの手順を使用します。

コンピューティングインスタンスがインストール手順で指定された Linux カーネルを実行しておらず、
カーネルを変更できない場合は、独自の Lustre クライアントを構築できます。詳細については、Lustre 
Wiki の「Lustre のコンパイル」を参照してください。

Amazon Linux 2 および Amazon Linux
Amazon Linux 2 で Lustre クライアントをインストールするには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを実行して、コンピューティングインスタンスで現在実行されているカーネルを特定し

ます。

uname -r

3. 以下のいずれかを実行します。

• カーネル要件:
• 5.10 カーネル最小要件 - 5.10.144-127.601.amzn2
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• 5.4 カーネル最小要件 - 5.4.214-120.368.amzn2
• 4.14 カーネル最小要件 - 4.14.294-220.533.amzn2

Lustre クライアントをダウンロードしてインストールするには、以下のコマンドを使用します。

sudo amazon-linux-extras install -y lustre

• コマンドがカーネルの最小要件に満たない結果を返す場合は、カーネルを更新し、次のコマンドを
実行して Amazon EC2 インスタンスを再起動します。

sudo yum -y update kernel && sudo reboot

uname -r コマンドを使用して、カーネルが更新されていることを確認します。次に、先の説明に
従って Lustre クライアントをダウンロードしてインストールします。

• カーネルをカーネル最小要件にアップグレードできない場合は、以下のコマンドでレガシー 2.10 ク
ライアントをインストールできます。

sudo amazon-linux-extras install -y lustre2.10

Amazon Linux で Lustre クライアントをインストールするには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを実行して、コンピューティングインスタンスで現在実行されているカーネルを特定し

ます。Lustre クライアントには Amazon Linux カーネル 4.14, version 104 以上が必要です。

uname -r

3. 次のいずれかを実行します。

• コマンドが 4.14.104-78.84.amzn1.x86_64 または 4.14 以降のバージョンに戻った場合、次の
コマンドを使用して Lustre クライアントをダウンロードしてインストールします。

sudo yum install -y lustre-client

• コマンドが 4.14.104-78.84.amzn1.x86_64 より小さい結果を返した場合、次のコマンドを実
行してカーネルを更新し、Amazon EC2 インスタンスを再起動します。

sudo yum -y update kernel && sudo reboot

uname -r コマンドを使用して、カーネルが更新されていることを確認します。次に、先の説明に
従って Lustre クライアントをダウンロードしてインストールします。

CentOS、Rocky Linux、および Red Hat
CentOS、Red Hat 8.2、および Rocky Linux 8.4 以降で Lustre クライアントをイ
ンストールするには
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、Rocky Linux、および CentOS と互換性がある Lustre クライアント
パッケージは、Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリからインストールおよび更新
できます。パッケージは、ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを確認するた
めに署名されています。対応する公開キーをシステムにインストールしないと、リポジトリのインストー
ルは失敗します。
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Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリを追加するには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx をインストールします。

curl https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-rpm-public-key.asc 
 -o /tmp/fsx-rpm-public-key.asc

3. 次のコマンドを使用して、キーをインポートします。

sudo rpm --import /tmp/fsx-rpm-public-key.asc

4. 次のコマンドを使用してリポジトリを追加し、パッケージマネージャーを更新します。

sudo curl https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/el/8/fsx-lustre-client.repo -
o /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

Amazon FSx Lustre クライアント yum リポジトリを設定するには

Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリは、サポートされている最新の 
CentOS、Rocky Linux、および RHEL 8 リリースに最初に出荷されたカーネルバージョンと互換性がある 
Lustre クライアントをインストールするようにデフォルトで設定されています。使用しているカーネル
バージョンと互換性がある Lustre クライアントをインストールするには、リポジトリ設定ファイルを編集
します。

このセクションでは、実行中のカーネルの判別方法、リポジトリ設定を編集する必要があるかどうか、お
よび設定ファイルの編集方法について説明します。

1. 次のコマンドを使用して、コンピューティングインスタンスで現在実行されているカーネルを特定し
ます。

uname -r

2. 次のいずれかを実行します。

• コマンドを 4.18.0-425* に返した場合では、リポジトリの設定を変更する必要はありません。
「Lustre クライアントをインストールするには」プロシージャに進んでください。

• コマンドを 4.18.0-372* に返した場合では、CentOS、Rocky Linux、および RHEL 8.6 リリース
の Lustre クライアントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

• コマンドを 4.18.0-348* に返した場合では、CentOS、Rocky Linux、および RHEL 8.5 リリース
の Lustre クライアントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

• コマンドを 4.18.0-305* に返した場合では、CentOS、Rocky Linux、および RHEL 8.4 リリース
の Lustre クライアントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

• コマンドを 4.18.0-240* に返した場合では、CentOS および RHEL 8.3 リリースの Lustre クライ
アントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

• コマンドを 4.18.0-193* に返した場合では、CentOS および RHEL 8.2 リリースの Lustre クライ
アントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

3. 次のコマンドを使用して、特定のバージョンの RHEL を指すようにリポジトリ設定ファイルを編集し
ます。

sudo sed -i 's#8#specific_RHEL_version#' /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

例えば、リリース 8.6 をポイントするには、コマンド内の specific_RHEL_version と 8.6 を置換
えます。
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sudo sed -i 's#8#8.6#' /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

4. 次のコマンドを使用して yum キャッシュをクリアします。

sudo yum clean all

Lustre クライアントをインストールするには

• 次のコマンドを使用してリポジトリからパッケージをインストールします。

sudo yum install -y kmod-lustre-client lustre-client

追加情報 (CentOS、Rocky Linux、および Red Hat 8.2 以降)

前述のコマンドは、Amazon FSx ファイルシステムをマウントして操作するために必要な 2 つのパッケー
ジをインストールします。リポジトリには、ソースコードを含むパッケージやテストを含むパッケージな
ど、追加の Lustre パッケージが含まれており、必要に応じてインストールできます。リポジトリで使用で
きるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

yum --disablerepo="*" --enablerepo="aws-fsx" list available

上流の出典コードの tarball と、適用したパッチのセットを含む出典 rpm をダウンロードするには、次のコ
マンドを使用します。

 sudo yumdownloader --source kmod-lustre-client

yum 更新を実行すると、使用可能な場合は新しいバージョンのモジュールがインストールされ、既存の
バージョンが置き換えられます。現在インストールされているバージョンが更新時に削除されないように
するには、次のような行を追加して /etc/yum.conf ファイルを開きます。

installonlypkgs=kernel, kernel-PAE, installonlypkg(kernel), installonlypkg(kernel-module),  
              installonlypkg(vm), multiversion(kernel), kmod-lustre-client

このリストには、yum.conf man ページ、および kmod-lustre-client パッケージ で指定したデフォ
ルトのインストール専用パッケージが含まれます。

CentOS と Red Hat 7.7、7.8 または 7.9 (x86_64 インスタンス) に Lustre クライ
アントをインストールするには
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および CentOS と互換性がある Lustre クライアントパッケージ
は、Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリからインストールおよび更新できます。
パッケージは、ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを確認するために署名さ
れています。対応する公開キーをシステムにインストールしないと、リポジトリのインストールは失敗し
ます。

Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリを追加するには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx rpm 公開キーをインストールします。

curl https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-rpm-public-key.asc 
 -o /tmp/fsx-rpm-public-key.asc
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3. 次のコマンドを使用して、キーをインポートします。

sudo rpm --import /tmp/fsx-rpm-public-key.asc

4. 次のコマンドを使用してリポジトリを追加し、パッケージマネージャーを更新します。

sudo curl https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/el/7/fsx-lustre-client.repo -
o /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

Amazon FSx Lustre クライアント yum リポジトリを設定するには

Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリは、サポートされている最新の CentOS お
よび RHEL 7 リリースに最初に出荷されたカーネルバージョンと互換性がある Lustre クライアントをイ
ンストールするようにデフォルトで設定されています。使用しているカーネルバージョンと互換性がある 
Lustre クライアントをインストールするには、リポジトリ設定ファイルを編集します。

このセクションでは、実行中のカーネルの判別方法、リポジトリ設定を編集する必要があるかどうか、お
よび設定ファイルの編集方法について説明します。

1. 次のコマンドを使用して、コンピューティングインスタンスで現在実行されているカーネルを特定し
ます。

uname -r

2. 次のいずれかを実行します。

• コマンドを 3.10.0-1160* に返した場合では、リポジトリの設定を変更する必要はありません。
「Lustre クライアントをインストールするには」プロシージャに進んでください。

• コマンドを 3.10.0-1127* に返した場合では、CentOS および RHEL 7.8 リリースの Lustre クラ
イアントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

• コマンドを 3.10.0-1062* に返した場合では、CentOS および RHEL 7.7 リリースの Lustre クラ
イアントを指すように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

3. 次のコマンドを使用して、特定のバージョンの RHEL を指すようにリポジトリ設定ファイルを編集し
ます。

sudo sed -i 's#7#specific_RHEL_version#' /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

リリース 7.8 をポイントするには、コマンド内の specific_RHEL_version と 7.8 を置換えます。

sudo sed -i 's#7#7.8#' /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

リリース 7.7 をポイントするには、コマンド内の specific_RHEL_version と 7.7 を置換えます。

sudo sed -i 's#7#7.7#' /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

4. 次のコマンドを使用して yum キャッシュをクリアします。

sudo yum clean all

Lustre クライアントをインストールするには

• 次のコマンドを使用してリポジトリから Lustre クライアントパッケージをインストールします。
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sudo yum install -y kmod-lustre-client lustre-client

追加情報 (CentOS および Red Hat 7.7 以降)

前述のコマンドは、Amazon FSx ファイルシステムをマウントして操作するために必要な 2 つのパッケー
ジをインストールします。リポジトリには、ソースコードを含むパッケージやテストを含むパッケージな
ど、追加の Lustre パッケージが含まれており、必要に応じてインストールできます。リポジトリで使用で
きるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

yum --disablerepo="*" --enablerepo="aws-fsx" list available

上流の出典コードの tarball と、適用したパッチのセットを含む出典 rpm をダウンロードするには、次のコ
マンドを使用します。

 sudo yumdownloader --source kmod-lustre-client

yum 更新を実行すると、使用可能な場合は新しいバージョンのモジュールがインストールされ、既存の
バージョンが置き換えられます。現在インストールされているバージョンが更新時に削除されないように
するには、次のような行を追加して /etc/yum.conf ファイルを開きます。

installonlypkgs=kernel, kernel-big‐mem, kernel-enterprise, kernel-smp, 
              kernel-debug, kernel-unsupported, kernel-source, kernel-devel, kernel-PAE, 
              kernel-PAE-debug, kmod-lustre-client

このリストには、yum.conf man ページ、および kmod-lustre-client パッケージ で指定したデフォ
ルトのインストール専用パッケージが含まれます。

CentOS 7.8 または 7.9 (ARM ベース) に Lustre クライアントをインストールする
には (AWS Graviton 搭載のインスタンス)

Arm ベースのAWS Graviton 搭載 EC2 インスタンスの CentOS 7 と互換性がある Amazon FSx Lustre クラ
イアント yum パッケージリポジトリから、Lustre クライアントパッケージをインストールして更新できま
す。パッケージは、ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを確認するために署
名されています。対応する公開キーをシステムにインストールしないと、リポジトリのインストールは失
敗します。

Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリを追加するには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx rpm 公開キーをインストールします。

curl https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-rpm-public-key.asc 
 -o /tmp/fsx-rpm-public-key.asc

3. 次のコマンドを使用して、キーをインポートします。

sudo rpm --import /tmp/fsx-rpm-public-key.asc

4. 次のコマンドを使用してリポジトリを追加し、パッケージマネージャーを更新します。

sudo curl https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/centos/7/fsx-lustre-
client.repo -o /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo
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Amazon FSx Lustre クライアント yum リポジトリを設定するには

Amazon FSx Lustre クライアント yum パッケージリポジトリは、サポートされている最新の CentOS 7 リ
リースに最初に出荷されたカーネルバージョンと互換性がある Lustre クライアントをインストールするよ
うにデフォルトで設定されています。使用しているカーネルバージョンと互換性がある Lustre クライアン
トをインストールするには、リポジトリ設定ファイルを編集します。

このセクションでは、実行中のカーネルの判別方法、リポジトリ設定を編集する必要があるかどうか、お
よび設定ファイルの編集方法について説明します。

1. 次のコマンドを使用して、コンピューティングインスタンスで現在実行されているカーネルを特定し
ます。

uname -r

2. 次のいずれかを実行します。

• コマンドを 4.18.0-193* に返した場合では、リポジトリの設定を変更する必要はありません。
「Lustre クライアントをインストールするには」プロシージャに進んでください。

• コマンドを 4.18.0-147* に返した場合では、CentOS 7.8 リリースの Lustre クライアントを指す
ように、リポジトリ設定を編集する必要があります。

3. 次のコマンドを使用して、リポジトリ設定ファイルを CentOS 7.8 リリースをポイントするように編
集します。

sudo sed -i 's#7#7.8#' /etc/yum.repos.d/aws-fsx.repo

4. 次のコマンドを使用して yum キャッシュをクリアします。

sudo yum clean all

Lustre クライアントをインストールするには

• 次のコマンドを使用してリポジトリからパッケージをインストールします。

sudo yum install -y kmod-lustre-client lustre-client

追加情報 (Arm ベースの場合 CentOS 7.8 または 7.9 AWS Graviton 搭載の EC2 インスタンス)

前述のコマンドは、Amazon FSx ファイルシステムをマウントして操作するために必要な 2 つのパッケー
ジをインストールします。リポジトリには、ソースコードを含むパッケージやテストを含むパッケージな
ど、追加の Lustre パッケージが含まれており、必要に応じてインストールできます。リポジトリで使用で
きるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

yum --disablerepo="*" --enablerepo="aws-fsx" list available

上流の出典コードの tarball と、適用したパッチのセットを含む出典 rpm をダウンロードするには、次のコ
マンドを使用します。

 sudo yumdownloader --source kmod-lustre-client

yum 更新を実行すると、使用可能な場合は新しいバージョンのモジュールがインストールされ、既存の
バージョンが置き換えられます。現在インストールされているバージョンが更新時に削除されないように
するには、次のような行を追加して /etc/yum.conf ファイルを開きます。
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installonlypkgs=kernel, kernel-big‐mem, kernel-enterprise, kernel-smp, 
              kernel-debug, kernel-unsupported, kernel-source, kernel-devel, kernel-PAE, 
              kernel-PAE-debug, kmod-lustre-client

このリストには、yum.conf man ページ、および kmod-lustre-client パッケージ で指定したデフォ
ルトのインストール専用パッケージが含まれます。

Ubuntu
Ubuntu 22.04 で Lustre クライアントをインストールするには

カーネル 5.15.0-1015-aws 以降、Ubuntu 22.04 は、x86 と Arm ベースのインスタンスの両方
で、Lustre 2.12 クライアントでサポートされています。

Lustre パッケージは Ubuntu 22.04 Amazon FSx リポジトリから入手できます。リポジトリのコンテンツが
ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを検証するために、GNU Privacy Guard 
(GPG) 署名がリポジトリのメタデータに適用されます。正しい公開キーをシステムにインストールしない
と、リポジトリのインストールは失敗します。

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. Amazon FSx Ubuntu リポジトリを追加するには、次の手順に従います。

a. クライアントインスタンスに Amazon FSx Ubuntu リポジトリをまだ登録していない場合は、必
要なパブリックキーをダウンロードしてインストールします。以下のコマンドを使用します。

wget -O - https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-ubuntu-
public-key.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/fsx-ubuntu-public-
key.gpg >/dev/null

b. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx パッケージリポジトリをローカルパッケージマネージャ
に追加します。

sudo bash -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/fsx-ubuntu-public-key.gpg] 
 https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/ubuntu jammy main" > /etc/apt/
sources.list.d/fsxlustreclientrepo.list && apt-get update'

3. クライアントインスタンスで現在実行中のカーネルを特定し、必要に応じて更新します。Ubuntu 
22.04 ベースの Lustre クライアントの場合、x86 ベースの EC2 インスタンスと AWS Graviton プロ
セッサを搭載した Arm ベースの EC2 インスタンスの両方で、カーネル 5.15.0-1015-aws またはそ
れ以降が必要です。

a. カーネルが実行中であるかどうかを判断するために次のコマンドを実行します。

uname -r

b. 次のコマンドを実行して、最新の Ubuntu カーネルと Lustre バージョンに更新し、再起動しま
す。

sudo apt install -y linux-aws lustre-client-modules-aws && sudo reboot

x86 ベースの EC2 インスタンスと Graviton ベースの EC2 インスタンスの両方でカーネルバー
ジョンが 5.15.0-1015-aws より大きく、最新のカーネルバージョンに更新したくない場合は、
次のコマンドを使用して現在のカーネルに Lustre をインストールできます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-$(uname -r)
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Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのマウントと操作に必要な 2 つの Lustre パッケージが
インストールされます。出典コードを含むパッケージや、リポジトリ内のテストを含むパッケー
ジなど、追加の関連したパッケージを必要に応じてインストールできます。

c. リポジトリで使用できるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

sudo apt-cache search ^lustre

d. (オプション) システムアップグレードで Lustre クライアントモジュールも常にアップグレードす
る場合は、lustre-client-modules-aws パッケージは、次のコマンドを使用してインストー
ルされます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-aws

Note

Module Not Found エラーが表示される場合は、「モジュールが見つからないというエラーの
トラブルシューティングを行うには (p. 101)」を参照してください。

Ubuntu 20.04 で Lustre クライアントをインストールするには

カーネル 5.15.0-1015-aws 以降、Ubuntu 20.04 は、x86 と Arm ベースのインスタンスの両方
で、Lustre 2.12 クライアントでサポートされています。以前サポートされていたカーネルバージョンは 
Lustre 2.10 クライアントです。

Lustre パッケージは Ubuntu 20.04 Amazon FSx リポジトリから入手できます。リポジトリのコンテンツが
ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを検証するために、GNU Privacy Guard 
(GPG) 署名がリポジトリのメタデータに適用されます。正しい公開キーをシステムにインストールしない
と、リポジトリのインストールは失敗します。

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. Amazon FSx Ubuntu リポジトリを追加するには、次の手順に従います。

a. クライアントインスタンスに Amazon FSx Ubuntu リポジトリをまだ登録していない場合は、必
要なパブリックキーをダウンロードしてインストールします。以下のコマンドを使用します。

wget -O - https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-ubuntu-
public-key.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/fsx-ubuntu-public-
key.gpg >/dev/null

b. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx パッケージリポジトリをローカルパッケージマネージャ
に追加します。

sudo bash -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/fsx-ubuntu-public-key.gpg] 
 https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/ubuntu focal main" > /etc/apt/
sources.list.d/fsxlustreclientrepo.list && apt-get update'

3. クライアントインスタンスで現在実行中のカーネルを特定し、必要に応じて更新します。Ubuntu 
20.04 ベースの Lustre クライアントの場合、x86 ベースの EC2 インスタンスにはカーネル
5.4.0-1011-aws またはそれ以降、AWS Graviton プロセッサを搭載した Arm ベースの EC2 インス
タンスにはカーネル 5.4.0-1015-aws またはそれ以降が必要です。

a. カーネルが実行中であるかどうかを判断するために次のコマンドを実行します。

uname -r
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b. 次のコマンドを実行して、最新の Ubuntu カーネルと Lustre バージョンに更新し、再起動しま
す。

sudo apt install -y linux-aws lustre-client-modules-aws && sudo reboot

x86 ベースの EC2 インスタンスでカーネルのバージョンが 5.4.0-1011-aws より大きい場合、
または、Graviton ベースの EC2 インスタンスで 5.4.0-1015-aws より大きい場合で、最新の
カーネルバージョンに更新したくない場合は、次のコマンドで現在のカーネルに対応する Lustre 
をインストールできます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-$(uname -r)

Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのマウントと操作に必要な 2 つの Lustre パッケージが
インストールされます。出典コードを含むパッケージや、リポジトリ内のテストを含むパッケー
ジなど、追加の関連したパッケージを必要に応じてインストールできます。

c. リポジトリで使用できるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

sudo apt-cache search ^lustre

d. (オプション) システムアップグレードで Lustre クライアントモジュールも常にアップグレードす
る場合は、lustre-client-modules-aws パッケージは、次のコマンドを使用してインストー
ルされます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-aws

Note

Module Not Found エラーが表示される場合は、「モジュールが見つからないというエラーの
トラブルシューティングを行うには (p. 101)」を参照してください。

Ubuntu 18.04 で Lustre クライアントをインストールするには

Lustre パッケージは Ubuntu 18.04 Amazon FSx リポジトリから入手できます。リポジトリのコンテンツが
ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを検証するために、GNU Privacy Guard 
(GPG) 署名がリポジトリのメタデータに適用されます。正しい公開キーをシステムにインストールしない
と、リポジトリのインストールは失敗します。

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. Amazon FSx Ubuntu リポジトリを追加するには、次の手順に従います。

a. クライアントインスタンスに Amazon FSx Ubuntu リポジトリをまだ登録していない場合は、必
要なパブリックキーをダウンロードしてインストールします。以下のコマンドを使用します。

wget -O - https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-ubuntu-
public-key.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/fsx-ubuntu-public-
key.gpg >/dev/null

b. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx パッケージリポジトリをローカルパッケージマネージャ
に追加します。

sudo bash -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/fsx-ubuntu-public-key.gpg] 
 https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/ubuntu bionic main" > /etc/apt/
sources.list.d/fsxlustreclientrepo.list && apt-get update'
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3. クライアントインスタンスで現在実行中のカーネルを特定し、必要に応じて更新します。Ubuntu 
18.04 ベースの Lustre クライアントの場合、x86 ベースの EC2 インスタンスにはカーネル
4.15.0-1054-aws またはそれ以降、AWS Graviton プロセッサを搭載した Arm ベースの EC2 イン
スタンスにはカーネル 5.3.0-1023-aws またはそれ以降が必要です。

a. カーネルが実行中であるかどうかを判断するために次のコマンドを実行します。

uname -r

b. 次のコマンドを実行して、最新の Ubuntu カーネルと Lustre バージョンに更新し、再起動しま
す。

sudo apt install -y linux-aws lustre-client-modules-aws && sudo reboot

x86 ベースの EC2 インスタンスでカーネルのバージョンが 4.15.0-1054-aws より大きい場
合、または、Graviton ベースの EC2 インスタンスで 5.3.0-1023-aws より大きい場合で、最
新のカーネルバージョンに更新したくない場合は、次のコマンドで現在のカーネルに対応する 
Lustre をインストールできます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-$(uname -r)

Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのマウントと操作に必要な 2 つの Lustre パッケージが
インストールされます。出典コードを含むパッケージや、リポジトリ内のテストを含むパッケー
ジなど、追加の関連したパッケージを必要に応じてインストールできます。

c. リポジトリで使用できるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

sudo apt-cache search ^lustre

d. (オプション) システムアップグレードで Lustre クライアントモジュールも常にアップグレードす
る場合は、lustre-client-modules-aws パッケージは、次のコマンドを使用してインストー
ルされます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-aws

Note

Module Not Found エラーが表示される場合は、「モジュールが見つからないというエラーの
トラブルシューティングを行うには (p. 101)」を参照してください。

Ubuntu 16.04 で Lustre クライアントをインストールするには
Note

Ubuntu 16 カーネルの最新サポートバージョンは 4.4.0.1128.aws です。

Lustre パッケージは Ubuntu 16.04 Amazon FSx リポジトリから入手できます。リポジトリのコンテンツが
ダウンロード前またはダウンロード中に改ざんされていないことを検証するために、GNU Privacy Guard 
(GPG) 署名がリポジトリのメタデータに適用されます。正しい公開キーをシステムにインストールしない
と、リポジトリのインストールは失敗します。

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. Amazon FSx Ubuntu リポジトリを追加するには、次の手順に従います。

a. クライアントインスタンスに Amazon FSx Ubuntu リポジトリをまだ登録していない場合は、パ
ブリックキーをダウンロードしてインストールします。以下のコマンドを使用します。
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wget -O - https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-ubuntu-
public-key.asc | sudo apt-key add -

b. Amazon FSx パッケージリポジトリをローカルパッケージマネージャに追加します。以下のコマ
ンドを使用します。

sudo bash -c 'echo "deb https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/ubuntu 
 xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/fsxlustreclientrepo.list && apt-get update'

3. クライアントインスタンスで現在実行中のカーネルを特定し、必要に応じて更新します。Ubuntu 
16.04 の Lustre クライアントにはカーネル 4.4.0-1092-aws 以降が必要です。

a. カーネルが実行中であるかどうかを判断するために次のコマンドを実行します。

uname -r

b. 次のコマンドを実行して、最新の Ubuntu カーネルと Lustre バージョンに更新し、再起動しま
す。

sudo apt install -y linux-aws lustre-client-modules-aws && sudo reboot

カーネルのバージョンが次の値より大きい場合、4.4.0-1092-aws 最新のカーネルバージョン
に更新したくない場合は、次のコマンドで現在のカーネルの Lustre をインストールできます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-$(uname -r)

Amazon FSx for Lustreファイルシステムのマウントと操作に必要な 2 つの Lustre パッケージが
インストールされます。出典コードを含むパッケージや、リポジトリ内のテストを含むパッケー
ジなど、追加の関連したパッケージを必要に応じてインストールできます。

c. リポジトリで使用できるすべてのパッケージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

sudo apt-cache search ^lustre

d. (オプション) システムアップグレードで Lustre クライアントモジュールも常にアップグレードす
る場合は、lustre-client-modules-aws パッケージは、次のコマンドを使用してインストー
ルされます。

sudo apt install -y lustre-client-modules-aws

Note

Module Not Found エラーが表示される場合は、「モジュールが見つからないというエラーの
トラブルシューティングを行うには (p. 101)」を参照してください。

モジュールが見つからないというエラーのトラブルシューティングを行うには

任意のバージョンの Ubuntu のインストール中に Module Not Found エラーが表示された場合、以下の
操作を実行します。

カーネルを最新のサポートされているバージョンにダウングレードします。lustre-client-modules パッケー
ジのすべての利用可能なバージョンをリストし、対応するカーネルをインストールします。これを行うに
は、次のコマンドを使用します。
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sudo apt-cache search lustre-client-modules

例えば、リポジトリに含まれる最新バージョンが lustre-client-modules-5.4.0-1011-aws の場
合、次の作業を行います。

1. 次のコマンドを使用してこのパッケージを構築したカーネルをインストールします。

sudo apt-get install -y linux-image-5.4.0-1011-aws

sudo sed -i 's/GRUB_DEFAULT=.\+/GRUB\_DEFAULT="Advanced options for Ubuntu>Ubuntu, with 
 Linux 5.4.0-1011-aws"/' /etc/default/grub

sudo update-grub

2. 次のコマンドを実行して、インスタンスを再起動します。

sudo reboot

3. Lustre クライアントをインストールするには、以下のコマンドを使用します。

sudo apt-get install -y lustre-client-modules-$(uname -r)

SUSE Linux
SUSE Linux 12 SP3、SP4、または SP5 に Lustre クライアントをインストール
するには

SUSE Linux 12 SP3 に Lustre クライアントをインストールするには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx をインストールします。

sudo wget https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-sles-public-
key.asc

3. 次のコマンドを使用して、キーをインポートします。

sudo rpm --import fsx-sles-public-key.asc

4. 次のコマンドを使用して Lustre クライアントレポジトリを追加します。

sudo wget https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/suse/sles-12/SLES-12/fsx-
lustre-client.repo

5. Lustre クライアントをダウンロードしてインストールするには、以下のコマンドを使用します。

sudo zypper ar --gpgcheck-strict fsx-lustre-client.repo
sudo sed -i 's#SLES-12#SP3#' /etc/zypp/repos.d/aws-fsx.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper in lustre-client
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SUSE Linux 12 SP4 に Lustre クライアントをインストールするには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx をインストールします。

sudo wget https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-sles-public-
key.asc

3. 次のコマンドを使用して、キーをインポートします。

sudo rpm --import fsx-sles-public-key.asc

4. 次のコマンドを使用して Lustre クライアントレポジトリを追加します。

sudo wget https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/suse/sles-12/SLES-12/fsx-
lustre-client.repo

5. 次のいずれかを実行します。

• SP4 を直接インストールするには、以下のコマンドを使用して Lustre クライアントをダウンロード
し、インストールします。

sudo zypper ar --gpgcheck-strict fsx-lustre-client.repo
sudo sed -i 's#SLES-12#SP4#' /etc/zypp/repos.d/aws-fsx.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper in lustre-client

• SP3 から SP4 に移行し、以前に SP3 用の Amazon FSx リポジトリを追加した場合は、次のコマン
ドを使用して Lustre クライアントをダウンロードしてインストールします。

sudo zypper ar --gpgcheck-strict fsx-lustre-client.repo
sudo sed -i 's#SP3#SP4#' /etc/zypp/repos.d/aws-fsx.repo
sudo zypper ref
sudo zypper up --force-resolution lustre-client-kmp-default

SUSE Linux 12 SP5 に Lustre クライアントをインストールするには

1. クライアントのターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを使用して、Amazon FSx をインストールします。

sudo wget https://fsx-lustre-client-repo-public-keys.s3.amazonaws.com/fsx-sles-public-
key.asc

3. 次のコマンドを使用して、キーをインポートします。

sudo rpm --import fsx-sles-public-key.asc

4. 次のコマンドを使用して Lustre クライアントレポジトリを追加します。

sudo wget https://fsx-lustre-client-repo.s3.amazonaws.com/suse/sles-12/SLES-12/fsx-
lustre-client.repo

5. 次のいずれかを実行します。

• SP5 を直接インストールするには、以下のコマンドを使用して Lustre クライアントをダウンロード
し、インストールします。
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sudo zypper ar --gpgcheck-strict fsx-lustre-client.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper in lustre-client

• SP4 から SP5 に移行し、以前に SP4 用の Amazon FSx リポジトリを追加した場合は、次のコマン
ドを使用して Lustre クライアントをダウンロードしてインストールします。

sudo sed -i 's#SP4#SLES-12' /etc/zypp/repos.d/aws-fsx.repo
sudo zypper ref
sudo zypper up --force-resolution lustre-client-kmp-default

Note

インストールを完了するには、コンピューティングインスタンスを再起動する必要がある場合が
あります。

Lustre クライアントの互換性
クライアントカーネル互換性マトリクス

オペレーティン
グシステム

OS バージョン アーキテクチャ 最小カーネル
バージョン

最大カーネル
バージョン

Lustre クライ
アントバージョ
ン

Amazon Linux 
2

5.10 ARM + AMD 5.10.144-127.6015.10.144-127.601+2.12

    ARM + AMD   <5.10.144-127.6012.10

  5.4 ARM + AMD 5.4.214-120.368 5.4.214-120.368+2.12

    ARM + AMD   <5.4.214-120.3682.10

  4.14 ARM + AMD 4.14.294-220.5334.14.294-220.533+2.12

    ARM + AMD   <4.14.294-220.5332.10

Amazon Linux 4.14 ARM + AMD 4.14.104-78.84 4.14.104-78.84+ 2.12

    ARM + AMD   <4.14.104-78.84 2.10

RHEL/CentOS/
Rocky Linux

8.7 ARM + AMD 4.18.0-425* 4.18.0-425* 2.12

  8.6 ARM + AMD 4.18.0-372* 4.18.0-372* 2.12

  8.5 ARM + AMD 4.18.0-348* 4.18.0-348* 2.12

  8.4 ARM + AMD 4.18.0-305* 4.18.0-305* 2.12

RHEL/CentOS 8.3 ARM + AMD 4.18.0-240* 4.18.0-240* 2.10

  8.2 ARM + AMD 4.18.0-193* 4.18.0-193* 2.10

  7.9 AMD 3.10.0-1160* 3.10.0-1160* 2.12

  7.8 AMD 3.10.0-1127* 3.10.0-1127* 2.10
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オペレーティン
グシステム

OS バージョン アーキテクチャ 最小カーネル
バージョン

最大カーネル
バージョン

Lustre クライ
アントバージョ
ン

  7.7 AMD 3.10.0-1062* 3.10.0-1062* 2.10

CentOS 7.9 ARM 4.18.0-193* 4.18.0-193* 2.12

  7.8 ARM 4.18.0-147* 4.18.0-147* 2.12

Ubuntu 22 ARM + AMD 5.15.0-1015-
aws

5.15.0-1031-
aws

2.12

  20 ARM + AMD 5.15.0-1015-
aws

5.15.0+ 2.12

    ARM + AMD 5.4.0-1011-aws 5.13.0-1031-
aws

2.10

  18 ARM + AMD 5.4.0-1083-aws 5.4.0+ 2.12

    ARM + AMD 4.15.0-1054-
aws

5.4.0-1081-aws 2.10

  16 ARM + AMD 4.4.0-1092-aws 4.4.0-1128-aws 2.10

SUSE Linux 
(SLES 12)

SP5 AMD     2.10

  SP4 AMD     2.10

  SP3 AMD     2.10

Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスのマ
ウント

Amazon EC2 インスタンスからファイルシステムをマウントできます。

Amazon EC2 からファイルシステムをマウントするには

1. Amazon EC2 インスタンスに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、FSx for Lustre ファイルシステムでマウントポイントのディレクトリを作成

します。

$ sudo mkdir -p /fsx

3. 作成したディレクトリに Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをマウントします。次のコマンド
を使用して、次のアイテムを置き換えます。

• 実際のファイルシステムのシステムの DNS 名で file_system_dns_name を置き換えます。
• ファイルシステムのマウント名で mountname を置き換えます。このマウント名

は、CreateFileSystem API オペレーションレスポンスに返します。describe-file-systems AWS 
CLI コマンド、および DescribeFileSystems API オペレーションのレスポンスでも返ります。
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sudo mount -t lustre -o noatime,flock file_system_dns_name@tcp:/mountname /fsx

このコマンドは、-o noatime と flock の 2 つのオプションでファイルシステムをマウントしま
す。

• noatime - inode のアクセス時間の更新をオフにします。inode のアクセス時間を更新するに
は、noatime なしで mount コマンドを使用します。

• flock - ファイルシステムのファイルロックを有効にします。ファイルロックを有効にしない場合
は、mount なしの flock コマンドを使用します。

4. 次のコマンドを使用し、ファイルシステム、/mnt/fsx をマウントしたディレクトリの内容を一覧表示
して、mount コマンドが正常に実行されたことを確認します。

$ ls /fsx
import-path  lustre
$ 

以下の df コマンドを使用することもできます。

$ df
Filesystem                    1K-blocks    Used  Available Use% Mounted on
devtmpfs                        1001808       0    1001808   0% /dev
tmpfs                           1019760       0    1019760   0% /dev/shm
tmpfs                           1019760     392    1019368   1% /run
tmpfs                           1019760       0    1019760   0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1                      8376300 1263180    7113120  16% /
123.456.789.0@tcp:/mountname 3547698816   13824 3547678848   1% /fsx
tmpfs                            203956       0     203956   0% /run/user/1000

結果は、/fsx にマウントされている Amazon FSx ファイルシステムを示しています。

Amazon Elastic Container Service からのマウント
FSx for Lustre ファイルシステムには、Amazon EC2 インスタンス上の Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS) Docker コンテナからアクセスできます。これを行うには、次のオプションのいずれかを使
用します。

1. Amazon ECS タスクをホストしている Amazon EC2 インスタンスから FSx for Lustre ファイルシステ
ムをマウントし、このマウントポイントをコンテナにエクスポートします。

2. ファイルシステムをタスクコンテナ内に直接マウントする。

Amazon ECS の詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon 
Elastic Container Service とは」を参照してください。

特に同じ EC2 インスタンスで多数のコンテナ (5 つ以上) を起動する場合や、タスクの存続期間が短い (5 
分未満) の場合、リソースの使用率を向上させるためには、オプション 1 (Amazon ECS タスクをホストす
る Amazon EC2 インスタンスからマウントする (p. 107)) を使用することをお勧めします。

EC2 インスタンスを設定できない場合、またはアプリケーションがコンテナの柔軟性を必要とする場合、
オプション 2 (Docker コンテナからのマウント (p. 108)) を使用します。

Note

FSx for Lustre のマウントには、AWS Fargate 起動タイプはサポートされていません。
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EC2 インスタンスからマウントする

以下のセクションでは、Amazon ECS コンテナから FSx for Lustre ファイルシステムをマウントする各オ
プションの手順について説明します。

トピック
• Amazon ECS タスクをホストする Amazon EC2 インスタンスからマウントする (p. 107)
• Docker コンテナからのマウント (p. 108)

Amazon ECS タスクをホストする Amazon EC2 イン
スタンスからマウントする
この手順では、FSx for Lustre ファイルシステムをローカルにマウントするように EC2 インスタンス上の 
Amazon ECS を設定する方法を示します。この手順では volumes および mountPoints コンテナプロパ
ティを使用して、リソースを共有し、ローカルで実行されているタスクがこのファイルシステムにアクセ
スできるようにします。詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の
「Amazon ECS コンテナインスタンスの起動」を参照してください。

この手順は、Amazon ECS 最適化 Amazon Linux AMI 用に書かれています。別の Linux ディストリビュー
ションを使用している場合は、「Lustre クライアントのインストール (p. 90)」を参照してください。

EC2 インスタンスの Amazon ECS からファイルシステムをマウントするには

1. Amazon ECS インスタンスを手動で、または Auto Scaling グループを使用して起動する場合は、次の
コード例の行を [User data] (ユーザーデータ) フィールドの最後に追加します。例の項目を以下に置き
換えます。

• 実際のファイルシステムのシステムの DNS 名で file_system_dns_name を置き換えます。
• ファイルシステムのマウント名で mountname を置き換えます。
• 作成する必要があるファイルシステムのマウントポイントを使用して、mountpoint を置き換えま

す。

#!/bin/bash

...<existing user data>...

fsx_dnsname=file_system_dns_name
fsx_mountname=mountname
fsx_mountpoint=mountpoint
amazon-linux-extras install -y lustre
mkdir -p "$fsx_mountpoint"
mount -t lustre ${fsx_dnsname}@tcp:/${fsx_mountname} ${fsx_mountpoint} -o noatime,flock

2. Amazon ECS タスクを作成するときは、以下の JSON 定義の volumes および mountPoints コンテ
ナプロパティを追加します。ファイルシステムのマウントポイント (/mnt/fsx など) で mountpoint
を置き換えます。

{ 
    "volumes": [ 
           { 
                 "host": { 
                      "sourcePath": "mountpoint" 
                 }, 
                 "name": "Lustre" 
           } 
    ], 
    "mountPoints": [ 
           { 
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                 "containerPath": "mountpoint", 
                 "sourceVolume": "Lustre" 
           } 
    ],
}

Docker コンテナからのマウント
次の手順で、Amazon ECS タスクコンテナを設定して lustre-client パッケージをインストール
し、FSx for Lustre ファイルシステムをマウントします。この手順では、Amazon Linux (amazonlinux) 
Docker イメージを使用しますが、他のディストリビューションでも同様のアプローチが機能します。

ファイルシステムを Docker コンテナからマウントするには

1. lustre-client パッケージをインストールし、 FSx for Lustre ファイルシステムを command プロ
パティにマウントします。例の項目を以下に置き換えます。

• 実際のファイルシステムのシステムの DNS 名で file_system_dns_name を置き換えます。
• ファイルシステムのマウント名で mountname を置き換えます。
• ファイルシステムのマウントポイントで mountpoint を置き換えます。

"command": [ 
  "/bin/sh -c \"amazon-linux-extras install -y lustre; mount -t 
 lustre file_system_dns_name@tcp:/mountname mountpoint -o noatime,flock;\""
],

2. linuxParameters プロパティを使用して、FSx for Lustre ファイルシステムをマウントすることを
コンテナに許可する SYS_ADMIN 機能を追加します。

"linuxParameters": { 
  "capabilities": { 
      "add": [ 
        "SYS_ADMIN" 
      ] 
   }
}

オンプレミスまたはピアリングされた Amazon 
VPC から Amazon FSx ファイルシステムをマウン
トする

Amazon FSx ファイルシステムには、2 つの方法でアクセスできます。1 つは、ファイルシステムの VPC 
にピアリングされる Amazon VPC にある Amazon EC2 インスタンスからのものです。もう 1 つは、AWS 
Direct Connect または VPN を使用してファイルシステムの VPC に接続されているオンプレミスのクライ
アントからのものです。

クライアントの VPC と Amazon FSx ファイルシステムの VPC を接続するには、VPC ピアリング接続
または VPC トランジットゲートウェイを使用します。VPC ピアリング接続またはトランジットゲート
ウェイを使用して VPC を接続すると、VPC が別のアカウントに属している場合でも、ある VPC にある 
Amazon EC2 インスタンスが別の VPC にある Amazon FSx ファイルシステムにアクセスできます。
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次の手順を使用する前に、VPC ピアリング接続または VPC トランジットゲートウェイを設定する必要が
あります。

トランジットゲートウェイは、VPC とオンプレミスネットワークを相互接続するために使用できるネット
ワークの中継ハブです。VPC Transit Gateway の使用の詳細については、「Amazon VPC Transit Gateway 
ガイド」の「Transit Gateway の開始方法」を参照してください。

VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。このタイプの接続では、インターネッ
トプロトコルバージョン 4 (IPv4) またはインターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) のプライベート
アドレスを使用して、2 つの VPC 間でトラフィックをルーティングできます。VPC ピアリングを使用し
て、同じ AWS リージョン内または AWS リージョン間の VPC を接続できます。VPC ピアリングについて
の詳細については、「Amazon VPC ピアリング ガイド」の「VPC ピア機能とは」を参照してください。

プライマリネットワークインターフェイスの IP アドレスを使用して、ファイルシステムをその VPC 外
部からマウントできます。プライマリネットワークインターフェイスは、aws fsx describe-file-
systems AWS CLI コマンドを実行したときに返される最初のネットワークインターフェイスです。ま
た、マネジメントコンソールからこの IP アドレスを取得することもできます。

次の表に、ファイルシステムの VPC 外にあるクライアントを使用して Amazon FSx ファイルシステムに
アクセスするための IP アドレス要件を示します。

以下に所在するクライアントの
場合

2020 年 12 月 17 日より
前に作成されたファイ

ルシステムへのアクセス

2020 年 12 月 17 日以
降に作成されたファイ

ルシステムへのアクセス

VPC ピアリングまたは AWS 
Transit Gateway を使用した VPC 
のピアリング

✓

AWS Direct Connect または 
AWS VPN を使用してピアリング
されたネットワーク

RFC 1918 プライベート 
IP アドレス範囲に IP アド
レスを持つクライアント:

• 10.0.0.0/8
• 172.16.0.0/12
• 192.168.0.0/16

✓

2020 年 12 月 17 日より前に作成された Amazon FSx ファイルシステムに、非プライベート IP アドレス範
囲を使用してアクセスする必要がある場合は、ファイルシステムのバックアップを復元して、新しいファ
イルシステムを作成できます。詳細については、「バックアップの使用 (p. 116)」を参照してください。

ファイルシステムのプライマリネットワークインターフェイスの IP アドレスを取得するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択します。
3. ダッシュボードから、ファイルシステムを選択します。
4. ファイルシステム詳細ページで、[Network & security] (ネットワークとセキュリティ) を選択します。
5. [Network interface] (ネットワークインターフェイス) で、プライマリ elastic network interface の ID を

選択します。これにより、Amazon EC2 コンソールに移動します。
6. [Details] (詳細) タブで、[Primary private IPv4 IP] (プライマリプライベート IPv4 IP) を参照します。こ

れは、プライマリネットワークインターフェイスの IP アドレスです。

Note

関連付けられている VPC 外部から Amazon FSx ファイルシステムをマウントするときは、ドメ
インネームシステム (DNS) 名前解決を使用できません。
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Amazon FSx ファイルシステムの自動マウント
Amazon EC2 インスタンスの /etc/fstab ファイルを初めてインスタンスに接続した後に、再起動のた
びに Amazon FSx ファイルシステムをマウントします。

/etc/fstab を使用して FSx for Lustre を自動マウントす
る
Amazon EC2 インスタンスの再起動時に Amazon FSx ファイルシステムディレクトリを自動的に再マウン
トするには、fstab ファイルを使用できます。fstab ファイルには、ファイルシステムに関する情報が含
まれています。インスタンスの起動中に実行される mount -a コマンドは、fstab ファイルに示されて
いるファイルシステムをマウントします。

Note

EC2 インスタンスの /etc/fstab ファイルを更新する前に、Amazon FSx ファイルシステムが
すでに作成済みであることを確認してください。詳細については、「入門編エクササイズ」の
「ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」を参照してください。

EC2 インスタンスの /etc/fstab ファイルを更新するには

1. EC2 インスタンスに接続して、エディタで /etc/fstab ファイルを開きます。
2. 次の行を /etc/fstab ファイルに追加します。

作成したディレクトリに Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをマウントします。次のコマンド
を使用して、以下を置き換えます。

• /fsx を置き換えるには、Amazon FSx ファイルシステムをマウントするディレクトリを使用しま
す。

• 実際のファイルシステムのシステムの DNS 名で file_system_dns_name を置き換えます。
• ファイルシステムのマウント名で mountname を置き換えます。このマウント名

は、CreateFileSystem API オペレーションレスポンスに返します。describe-file-systems AWS 
CLI コマンド、および DescribeFileSystems API オペレーションのレスポンスでも返されま
す。

file_system_dns_name@tcp:/mountname /fsx lustre defaults,noatime,flock,_netdev,x-
systemd.automount,x-systemd.requires=network.service 0 0

Warning

ファイルシステムを自動的にマウントする場合、ネットワークファイルシステムを識別する
ために使用された _netdev オプションを使用します。_netdev が見つからない場合、EC2 
インスタンスはレスポンスを停止する可能性があります。この結果は、コンピューティング
インスタンスがネットワークを開始後、ネットワークファイルシステムを初期化する必要が
あるためです。詳細については、「自動マウントが失敗してインスタンスがレスポンスしな
い (p. 205)」を参照してください。

3. 変更をファイルに保存します。

EC2 インスタンスは、再起動するたびに Amazon FSx ファイルシステムをマウントするように設定されま
した。
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Note

場合によっては、マウントされた Amazon FSx ファイルシステムのステータスに関係な
く、Amazon EC2 インスタンスの起動が必要になることがあります。これらの場合は、/etc/
fstab ファイルに記載されているファイルシステムのエントリに nofail オプションを追加しま
す。

/etc/fstab ファイルに追加したコードの行のフィールドは以下のようになります。

フィールド 説明

file_system_dns_name@tcp:/Amazon FSx ファイルシステムの DNS 名は、ファイルシステムを識別し
ます。この名前は、コンソールから、または AWS CLI あるいは AWS SDK 
からプログラムで取得できます。

mountname ファイルシステムのマウント名。この名前は、コンソールから取得するこ
とも、プログラムでdescribe-file-systemsコマンドを使用する AWS CLI ま
たは AWS APIから取得することも、または DescribeFileSystems オペ
レーションを使用する SDK から取得することもできます。

/fsx EC2 インスタンスの Amazon FSx ファイルシステムのマウントポイントで
す。

lustre ファイルシステムのタイプは、Amazon FSx です。

mount options ファイルシステムのマウントオプションは、次のオプションのカンマ区切
りのリストとして表示されます。

• defaults - この値は、デフォルトのマウントオプションを使用するよう
にオペレーティングシステムに指示します。mount コマンドの出力を表
示してファイルシステムがマウントされた後で、デフォルトのマウント
オプションを一覧表示できます。

• noatime - このオプションは、inode のアクセス時間の更新をオフにし
ます。inode の アクセス時間を更新する場合は、このマウントオプショ
ンを削除してください。

• flock - ファイルロックを有効にしてファイルシステムをマウントしま
す。ファイルロックを有効にしない場合は、このマウントオプションを
削除してください。

• _netdev - この値は、ファイルシステムがネットワークアクセスを必要
とするデバイスに存在することをオペレーティングシステムに通知しま
す。このオプションは、クライアント上でネットワークが有効になるま
で、インスタンスがファイルシステムをマウントするのを防ぎます。

x-
systemd.automount,x-
systemd.requires=network.service

これらのオプションにより、ネットワーク接続がオンラインになるまで、
自動マウンタが動作しないことが保証されます。

Note

Ubuntu 22.04 の場合、x-
systemd.requires=network.service オプション代わ
りに x-systemd.requires=systemd-networkd-wait-
online.service を使用してください。

0 ファイルシステムを dump でバックアップする必要があるかどうかを示す
値。Amazon FSx の場合、この値は 0 です。
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フィールド 説明

0 起動時に fsck がファイルシステムをチェックする順序を示す値。Amazon 
FSx ファイルシステムの場合、スタートアップ時に fsck を実行すべきで
ないことを示すにはこの値を 0 にします

特定のファイルセットのマウント
Lustre ファイルセット機能を使用すると、ファイルシステム名前空間のサブセットのみをマウントでき、
これをファイルセットと呼びます。ファイルシステムのファイルセットをマウントするには、クライアン
トでファイルシステム名の後にサブディレクトリパスを指定します。ファイルセットマウント (サブディ
レクトリマウントとも呼ばれる) は、特定のクライアントでのファイルシステムの名前空間の可視性を制
限します。

例 - Lustre ファイルセットのマウント

1. 次のディレクトリを持つ FSx for Lustre ファイルシステムがあるとします。

team1/dataset1/
team2/dataset2/

2. team1/dataset1 ファイルセットだけをマウントし、ファイルシステムのこの部分のみをクライア
ント上でローカルに表示します。次のコマンドを使用して、次のアイテムを置き換えます。

• 実際のファイルシステムのシステムの DNS 名で file_system_dns_name を置き換えます。
• ファイルシステムのマウント名で mountname を置き換えます。このマウント名

は、CreateFileSystem API オペレーションレスポンスに返します。describe-file-systems AWS 
CLI コマンド、および DescribeFileSystems API オペレーションのレスポンスでも返ります。

mount -t lustre file_system_dns_name@tcp:/mountname/team1/dataset1 /fsx

Lustre ファイルセット機能を使用する際、以下に注意してください。

• クライアントが別のファイルセットを使用してファイルシステムを再マウントすること、またはファイ
ルセットを全く使用しないことを妨げる制約はありません。

• ファイルセットを使用する場合、.lustre/ ディレクトリへのアクセスを必要とする一部の Lustre 管理
コマンドは (lfs fid2path コマンドなど) 動作しない場合があります。

• 同じホスト上の同じファイルシステムから複数のサブディレクトリをマウントする場合は、単一のマウ
ントポイントよりも多くのリソースを消費し、代わりにファイルシステムのルートディレクトリを一度
だけマウントする方が効率的であることに注意してください。

Lustre ファイルセット機能の詳細については、「Lustre ドキュメントウェブサイト」の「Lustre オペレー
ションマニュアル」を参照してください。

ファイルシステムをアンマウントする
ファイルシステムを削除する前に、接続しているすべての Amazon EC2 インスタンスからアンマウントす
ることをお勧めします。インスタンス自体で umount コマンドを実行することで、Amazon EC2 インスタ
ンスのファイルシステムをアンマウントできます。AWS CLI、AWS Management Console、またはいずれ
かの AWS SDK から、Amazon FSx ファイルシステムをアンマウントすることはできません。Linux を実
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行する Amazon EC2 インスタンスに接続されている Amazon FSx ファイルシステムをアンマウントする
には、次のように umount コマンドを使用します。

umount /mnt/fsx 

他の umount オプションを指定しないことをお勧めします。デフォルトと異なる umount オプションを設
定しないでください。

df コマンドを実行すると、Amazon FSx ファイルシステムのマウントが解除されたことを確認できます。
このコマンドを実行すると、Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスに現在マウントされているファイ
ルシステムのディスク使用状況の統計情報が表示されます。アンマウントする Amazon FSx ファイルシス
テムが df コマンドの出力にリストされていない場合、ファイルシステムがアンマウントされていること
を意味します。

Example - Amazon FSx ファイルシステムのマウントステータスを特定してアンマウントする

$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on 
file-system-id.fsx.aws-region.amazonaws.com@tcp:/mountname /fsx 3547708416 61440 3547622400 
 1% /fsx 
      /dev/sda1 ext4 8123812 1138920 6884644 15% / 

$ umount /fsx

$ df -T 

Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on  
/dev/sda1 ext4 8123812 1138920 6884644 15% / 

Amazon EC2 スポットインスタンスの使用
FSx for Lustre を EC2 スポットインスタンスとともに使用すると、Amazon EC2 のコストを大幅に削減で
きます。スポットインスタンスは、オンデマンド料金より低価で利用できる未使用の EC2 インスタンスで
す。スポット料金が上限を超えた場合や、スポットインスタンスの需要が増加した場合、あるいはスポッ
トインスタンスの供給が減少した場合には、Amazon EC2 がスポットインスタンスを中断する可能性があ
ります。

Amazon EC2 によりスポットインスタンスが中断される際には、スポットインスタンスの中断通知が送信
されます。それにより、Amazon EC2 が中断する 2 分前にインスタンスに対して警告を出します。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「スポットインスタンス」を参照し
てください。

EC2 スポットインスタンスの中断によって Amazon FSx ファイルシステムが影響を受けないように、EC2 
スポットインスタンスを終了または休止する前に Amazon FSx ファイルシステムをアンマウントすること
をお勧めします。詳細については、「ファイルシステムをアンマウントする (p. 112)」を参照してくださ
い。

Amazon EC2 スポットインスタンスの中断
FSx for Lustre は、サーバーとクライアントインスタンスが協力してパフォーマンスと信頼性の高いファイ
ルシステムを提供する分散ファイルシステムです。これらは、クライアントインスタンスとサーバーイン
スタンスの両方で配信されたコヒーレント状態を維持します。FSx for Lustre サーバは、I / O およびファ
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イルシステムデータのキャッシュを積極的に実行している間、クライアントにテンポラリアクセス許可を
委任します。クライアントは、サーバーがテンポラリアクセス許可の取り消しをリクエストすると、短期
間でレスポンスすることが期待されます。クライアントの不正動作からファイルシステムを保護するため
に、サーバーは数分後にレスポンスしない Lustre クライアントを削除できます。レスポンスしないクライ
アントがサーバーリクエストにレスポンスするまで数分待つ必要がないようにするには、特に EC2 スポッ
トインスタンスを終了する前に、Lustr クライアントをきれいにアンマウントすることが重要です。

EC2 スポットは、インスタンスをシャットダウンする前に 2 分前に終了通知を送信します。EC2 スポット
インスタンスを終了する前に、Lustre クライアントをクリーンにアンマウントするプロセスを自動化する
ことをお勧めします。

Example - 終了する EC2 スポットインスタンスをクリーンにマウント解除するスクリプト

このサンプルスクリプトは、次の操作を実行して、終了する EC2 スポットインスタンスをクリーンにアン
マウントします。

• スポット終了通知をモニタリングします。
• 終了通知が届くと、次のようになります。

• ファイルシステムにアクセスしているアプリケーションを停止します。
• インスタンスが終了する前にファイルシステムをアンマウントします。

必要に応じて、特にアプリケーションを正常にシャットダウンするために、スクリプトを適応させるこ
とができます。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の詳細については、
「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」を参照してください。

#!/bin/bash

# TODO: Specify below the FSx mount point you are using
*FSXPATH=/fsx*

cd /

TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600")
if [ "$?" -ne 0 ]; then 
    echo "Error running 'curl' command" >&2 
    exit 1
fi

# Periodically check for termination
while sleep 5
do 

    HTTP_CODE=$(curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s -w %{http_code} -o /dev/null 
 http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/instance-action) 

    if [[ "$HTTP_CODE" -eq 401 ]] ; then 
        # Refreshing Authentication Token 
        TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 30") 
        continue 
    elif [[ "$HTTP_CODE" -ne 200 ]] ; then 
        # If the return code is not 200, the instance is not going to be interrupted 
        continue 
    fi 

    echo "Instance is getting terminated. Clean and unmount '$FSXPATH' ..." 
    curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/
spot/instance-action 
    echo 
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    # Gracefully stop applications accessing the filesystem 
    # 
    # TODO*: Replace with the proper command to stop your application if possible* 

    # Kill every process still accessing Lustre filesystem 
    echo "Kill every process still accessing Lustre filesystem..." 
    fuser -kMm -TERM "${FSXPATH}"; sleep 2 
    fuser -kMm -KILL "${FSXPATH}"; sleep 2 

    # Unmount FSx For Lustre filesystem 
    if ! umount -c "${FSXPATH}"; then 
        echo "Error unmouting '$FSXPATH'. Processes accessing it:" >&2 
        lsof "${FSXPATH}" 

        echo "Retrying..." 
        continue 
    fi 

    # Start a graceful shutdown of the host 
    shutdown now

done
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ファイルシステムの管理
FSx for Lustre は、管理タスクのパフォーマンスを簡素化する一連の機能を提供します。これには、ポイン
トインタイムバックアップの作成、ファイルシステムのストレージクォータの管理、ストレージとスルー
プットの容量の管理、データ圧縮の管理、およびシステムの定期的なソフトウェアパッチ適用を実行する
ためのメンテナンス時間の設定が含まれます。

FSx for Lustre ファイルシステムは、Amazon FSx 管理コンソール、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、Amazon FSx API、または AWS SDK を使用して管理できます。

トピック
• バックアップの使用 (p. 116)
• ストレージクォータ (p. 122)
• ストレージとスループット容量の管理 (p. 126)
• Lustre データ圧縮 (p. 132)
• Lustre ルートスカッシュ (p. 136)
• Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 139)
• Amazon FSx for Lustre メンテナンスウィンドウ (p. 141)

バックアップの使用
Amazon FSx for Lustre を使用すると、Simple Storage Service (Amazon S3) 耐久データリポジトリにリン
クされていない永続ファイルシステムの、自動日次バックアップとユーザー主導バックアップを実行でき
ます。Amazon FSx バックアップは、ファイルシステムの一貫性、高い耐久性、および増分されます。高
い耐久性を確保するために、Amazon FSx for Lustre では 99.999999999% (11 9 年) の耐久性で Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) にバックアップを保存します。

FSx for Lustreファイルシステムのバックアップは、自動日次バックアップかユーザー主導のバックアップ
機能を使用して生成されたものであるかを問わない、ブロックベースの増分バックアップです。つまり、
バックアップを取得する際に、Amazon FSx はファイルシステム上のデータと以前のバックアップをブ
ロックレベルで比較します。その後、Amazon FSx は、すべてのブロックレベルの変更のコピーを新しい
バックアップに保存します。以前のバックアップが新しいバックアップに保存されないため、変更されな
いブロックレベルのデータ。バックアッププロセスの期間は、前回のバックアップが実行されてから変更
されたデータの量によって異なり、ファイルシステムのストレージ容量の影響を受けません。次のリスト
は、さまざまな状況下でのバックアップ時間を示しています。

• データがほとんどない真新しいファイルシステムの初期バックアップは数分で完了します。
• TB のデータをロードした後に実行される新しいファイルシステムの初期バックアップは、完了までに数

時間かかります。
• ブロックレベルのデータに対する最小限の変更 (作成 / 変更が比較的少ない) で、TB のデータを用いた

ファイルシステムの 2 回目のバックアップは、完了までに数秒かかります。
• 大量のデータが追加および変更された後、同じファイルシステムの 3 回目のバックアップが完了するま

でに数時間かかります。

バックアップを削除すると、そのバックアップに固有のデータだけが削除されます。各 FSx for Lustre 
バックアップには、バックアップから新しいファイルシステムを作成するために必要なすべての情報が含
まれており、ファイルシステムのポイントインタイムスナップショットを効果的に復元します。

ファイルシステムの定期的なバックアップを作成することは、Amazon FSx for Lustre がファイルシステム
に対して実行するレプリケーションを補完するベストプラクティスです。Amazon FSx バックアップは、
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バックアップの保持とコンプライアンスのニーズのサポートに役立ちます。Amazon FSx for Lustre バック
アップの使用は、バックアップの作成、バックアップのコピー、バックアップからのファイルシステムの
復元、バックアップの削除など、簡単です。

スクラッチ ファイルシステムは、データのテンポラリストレージと短期間の処理用に設計されている
ため、バックアップはサポートされていません。S3 バケットがプライマリデータリポジトリとして機
能し、Lustre ファイルシステムに常に完全なデータセットが含まれているとは限らないため、Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにリンクされたファイルシステムではバックアップはサポートされ
ていません。

トピック
• FSx for Lustreでのバックアップサポート (p. 117)
• 自動日次バックアップの使用  (p. 117)
• ユーザー主導のバックアップ機能 (p. 118)
• Amazon FSx で AWS Backup を使用する (p. 118)
• バックアップのコピー (p. 119)
• バックアップの復元 (p. 121)
• バックアップの削除 (p. 122)

FSx for Lustreでのバックアップサポート
バックアップは、Simple Storage Service (Amazon S3) データリポジトリにリンクされていない FSx for 
Lustre 永続ファイルシステムでのみサポートされています。

スクラッチ ファイルシステムはテンポラリストレージと短期間のデータ処理用に設計されているた
め、Amazon FSx はスクラッチ ファイルシステムでのバックアップをサポートしていません。S3 バケッ
トはプライマリデータリポジトリとして機能し、ファイルシステムには必ずしも常に完全なデータセット
が含まれているとは限らないため、Amazon FSx は Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにリン
クされたファイルシステムでのバックアップをサポートしていません。詳細については、「ファイルシス
テムのデプロイオプション (p. 18)」および「データリポジトリの使用 (p. 24)」を参照してください。

自動日次バックアップの使用
Amazon FSx for Lustre は、ファイルシステムの自動日次バックアップを取ることができます。自動日次
バックアップは、ファイルシステムの作成時に設定された日次バックアップウィンドウ中に実行されま
す。日次バックアップウィンドウ中のある時点で、バックアッププロセスが初期化している間にストレー
ジ I/O が一時的に中断することがあります (通常は数秒以内)。日次バックアップウィンドウを選択する際
は、その日の都合の良い時間を選択することをお勧めします。この時間は、ファイルシステムを使用する
アプリケーションの通常の動作時間外であることが理想的です。

自動日次バックアップは、保持期間 と呼ばれる一定期間、保存されます。保持期間は、0～90 日間で設定
できます。保持期間を 0 (ゼロ) 日 に設定すると、自動日次 バックアップが行われなくなります。自動日次
バックアップのデフォルトの保持期間は 0 日です。自動日次バックアップは、ファイルシステムの削除時
に削除されます。

Note

保持期間を 0 日に設定すると、ファイルシステムが自動的にバックアップされることはありませ
ん。関連したすべてのレベルの重要な機能を持つファイルシステムには、自動日次バックアップ
を使用することを強くお勧めします。

AWS CLI または AWS SDK のいずれかを使用して、ファイルシステムのバックアップウィンドウとバッ
クアップ保持期間を変更できます。UpdateFileSystem API オペレーションまたは update-file-
system CLI コマンドを使用します。
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ユーザー主導のバックアップ機能
Amazon FSx for Lustre では、いつでもファイルシステムのバックアップを手動で作成できます。Amazon 
FSx for Lustreコンソール、API、または AWS Command Line Interface (CLI) を使用して行うことができま
す。ユーザー主導の Amazon FSx ファイルシステムのバックアップは有効期限切れにならず、保存したい
期間利用できます。ユーザーによるバックアップは、バックアップされたファイルシステムを削除した後
も保持されます。ユーザーが作成したバックアップは、Amazon FSx for Lustre コンソール、API、または 
CLI を使用してのみ削除でき、Amazon FSx によって自動的に削除されることはありません。詳細につい
ては、「バックアップの削除 (p. 122)」を参照してください。

ユーザーによるバックアップの作成
次の手順では、ユーザーが Amazon FSx コンソールで既存のファイルシステムのバックアップを作成する
方法について説明します。

ユーザー主導のファイルシステムバックアップを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx for Lustre コンソールを開きます。
2. コンソールダッシュボードから、バックアップするファイルシステムの名前を選択します。
3. [Actions] (アクション) から [Create backup] (バックアップの作成) を選択します。
4. [Create backup] (バックアップの作成) ダイアログボックスが表示されますので、バックアップ名を入

力します。バックアップ名は、英字、空白、数字、特殊文字. + - = _ : / を含む最大 256 の Unicode 文
字を使用できます。

5. [Create backup] (バックアップの作成) を選択します。

これで、ファイルシステムのバックアップが作成されました。Amazon FSx for Lustre コンソールの左側の
ナビゲーション [Backups] (バックアップバックアップ) を選択すると、すべてのバックアップのテーブル
が表示されます。バックアップに付けた名前と、一致する結果のみを表示するようにテーブルフィルター
を検索できます。

この手順で説明したように、ユーザー主導バックアップを作成すると、タイプは USER_INITIATED にな
り、Amazon FSx がバックアップを [Creating]] (作成中) している間は作成ステータスになります。完全に
利用可能になるまで、バックアップが Simple Storage Service (Amazon S3) に転送されている間は、ス
テータスが [Transferring] (転送中) に変わります。

Amazon FSx で AWS Backup を使用する
AWS Backup は、Amazon FSx ファイルシステムをバックアップすることでデータを保護する、シンプ
ルで費用効果の高い方法です。AWS Backup は、バックアップの作成、コピー、復元、および削除を簡
素化すると同時に、レポートと監査を改善するように設計された統合バックアップサービスです。AWS 
Backup を使用すると、法律、規制、および専門家によるコンプライアンスのための集中バックアップ
戦略の開発が容易になります。AWS Backup は、次のことを実行できる中心的な場所を提供すること
で、AWS ストレージボリューム、データベース、およびファイルシステムの保護も簡単にします。

• バックアップする AWS リソースの設定および監査。
• バックアップのスケジューリングの自動化。
• 保持ポリシーの設定。
• AWS リージョン間や AWS アカウント間でバックアップをコピーします。
• 最近のすべてのバックアップと復元アクティビティのモニタリング。

AWS Backup は Amazon FSx の内臓 バックアップ機能を使用します。AWS Backup コンソールから取得
したバックアップには、Amazon FSx コンソールで取得されるバックアップと同じレベルのファイルシス
テムの一貫性とパフォーマンス、および同じ復元オプションを備えています。AWS Backup を使用して
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バックアップを管理する場合、無制限の保持オプションや、1 時間ごとにスケジュールされたバックアッ
プを作成するなどの追加機能を利用できます。さらに、AWS Backup は、出典ファイルシステムが削除さ
れた後でもイミュータブルのバックアップを保持します。これにより、偶発的または悪意のある削除から
保護できます。

AWS Backup によって取得したバックアップはユーザー主導バックアップと見なされ、Amazon FSx 
のユーザー起動のバックアップクォータにカウントされます。Amazon FSx コンソール、CLI、および 
API で、AWS Backup によって取得されたバックアップを確認して復元できます。AWS Backup によっ
て作成されたバックアップのバックアップタイプは AWS_BACKUP です。ただし、Amazon FSx コン
ソール、CLI、または API で AWS Backup によって作成されたバックアップを削除することはできませ
ん。AWS Backup を使用して Amazon FSx ファイルシステムをバックアップする方法の詳細については、
「AWS Backupデベロッパーガイド」の Amazon FSx ファイルシステムでの作業 を参照してください。

バックアップのコピー
Amazon FSx を使用して、同じ AWS アカウント内のバックアップを別の AWS リージョン に (リージョン
間コピー)、または同じ AWS リージョン 内に (リージョン内コピー) 手動でコピーできます。リージョン
間コピーは、同じ AWS パーティション内でのみ作成できます。Amazon FSx コンソール、AWS CLI、ま
たは API を使用して、ユーザー起動のバックアップコピーを作成できます。ユーザー起動のバックアップ
コピーを作成するときは、タイプ USER_INITIATED があります。

また、AWS Backup を使用して AWS リージョン間および AWS アカウント間でバックアップをコピーで
きます。AWS Backupは、ポリシーベースのバックアッププランの一元的なインターフェースを提供する
フルマネージド型バックアップ管理サービスです。アカウント間の管理では、バックアップポリシーを自
動的に使用して、組織内の アカウント全体にバックアッププランを適用できます。

リージョン間のバックアップコピー は、リージョン間の災害対策に特に役立ちます。バックアップを取
り、それを別の AWS リージョンにコピーすることで、プライマリ AWS リージョンで災害が発生して
も、バックアップから復元し、別の AWS リージョンで迅速に可用性を回復することができます。バック
アップコピーを使用して、ファイルデータセットを別の AWS リージョンや同じ AWS リージョン内にク
ローンすることもできます。Amazon FSx コンソール、AWS CLI 、または Amazon FSx for Lustre API を
使用して同じ AWS アカウント内で (クロスリージョンまたはインリージョン) バックアップコピーを作成
します。また、AWS Backup を使用して、オンデマンドまたはポリシーベースのバックアップコピーを実
行できます。

クロスアカウントバックアップコピー は、バックアップを分離されたアカウントにコピーするための規制
コンプライアンス要件を満たすために役立ちます。また、バックアップの偶発的または悪意のある削除、
認証情報の損失、または AWS KMS キーの侵害を防ぐために、データ保護の追加レイヤーを提供します。
アカウント間バックアップは ファンイン (複数のプライマリアカウントから 1 つの独立したバックアップ
コピーアカウントにバックアップをコピーする) とファンアウト (1 つのプライマリアカウントから複数の
独立したバックアップコピーアカウントにバックアップをコピーする) をサポートします。

AWS Organizations をサポートする AWS Backup を使用して、アカウント間のバックアップコピーを作
成できます。アカウント間コピーのアカウント境界は、AWS Organizations ポリシーによって定義され
ます。AWS Backup を使用してアカウント間バックアップコピーを作成する方法については、「AWS 
Backup デベロッパーガイド」の「AWS アカウント 全体のバックアップコピーの作成」を参照してくださ
い。

バックアップコピーの制約
バックアップをコピーする際の制約は以下のとおりです。

• リージョン間バックアップコピーは、任意の 2 つのコマーシャル AWS リージョン間、中国 (北京) と中
国 (寧夏) リージョン間、および AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) リージョン間
でのみサポートされていますが、これらのリージョンのセット全体ではサポートされていません。

• リージョン間バックアップコピーは、オプトインリージョンではサポートされていません。
• 任意の AWS リージョン内でリージョン内のバックアップコピーを作成できます。
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• コピーする前に、ソースバックアップは AVAILABLE のステータスである必要があります。
• ソースのコピー中にそのバックアップを削除することはできません。宛先のバックアップが使用可能

になってから、ソースバックアップの削除が許可されるまでに、短い遅延が発生する場合があります。
ソースバックアップの削除を再試行する場合は、この遅延を念頭に置いてください。

• アカウントあたり 1 つの 宛先 AWS リージョンに対して、最大 5 つのバックアップのコピーリクエスト
を同時に実行できます。

リージョン間バックアップコピーの許可
IAM ポリシーステートメントを使用して、バックアップコピーオペレーションを実行する許可を付与しま
す。ソース AWS リージョンと通信してリージョン間バックアップコピーをリクエストするには、リクエ
スタ (IAM ロールまたは IAM ユーザー) がソースバックアップおよびソース AWS リージョンへのアクセス
許可を持っている必要があります。

ポリシーを使用して、バックアップコピーオペレーションの CopyBackup アクションに許可を付与し
ます。次の例のように、ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、ポリシーの Resource
フィールドでリソース値を指定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "fsx:CopyBackup", 
            "Resource": "arn:aws:fsx:*:111111111111:backup/*" 
        } 
    ]
}

IAM ポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーと許可」を参照してくださ
い。

フルコピーと増分コピー
ソースバックアップとは別の AWS リージョンにバックアップをコピーする場合、最初のコピーは完全
バックアップコピーになります。最初のバックアップコピー後、同じ AWS アカウント内の同じ宛先リー
ジョンに対する後続のバックアップコピーは増分ざれます。これは、そのリージョンで過去にコピーした
バックアップをすべて削除しておらず、同じ AWS KMS キーを使用している場合に限ります。両方の条件
が満たされていない場合、コピーオペレーションはフル (増分ではない) バックアップコピーになります。

コンソールを使用して、同じアカウント内 (リージョン間またはリージョン内) の
バックアップをコピーするには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、バックアップ を選択します。
3. バックアップ テーブルで、コピーしたいバックアップを選択し、バックアップのコピー を選択しま

す。
4. 設定 セクションで、以下の手順を実行します。

• [Destination Region] (宛先リージョン) リストで、バックアップのコピー先の AWS リージョンを選
択します。コピー先は、別の AWS リージョン (リージョン間コピー) または同じ AWS リージョン 
内 (リージョン内コピー) でもかまいません。

• (オプション) ソースバックアップから宛先バックアップにタグをコピーするには、[Copy Tags] (タ
グのコピー) を選択します。[Copy Tags] (タグのコピー) を選択し、さらにステップ 6 でタグを追加
した場合、すべてのタグが統合されます。
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5. [Encryption] (暗号化) では、コピーしたバックアップを暗号化するための AWS KMS 暗号化キーを選
択します。

6. タグ - オプション で、キーと値を入力して、コピーしたバックアップにタグを追加します。ここでタ
グを追加し、またステップ 4 で [Copy Tags] (タグのコピー) を選択した場合、すべてのタグがマージ
されます。

7. バックアップのコピー を選択します。

バックアップは同じ AWS アカウント内で選択した AWS リージョンにコピーされます。

CLI を使用して同じアカウント内 (リージョン間またはリージョン内) のバック
アップをコピーするには

• copy-backup CLI コマンドまたは CopyBackup API オペレーションを使用して、AWS リージョン間
または AWS リージョン内の同じ AWS アカウント内でバックアップをコピーします。

次のコマンドは、us-east-1 リージョンから backup-0abc123456789cba7 の ID を持つバック
アップをコピーします。

aws fsx copy-backup \ 
  --source-backup-id backup-0abc123456789cba7 \ 
  --source-region us-east-1

レスポンスには、コピーされたバックアップの説明が表示されます。

ユーザーは Amazon FSx コンソールでバックアップを表示するか、プログラミングで describe-
backups CLI コマンドまたは DescribeBackups API オペレーションを使用して表示できます。

バックアップの復元
利用可能なバックアップを使用して新しいファイルシステムを作成し、別のファイルシステムのポイント
インタイムスナップショット を効果的に復元できます。コンソール、AWS CLI、または AWS SDK の 1 
つを使用してバックアップを復元できます。新しいファイルシステムへのバックアップの復元には、新し
いファイルシステムの作成と同じ時間がかかります。バックアップから復元されたデータは、ファイルシ
ステムにレイジーロードされ、その間、レイテンシーがわずかに長くなります。

次の手順では、コンソールを使用してバックアップを復元し、新しいファイルシステムを作成する方法に
ついてガイドします。

Note

バックアップを復元できるのは、元のバージョンと同じ Lustre バージョンタイプ、デプロイタイ
プ、ストレージの単位あたりのスループット、ストレージ容量、データ圧縮タイプ、および AWS 
リージョンのファイルシステムのみです。復元されたファイルシステムのストレージ容量は、利
用可能になった後、増やすことができます。詳細については、「ストレージとスループット容量
の管理 (p. 126)」を参照してください。

バックアップからファイルシステムを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx for Lustre コンソールを開きます。
2. コンソールダッシュボードで、左側のナビゲーションから [Backups] (バックアップ) を選択します。
3. バックアップテーブルから復元したいバックアップを選択し、バックアップの復元を選択します。

これにより、ファイルシステム作成ウィザードが開きます。このウィザードは、ファイルシステムの
設定 (デプロイの種類、ストレージの単位あたりのスループットなど) を除いて、スタンダードのファ
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イルシステム作成ウィザードと同じです。ただし、関連した VPC およびバックアップの設定は変更で
きます。

4. 新しいファイルシステムを作成するときと同様に、ウィザードを完了します。
5. レビューと作成 を選択します。
6. Amazon FSx for Lustre ファイルシステム用に選んだ設定を確認し、[Create file system] (ファイルシ

ステムの作成) を選択します。

バックアップから復元し、新しいファイルシステムを作成中です。ステータスが AVAILABLE に変わる
と、通常どおりファイルシステムを使用できます。

バックアップの削除
バックアップの削除は、永久的で回復不能なアクションです。削除されたバックアップ内のデータもすべ
て削除されます。今後そのバックアップが必要でないということが確かでない限り、バックアップを削除
しないでください。Amazon FSx コンソール、CLI、または API では、AWS Backup で取得されたバック
アップを削除することはできません。

バックアップを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx for Lustre コンソールを開きます。
2. コンソールダッシュボードで左側のナビゲーションから [Backups] (バックアップ) を選択します。
3. [Backups] (バックアップ) テーブルから削除するバックアップを選択してから、[Delete backup] (バッ

クアップの 削除) を選択します。
4. 開いたバックアップの削除ダイアログボックスで、バックアップの ID が削除したいバックアップのも

のであることを確認します。
5. 削除するバックアップのチェックボックスがチェックされていることを確認します。
6. バックアップの削除を選択します。

バックアップとそれに含まれるすべてのデータが永久かつ、回復不能な形で削除されます。

ストレージクォータ
FSx for Lustre ファイルシステムでは、ユーザーおよびグループのストレージクォータを作成できます。
ストレージクォータは、ユーザーまたはグループが消費できるディスク容量とファイル数を制限します。
ストレージクォータは、ユーザーレベルおよびグループレベルの使用状況を自動的に追跡するため、スト
レージ制限を設定するかどうかにかかわらず、消費量を監視できます。

Amazon FSx はクォータを適用し、クォータを超えたユーザーがストレージスペースに書き込むのを防ぎ
ます。ユーザーがクォータを超えた場合、クォータ制限を下回るまでファイルを削除して、ファイルシス
テムに再度書き込みができるようにする必要があります。

トピック
• クォータの適用 (p. 123)
• クォータの種類 (p. 123)
• クォータ制限と猶予期間 (p. 123)
• クォータの設定と表示 (p. 124)
• クォータおよび Simple Storage Service (Amazon S3) リンクバケット (p. 126)
• クォータとバックアップの復元 (p. 126)
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クォータの適用
ユーザーとグループのクォータの適用は、すべての FSx for Lustre ファイルシステムで自動的に有効にな
ります。クォータの適用を無効にすることはできません。

クォータの種類
AWS アカウントルートユーザーの認証情報を持つシステム管理者は、次のタイプのクォータを作成できま
す。

• ユーザークォータ は、個々のユーザーに適用されます。特定のユーザーのユーザークォータを、他の
ユーザーのクォータとは異なるようにできます。

• グループクォータ は、特定のグループのメンバーであるすべてのユーザーに適用されます。
• ブロッククォータ は、ユーザーまたはグループが消費できるディスク容量を制限します。ストレージサ

イズはキロバイト単位で設定します。
• Inode クォータ は、ユーザーまたはグループが作成できるファイルまたはディレクトリの数を制限しま

す。Inode の最大数を整数として設定します。

Note

デフォルトのクォータとプロジェクトクォータはサポートされていません。

特定のユーザーおよびグループにクォータを設定し、そのユーザーがそのグループのメンバーである場
合、ユーザーのデータ使用量は両方のクォータに適用されます。また、両方のクォータによって制限され
ます。いずれかのクォータ制限に達すると、ユーザーはファイルシステムへの書き込みをブロックされま
す。

Note

Root ユーザーに設定されたクォータは強制されません。同様に、sudo コマンドを使用して root 
ユーザーとしてデータを書き込むと、クォータの適用がバイパスされます。

クォータ制限と猶予期間
Amazon FSx では、ユーザーおよびグループのクォータをハードリミットとして、または設定可能な猶予
期間を持つソフトリミットとして強制します。

ハードリミットは絶対制限です。ユーザーがハードリミットを超えると、ブロックまたは i ノードの割り
当ては ディスククォータの超過 メッセージを表示して拒否します。クォータのハード制限に達したユー
ザーは、クォータ制限を下回るようにファイルやディレクトリを削除してから、ファイルシステムに再度
書き込みする必要があります。猶予期間が設定されている場合、ハードリミット未満であれば、ユーザー
は猶予期間内にソフトリミットを超えることができます。

ソフトリミットでは、猶予期間を秒単位で設定します。ソフトリミットはハードリミットよりも小さくす
る必要があります。

Inode とブロッククォータに異なる猶予期間を設定できます。ユーザークォータとグループクォータに異
なる猶予期間を設定することもできます。ユーザークォータとグループクォータの猶予期間が異なる場
合、ユーザーまたはグループクォータの猶予期間が経過すると、ソフトリミットはハードリミットに変換
されます。

ユーザーがソフトリミットを超えた場合、Amazon FSx では、猶予期間が経過するまで、またはハードリ
ミットに達するまで、クォータを超え続けることができます。猶予期間が終了すると、ソフトリミットは
ハードリミットに変換され、ストレージ使用量が定義されたブロッククォータまたは inode クォータ制限
を下回るまで、ユーザーはそれ以上の書き込み操作をブロックされます。猶予期間の開始時に、ユーザー
は通知や警告を受けません。
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クォータの設定と表示
ストレージクォータは、Linux ターミナルで Lustre ファイルシステム lfs コマンドを使用して設定しま
す。lfs setquota コマンドはクォータ制限を設定し、lfs quota コマンドは、クォータ情報を表示し
ます。

Lustre クォータコマンドの詳細については、Lustre ドキュメントサイト で Lustre オペレーションマニュ
アル を参照してください。

ユーザークォータとグループクォータの設定
ユーザーまたはグループのクォータを設定する setquota コマンドの構文は次のとおりです。

lfs setquota {-u|--user|-g|--group} username|groupname
             [-b block_softlimit] [-B block_hardlimit] 
             [-i inode_softlimit] [-I inode_hardlimit] 
             /mount_point

実行する条件は以下のとおりです。

• -u または --user は、クォータを設定するユーザーを指定します。
• -g または --group は、クォータを設定するグループを指定します。
• -b は、ソフトリミットでブロッククォータを設定します。-B は、ハードリミットでブロッククォータ

を設定します。block_softlimit および block_hardlimit の両方はキロバイト単位で表され、最
小値は 1024 KB です。

• -i は、ソフトリミットで i ノードクォータを設定します。-I は、ハードリミットで inode クォータを
設定します。inode_softlimit および inode_hardlimit の両方は、inode の数で表され、最小値は 
1024 inode です。

• mount_point は、ファイルシステムがマウントされたディレクトリです。

次のコマンドは、/mnt/fsx にマウントされたファイルシステム上の user1 に対して、5,000 KB のソフ
トブロックリミット、8,000 KB のハードブロックリミット、2,000 ソフト inode リミット、および 3,000 
のハード inode リミットクォータを設定します。

sudo lfs setquota -u user1 -b 5000 -B 8000 -i 2000 -I 3000 /mnt/fsx

次のコマンドは、/mnt/fsx にマウントされたファイルシステム上の group1 という名前のグループに対
して、100,000 KB のハードブロックリミットを設定します。

sudo lfs setquota -g group1 -B 100000 /mnt/fsx

猶予期間の設定
デフォルトの猶予期間は 1 週間です。次の構文を使用して、ユーザーとグループのデフォルトの猶予期間
を調整できます。

lfs setquota -t {-u|-g} 
             [-b block_grace] 
             [-i inode_grace] 
             /mount_point

実行する条件は以下のとおりです。
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• -t は、猶予期間が設定されることを示します。
• -u は、すべてのユーザーの猶予期間を設定します。
• -g は、すべてのグループの猶予期間を設定します。
• -b は、ブロッククォータの猶予期間を設定します。-i は、inode クォータの猶予期間を設定しま

す。block_grace および inode_grace の両方は、整数秒か XXwXXdXXhXXmXXs の形式で表されま
す。

• mount_point は、ファイルシステムがマウントされたディレクトリです。

次のコマンドは、ユーザーブロッククォータに対して 1,000 秒、ユーザー inode クォータに対して 1 週間
と 4 日間の猶予期間を設定します。

sudo lfs setquota -t -u -b 1000 -i 1w4d /mnt/fsx

クォータの表示
quota コマンドは、ユーザークォータ、グループクォータ、猶予期間に関する情報を表示します。

クォータコマンドの表示 表示されるクォータ情報

lfs quota /mount_point コマンドを実行するユーザーお
よびユーザーのプライマリグ
ループに関する一般的なクォー
タ情報 (ディスク使用量と制限)。

lfs quota -u username /mount_point 特定のユーザーの一般的な
クォータ情報。AWS アカウン
トの root ユーザーの認証情報を
持つユーザーは、すべてのユー
ザーに対してこのコマンドを実
行できますが、root 以外のユー
ザーはこのコマンドを実行して
他のユーザーに関するクォータ
情報を取得することはできませ
ん。

lfs quota -u username -v /mount_point 特定のユーザーの一般的な
クォータ情報と、各オブジェク
トストレージターゲット (OST) 
およびメタデータターゲット 
(MDT) の詳細なクォータ統
計。AWS アカウントの root ユー
ザーの認証情報を持つユーザー
は、すべてのユーザーに対し
てこのコマンドを実行できま
すが、root 以外のユーザーはこ
のコマンドを実行して他のユー
ザーに関するクォータ情報を取
得することはできません。

lfs quota -g groupname /mount_point 特定のグループの一般的な
クォータ情報。

lfs quota -t -u /mount_point ユーザークォータのブロックと 
inode の猶予期間。
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クォータコマンドの表示 表示されるクォータ情報

lfs quota -t -g /mount_point グループクォータのブロックと 
inode の猶予期間。

クォータおよび Simple Storage Service (Amazon S3) 
リンクバケット

FSx for Lustre ファイルシステムは Simple Storage Service (Amazon S3) データリポジトリにリンクでき
ます。詳細については、「S3 バケットにファイルシステムをリンクする (p. 29)」を参照してください。

オプションで、ファイルシステムへのインポートパスとして、リンクされた S3 バケット内の特定のフォ
ルダまたはプレフィックスを選択できます。Simple Storage Service (Amazon S3) のフォルダが指定さ
れ、S3 からファイルシステムにインポートされると、そのフォルダのデータのみがクォータに適用されま
す。バケット全体のデータは、クォータ制限に対してカウントされません。

リンクされた S3 バケット内のファイルメタデータは、Simple Storage Service (Amazon S3) からインポー
トされたフォルダーと一致する構造を持つフォルダーにインポートされます。ファイルは、ファイルを所
有するユーザーおよびグループの inode クォータにカウントされます。

ユーザーが hsm_restore または、ファイルを遅延ロードすると、ファイルのフルサイズは、ファイルの
所有者に関連付けられたブロッククォータにカウントされます。例えば、ユーザー A がユーザー B が所有
するファイルを遅延ロードすると、ストレージと inode の使用量はユーザー B のクォータにカウントされ
ます。同様に、ユーザーが hsm_release コマンドをファイルに対して実行すると、そのファイルを所有
するユーザーまたはグループのブロッククォータからデータが解放されます。

HSM リストアと遅延ロードは root アクセスで実行されるため、クォータの強制を回避します。データが
インポートされると、S3 で設定された所有権に基づいてユーザーまたはグループにカウントされます。こ
れにより、ユーザーまたはグループがブロック制限を超える可能性があります。この場合、ファイルシス
テムに再度書き込みできるようにファイルを解放する必要があります。

同様に、自動インポートが有効になっているファイルシステムでは、S3 に追加されたオブジェクトの新し
い inode が自動的に作成されます。新しい inode は、ルートアクセスで作成され、作成中にクォータ強制
を回避します。新しい inode は、S3 内のオブジェクトの所有者に基づいて、ユーザーとグループにカウン
トされます。ユーザーとグループが自動インポートアクティビティに基づいて inode クォータを超えた場
合、追加の容量を解放してクォータ制限を下回るためにファイルを削除する必要があります。

クォータとバックアップの復元
バックアップを復元すると、元のファイルシステムのクォータ設定が復元されたファイルシステムに実装
されます。例えば、ファイルシステム A にクォータが設定され、ファイルシステム B がファイルシステム 
A のバックアップから作成されている場合、ファイルシステム A のクォータはファイルシステム B に適用
されます。

ストレージとスループット容量の管理
追加のストレージとスループットが必要になるので、FSx for Lustre ファイルシステムで設定されているス
トレージ容量を増やすことができます。FSx for Lustre ファイルシステムのスループットは、ストレージ容
量に応じて直線的に拡張されるため、スループット容量も同程度増加します。ストレージ容量を増やすに
は、Amazon FSx コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Amazon FSx API を使
用できます。
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ファイルシステムのストレージ容量の更新をリクエストすると、Amazon FSx は自動的に新しいネット
ワークファイルサーバーを追加し、メタデータサーバーを拡張します。ストレージ容量のスケーリング
中に、ファイルシステムが数分間使用できなくなる場合があります。ファイルシステムが利用できないと
きにクライアントによって発行されたファイルオペレーションは、透過的に再試行され、ストレージのス
ケーリングの完了後に成功します。ファイルシステムが使用できない間、ファイルシステムのステータス
は UPDATING に設定されます。ストレージのスケーリングが完了すると、ファイルシステムのステータス
は AVAILABLE に設定されます。

Amazon FSx は、既存のファイルサーバーと新しく追加されたファイルサーバー間でデータを透過的にリ
バランスするストレージ最適化プロセスを実行します。リバランシングは、ファイルシステムの可用性
に影響を与えることなく、バックグラウンドで実行されます。リバランシング中に、データ移動のために
リソースが消費されるにつれて、ファイルシステムのパフォーマンスが低下することがあります。ほとん
どのファイルシステムでは、ストレージの最適化には数時間から数日かかります。最適化フェーズでは、
ファイルシステムにアクセスして使用できます。

Amazon FSx コンソール、CLI、および API を使用して、ストレージ最適化の進行状況をいつでも追跡で
きます。詳細については、「ストレージ容量の拡張をモニタリングする (p. 130)」を参照してください。

トピック
• ストレージ容量を増やすときに知っておくべき重要なポイント (p. 127)
• ストレージとスループットの容量を増やすタイミング (p. 127)
• ストレージのスケーリングおよびバックアップリクエストの同時処理方法 (p. 128)
• ストレージ容量を増やす方法 (p. 128)
• ストレージ容量の拡張をモニタリングする (p. 130)

ストレージ容量を増やすときに知っておくべき重要な
ポイント
ストレージ容量を増やすときに考慮すべき重要な事項をいくつか挙げます。

• 増加のみ - ファイルシステムのストレージ容量を 増やす ことしかできません。ストレージ容量を減らす
ことはできません。

• インクリメントの増加 - ストレージ容量を増やす場合は、[Increase storage capacity] (ストレージ容量増
加) ダイアログボックスに記載されている増分値を使用します。

• 増加の間の時間 - 最後の増加がリクエストされてから 6 時間後、またはストレージの最適化プロセスが
完了するまでのどちらか長い期間は、ファイルシステムのストレージ容量をさらに増やすことはできま
せん。

• スループット容量 - Amazon FSx コンソール、AWS CLI、および Amazon FSx API では、目的のスルー
プットレベルを指定することはできません。ただし、ストレージ容量を増やすと、スループット容量
が自動的に増加します。SSD キャッシュを使用する永続的な HDD ファイルシステムでは、HDD スト
レージ容量の 20% のサイズの SSD キャッシュを維持するために、リードキャッシュのストレージ容
量も同様に増加します。Amazon FSx は、ストレージおよびスループット容量ー単位の新しい値を計算
し、[Increase storage capacity] (ストレージ容量増加) ダイアログボックスに記入します。

• デプロイタイプ - スクラッチ 1 ファイルシステムを除くすべてのデプロイタイプのストレージ容量を増
やすことができます。スクラッチ 1 ファイルシステムがある場合、より大きなストレージ容量の新しい
ファイルシステムを作成できます。

ストレージとスループットの容量を増やすタイミング
空きストレージ容量が不足している場合は、ファイルシステムのストレージ容量を増やしま
す。FreeStorageCapacity CloudWatch メトリクスを使用して、ファイルシステムで使用可能な空きス
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トレージの量をモニタリングします。このメトリクスで Amazon CloudWatch アラームを作成し、特定の
しきい値を下回ったときに通知を受け取ることができます。詳細については、「Amazon CloudWatch に
よるモニタリング (p. 144)」を参照してください。

CloudWatch メトリクスを使用して、ファイルシステムの継続的なスループット使用量をモニタリングす
ることができます。ファイルシステムに、より高いスループット容量が必要であると判断した場合は、メ
トリクス情報を使用して、ストレージ容量を増やす量を決定できます。ファイルシステムの現在のスルー
プットを確認する方法については、「Amazon FSx for Lustre メトリクスを使用する方法 (p. 148)」を
参照してください。ストレージ容量がスループット容量にどのように影響するかについては、「Amazon 
FSx for Lustre のパフォーマンス (p. 79)」を参照してください。

また、ファイルシステムのストレージ容量と総スループットは、ファイルシステム詳細ページの
[Summary] (概要) パネルで表示できます。

ストレージのスケーリングおよびバックアップリクエ
ストの同時処理方法
ストレージスケーリングワークフローの開始直前、または進行中にバックアップをリクエストできま
す。Amazon FSx が 2 つのリクエストを処理する順序は次のとおりです。

• ストレージスケーリングワークフローが進行中の場合 (ストレージスケーリングのステータスは
IN_PROGRESS およびファイルシステムのステータスは UPDATING) およびバックアップをリクエストす
ると、バックアップリクエストがキューに入れられます。バックアップタスクは、ストレージのスケー
リングがストレージ最適化フェーズにあるときに開始されます (ストレージスケーリングのステータス
は UPDATED_OPTIMIZING およびファイルシステムのステータスは AVAILABLE)。

• バックアップが進行中で、(バックアップのステータスは CREATING) ストレージスケーリングをリク
エストすると、ストレージスケーリングリクエストがキューに入れられます。ストレージスケーリング
ワークフローは、Amazon FSx が Simple Storage Service (Amazon S3) にバックアップを転送するとき
に開始されます (バックアップステータスは TRANSFERRING)。

ストレージスケーリングリクエストが保留中であり、ファイルシステムのバックアップリクエストも保留
中の場合、バックアップタスクの優先順位が高くなります。ストレージスケーリングタスクは、バック
アップタスクが完了するまでスタートされません。

ストレージ容量を増やす方法
Amazon FSx コンソール、AWS CLI、または Amazon FSx API を使用して、ファイルシステムのストレー
ジ容量を増やすことができます。

ファイルシステムのストレージ容量を増やすには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) に移動して、ストレージ容量を増やす Lustre ファイルシステムを

選択します。
3. [Actions] (アクション) で、[Update storage capacity] (ストレージ容量更新) を選択します。または

[Summary] (概要) パネルで、ファイルシステムの [Storage capacity] (ストレージ容量) の横にある
[Update] (更新) を選択して [Increase storage capacity] (ストレージ容量の拡大) ダイアログボックスを
表示します。
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4. [Desired storage capacity] (希望するストレージ容量) で、ファイルシステムの現在のストレージ容量
よりも大きい新しいストレージ容量を GiB 単位で指定します。

• 永続的な SSD またはスクラッチ 2 ファイルシステムの場合、この値は 2400 GiB の倍数にする必要
があります。

• 永続的な HDD ファイルシステムの場合、この値は12MB / 秒 / TiB ファイルシステムの場合は 6000 
GiB の倍数、40 MB / 秒 / TiB ファイルシステムの場合は 1800 GiB の倍数にする必要があります。

Note

スクラッチ 1 ファイルシステムのストレージ容量を増やすことはできません。
5. [Update] (更新) をクリックして、ストレージ容量の更新を開始します。
6. アップデートの進行状況は、[Update] (更新) タブのファイルシステム詳細ページでモニタリングでき

ます。

ファイルシステムのストレージ容量を増やすには (CLI)

FSx for Lustre ファイルシステムのストレージ容量を増やすには、AWS CLI コマンド update-file-system
を使用します。以下のパラメータを設定します。

• 更新するファイルシステムの ID に --file-system-id を設定します。
• ストレージ容量の増加の量 (GiB 単位) の整数値に --storage-capacity を設定します。永続的な 

SSD またはスクラッチ 2 ファイルシステムの場合、この値は 2400 の倍数にする必要があります。永
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続的な HDD ファイルシステムの場合、この値は 12 MB / 秒 /TiB ファイルシステムの場合は 6000 の倍
数、40 MB / 秒 / TiB ファイルシステムの場合は 1800 の倍数にする必要があります。新しいターゲット
値は、ファイルシステムの現在のストレージ容量よりも大きい値である必要があります。

このコマンドは、永続的な SSD またはスクラッチ 2 ファイルシステムのストレージ容量目標値 9600 GiB 
を指定します。

$ aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --storage-capacity 9600

AWS CLI コマンド describe-file-systems を使用して、更新の進捗状況をモニタリングすることができま
す。出力で administrative-actions を探します。

詳細については、「AdministrativeAction」を参照してください。

ストレージ容量の拡張をモニタリングする
Amazon FSx コンソール、API、または AWS CLI を使用してストレージ容量拡張の進捗状況をモニタリン
グできます。

コンソールで拡大をモニタリングする
ファイルシステムの詳細ページの [Update] (更新) タブで、各更新タイプの最新の 10 件の更新ケースを表
示できます。

表示できる情報は次のとおりです。

[Update type] (更新タイプ)

サポートされているタイプは [Storage capacity] (ストレージ容量) と [Storage optimization] (ストレー
ジの最適化) です。

[Target value] (ターゲット値)

ファイルシステムのストレージ容量を更新する希望値です。
[Status] (ステータス)

ストレージ容量の現在のステータスが更新されます。指定できる値は次のとおりです。
• [Pending] (保留中) - Amazon FSx は更新リクエストを受信しましたが、処理をスタートしていませ

ん。
• [In progress] (進行中) - Amazon FSx が更新リクエストを処理しています。
• [Updated、Optimizing] (アップデート済み、最適化) - Amazon FSx により、ファイルシステムのス

トレージ容量が増加しました。ストレージ最適化プロセスでは、ファイルサーバ間でデータの再バ
ランシングが行われています。

• [Completed] (完了) - ストレージ容量の増加は正常に完了しました。
• 失敗 - ストレージ容量の拡張に失敗しました。疑問符 (?) を選択し、ストレージの更新が失敗した

理由の詳細を確認します。
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進行 %

ストレージ最適化プロセスの進行状況を、完了率として表示します。
リクエスト時間

Amazon FSx が更新アクションリクエストを受信した時刻。

モニタリングは、AWS CLI と API で増加します
ファイルシステムストレージ容量の拡張リクエストを表示およびモニタリングするに
は、describe-file-systems AWS CLI コマンドと DescribeFileSystems API アクションを使用しま
す。AdministrativeActions 配列には、管理アクションタイプごとに最新の更新アクションが 10 
個表示されます。ファイルシステムのストレージ容量を増やすと、FILE_SYSTEM_UPDATE および
STORAGE_OPTIMIZATION アクションの 2 つの AdministrativeActions が生成されます。

次の例は、describe-file-systems CLI コマンドのレスポンスの抜粋を示しています。ファイルシステムのス
トレージ容量は 4800 GB で、ストレージ容量を 9600 GB に増やすための保留中の管理アクションがあり
ます。

{ 
    "FileSystems": [ 
        { 
            "OwnerId": "111122223333", 
            . 
            . 
            . 
            "StorageCapacity": 4800, 
            "AdministrativeActions": [ 
                { 
                     "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
                     "RequestTime": 1581694764.757, 
                     "Status": "PENDING", 
                     "TargetFileSystemValues": { 
                         "StorageCapacity": 9600 
                     } 
                }, 
                { 
                    "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION", 
                    "RequestTime": 1581694764.757, 
                    "Status": "PENDING", 
                } 
            ]

Amazon FSx はまず、FILE_SYSTEM_UPDATE アクションを処理し、新しいファイルサーバー
をファイルシステムに追加します。新しいストレージがファイルシステムで使用可能になる
と、FILE_SYSTEM_UPDATE ステータスが UPDATED_OPTIMIZING に変わります。ストレージ容量は新し
い大きな値を示し、Amazon FSx は STORAGE_OPTIMIZATION 管理アクションの処理を開始します。これ
は、describe-file-systems CLI コマンドのレスポンスの次の抜粋を示しています。

ProgressPercent プロパティには、ストレージ最適化プロセスの進行状況が表示されます。ストレー
ジ最適化プロセスが正常に完了すると、FILE_SYSTEM_UPDATE アクションが COMPLETED に変更さ
れ、STORAGE_OPTIMIZATION アクションは表示されなくなります。

{ 
    "FileSystems": [ 
        { 
            "OwnerId": "111122223333", 
            . 
            . 
            . 
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            "StorageCapacity": 9600, 
            "AdministrativeActions": [ 
                { 
                    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
                    "RequestTime": 1581694764.757, 
                    "Status": "UPDATED_OPTIMIZING", 
                    "TargetFileSystemValues": { 
                        "StorageCapacity": 9600 
                } 
                }, 
                { 
                    "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION", 
                    "RequestTime": 1581694764.757, 
                    "Status": "IN_PROGRESS", 
                    "ProgressPercent": 50, 
                } 
            ]

ストレージ容量の拡張に失敗した場合、FILE_SYSTEM_UPDATE アクションが FAILED に変更されま
す。FailureDetails プロパティでは、次の例に示すように、障害に関する情報を提供します。

{ 
    "FileSystems": [  
        {  
            "OwnerId": "111122223333", 
            . 
            . 
            . 
            "StorageCapacity": 4800, 
            "AdministrativeActions": [  
                {  
                    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
                    "FailureDetails": {  
                        "Message": "string" 
                    }, 
                    "RequestTime": 1581694764.757, 
                    "Status": "FAILED", 
                    "TargetFileSystemValues":  
                        "StorageCapacity": 9600 
                } 
            ]

Lustre データ圧縮
Lustre データ圧縮機能を使用すると、高性能な Amazon FSx for Lustre ファイルシステムおよびバック
アップストレージのコスト削減を実現できます。データ圧縮が有効になっている場合、Amazon FSx for 
Lustre は、新しく書き込まれたファイルをディスクに書き込む前に自動的に圧縮し、読み取り時に自動的
に解凍します。

データ圧縮は LZ4 アルゴリズムを使用します。LZ4 アルゴリズムは、ファイルシステムのパフォーマンス
に悪影響を及ぼすことなく、高レベルの圧縮を実現するように最適化されています。LZ4 は、圧縮速度と
圧縮ファイルサイズのバランスをとり、Lustre コミュニティに信頼されているパフォーマンス指向のアル
ゴリズムです。通常、データ圧縮を有効にしても、レイテンシーに対して測定可能な影響は生じません。

データ圧縮は、Amazon FSx for Lustre ファイルサーバーとストレージ間で転送されるデータの量を減らし
ます。圧縮ファイル形式をまだ使用していない場合は、データ圧縮を使用するときにファイルシステム全
体のスループット容量が増加します。データ圧縮に関連するスループット容量の増加は、フロントエンド
ネットワークのインターフェイスカードを飽和させた後に制限されます。
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例えば、ファイルシステムが PERSISTENT-50 SSD デプロイタイプの場合、ネットワークスループットの
ベースラインはストレージの TiB あたり 250 MB / 秒です。ディスクスループットのベースラインは、TiB 
あたり 50 MB / 秒です。データ圧縮を使用すると、ディスクスループットが TiB あたり50 MB / 秒から、
ベースラインネットワークスループット制限である TiB あたり最大 250 MB / 秒に増加する可能性がありま
す。ネットワークおよびディスクのスループット制限の詳細については、「ファイルシステムのパフォー
マンスの集計 (p. 80)」の「ファイルシステムのパフォーマンス表」を参照してください。データ圧縮パ
フォーマンスの詳細については、AWS ストレージブログの「Spend less while increasing performance 
with Amazon FSx for Lustre data compression」(Amazon FSx for Lustreデータ圧縮を使用してパフォーマ
ンスを向上させながらコストを削減する) を参照してください。

トピック
• データ圧縮を管理する (p. 133)
• 以前に書き込まれたファイルの圧縮 (p. 135)
• ファイルサイズの表示 (p. 135)
• CloudWatch メトリクスの使用 (p. 135)

データ圧縮を管理する
新しい Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成するときに、データ圧縮を有効または無効にする
ことができます。コンソール、AWS CLI、または API から Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作
成すると、データ圧縮はデフォルトで無効になっています。

ファイルシステムを作成するときにデータ圧縮を有効にするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 開始方法 セクションの「ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」で説明

されている新しいファイルシステムを作成する手順に従います。
3. [File·system·details] (ファイルシステムの詳細) セクションの [Data compression type] (データ圧縮タ

イプ) で、LZ4 を選択します。
4. 新しいファイルシステムを作成する場合と同様に、ウィザードを完了します。
5. レビューと作成 を選択します。
6. Amazon FSx for Lustre ファイルシステム用に選択した設定を確認し、ファイルシステムの作成 を選

択します。

ファイルシステムが 使用可能 の場合は、データ圧縮が有効になっています。

ファイルシステム (CLI) の作成時にデータ圧縮を有効にするには

• データ圧縮を有効にして FSx for Lustre ファイルシステムを作成するには、次のような
DataCompressionType パラメータを指定して Amazon FSx CLI コマンド create-file-system
を使用します。対応する API オペレーションは CreateFileSystem です。

$ aws fsx create-file-system \ 
      --client-request-token CRT1234 \ 
      --file-system-type LUSTRE \ 
      --file-system-type-version 2.12 \ 
      --lustre-configuration 
 DeploymentType=PERSISTENT_1,PerUnitStorageThroughput=50,DataCompressionType=LZ4 \ 
      --storage-capacity 3600 \ 
      --subnet-ids subnet-123456 \ 
      --tags Key=Name,Value=Lustre-TEST-1 \ 
      --region us-east-2
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次の例に示すように、ファイルシステムを正常に作成すると、Amazon FSx はファイルシステムの説明を 
JSON として返します。

{ 

    "FileSystems": [ 
        { 
            "OwnerId": "111122223333", 
            "CreationTime": 1549310341.483, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "FileSystemType": "LUSTRE", 
            "FileSystemTypeVersion": "2.12", 
            "Lifecycle": "CREATING", 
            "StorageCapacity": 3600, 
            "VpcId": "vpc-123456", 
            "SubnetIds": [ 
                "subnet-123456" 
            ], 
            "NetworkInterfaceIds": [ 
                "eni-039fcf55123456789" 
            ], 
            "DNSName": "fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-2.amazonaws.com", 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:123456:file-system/fs-0123456789abcdef0", 
            "Tags": [ 
                { 
                    "Key": "Name", 
                    "Value": "Lustre-TEST-1" 
                } 
            ], 
            "LustreConfiguration": { 
                "DeploymentType": "PERSISTENT_1", 
                "DataCompressionType": "LZ4", 
                "PerUnitStorageThroughput": 50 
            } 
        } 
    ]
}

既存のファイルシステムのデータ圧縮設定を変更することもできます。既存のファイルシステムに対して
データ圧縮をオンにすると、新しく書き込まれたファイルのみが圧縮され、既存のファイルは圧縮されま
せん。詳細については、「以前に書き込まれたファイルの圧縮 (p. 135)」を参照してください。

既存のファイルシステムでのデータ圧縮を更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) に移動し、データ圧縮を管理する Lustre ファイルシステムを選択

します。
3. アクション で データ圧縮タイプの更新 を選択します。
4. データ圧縮タイプの更新 ダイアログボックスで、LZ4 を選択してデータ圧縮をオンにする

か、[NONE] (なし) を選択してオフにします。
5. [Update] (更新) を選択します。
6. [Updates] (更新) タブのファイルシステムの詳細ページで更新の進行状況をモニタリングできます。

既存のファイルシステム (CLI) のデータ圧縮を更新するには

Lustre ファイルシステム用の既存の FSx のデータ圧縮設定を更新するには、AWS CLI コマンド update-
file-system を使用します。以下のパラメータを設定します。

• --file-system-id を更新するファイルシステムの ID に設定します。
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• データ圧縮をオフにするには --lustre-configuration DataCompressionType を NONE に設定
し、LZ4 アルゴリズムでデータ圧縮をオンにするには LZ4 を設定します。

このコマンドは、LZ4 アルゴリズムでデータ圧縮がオンになっていることを指定します。

$ aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --lustre-configuration DataCompressionType=LZ4

バックアップからファイルシステムを作成するときのデータ圧縮
設定
使用可能なバックアップを使用して、新しい Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成できま
す。バックアップから新しいファイルシステムを作成する場合、DataCompressionType を指定す
る必要はありません。設定は、バックアップの DataCompressionType 設定を使用して適用されま
す。バックアップから作成するときに DataCompressionType を指定する場合、値はバックアップの
DataCompressionType 設定と一致する必要があります。

バックアップの設定を表示するには、Amazon FSx コンソールの [Backups] (バックアップ) タブを選択
します。バックアップの詳細は、バックアップの [Summary] (概要) ページに表示されます。describe-
backups AWS CLI コマンドを実行することもできます (同等の API アクションは DescribeBackups)。

以前に書き込まれたファイルの圧縮
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムでデータ圧縮が無効になったときに作成されたファイルは、圧縮
解除されます。データ圧縮を有効にしても、既存の非圧縮データは自動的に圧縮されません。

Lustre クライアントインストールの一部としてインストールされる lfs_migrate コマンドを使用して、
既存のファイルを圧縮することができます。この例については、GitHub で入手可能な「FSxl 圧縮」を参
照してください。

ファイルサイズの表示
次のコマンドを使用して、ファイルとディレクトリの非圧縮サイズと圧縮サイズを表示できます。

• du 圧縮サイズを表示します。
• du --apparent-size 非圧縮サイズを表示します。
• ls -l 非圧縮サイズを表示します。

次の例では、同じファイルでの各コマンドの出力を示します。

$ du -sh samplefile
272M samplefile
$ du -sh --apparent-size samplefile
1.0G samplefile
$ ls -lh samplefile
-rw-r--r-- 1 root root 1.0G May 10 21:16 samplefile

-h オプションは、人間が読める形式でサイズを出力するため、コマンドに役立ちます。

CloudWatch メトリクスの使用
Amazon CloudWatch Logs メトリクスを使用して、ファイルシステムの使用状況を表示で
きます。LogicalDiskUsage メトリクスは、論理的なディスクの総使用量 (圧縮なし) を示
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し、PhysicalDiskUsage メトリクスは、物理ディスクの総使用量 (圧縮あり) を示します。これら 2 つ
のメトリクスは、ファイルシステムでデータ圧縮が有効になっているか、以前に有効にしていた場合にの
み使用できます。

LogicalDiskUsage 統計の Sum を PhysicalDiskUsage 統計の Sum で割ることにより、ファイルシス
テムの圧縮率を決定できます。メトリクス演算を使用してこの比率を計算する方法については、「メトリ
クス数学: データ圧縮率 (p. 149)」を参照してください。

ファイルシステムのパフォーマンスのモニタリングの詳細については、「Amazon FSx for Lustre のモニタ
リング (p. 144)」を参照してください。

Lustre ルートスカッシュ
ルートスカッシュは、既存のネットワークベースのアクセス制御と POSIX ファイルに対するアクセス許可
の上に、ファイルアクセス制御の新たなレイヤーを追加する管理機能です。ルートスカッシュ機能を使用
すると、ルートとして FSx for Lustre ファイルシステムへのアクセスを試みるクライアントに対し、ルー
トレベルのアクセスを制限することができます。

FSx for Lustre のファイルシステムにおけるアクセス許可の管理など、管理アクションを実行するには、
ルートユーザーとしてのアクセス許可が必要です。ただし、ルートアクセスでは、ユーザーに無制限の
アクセス権を付与されます。また、ファイルシステムオブジェクトへのアクセス、変更、または削除に関
するパーミッションチェックを、バイパスすることも可能になります。ルートスカッシュ機能を使用する
と、ファイルシステムに対して非ルートのユーザー ID (UID) とグループ ID (GID) を指定することで、デー
タの不正なアクセスや削除を防ぐことができます。ファイルシステムにアクセスするルートユーザーは、
低い権限が指定されたユーザーやグループに自動的に変換され、ストレージ管理者が設定する制限付きの
権限を使用します。

ルートスカッシュ機能では、ルートスカッシュ設定の影響を受けないクライアントのリストを、オプショ
ンで設定することもできます。これらのクライアントは、権限に制限なく、ルートとしてファイルシステ
ムにアクセスできます。

Note

Lustre ルートスカッシュの有効化や管理は、Amazon FSx コンソールから行うことはできませ
ん。これには、AWS CLI または API を使用します｡ 詳細については、「ルートスカッシュの管
理 (p. 137)」を参照してください。

トピック
• ルートスカッシュの仕組み (p. 136)
• ルートスカッシュの管理 (p. 137)

ルートスカッシュの仕組み
ルートスカッシュ機能は、ルートユーザーのユーザー ID (UID) とグループ ID (GID) を、Lustra システム管
理者が指定した UID と GID に再マッピングすることで機能します。ルートスカッシュ機能では、UID/GID 
の再マッピングが適用されないクライアントのセットを、オプションで指定することも可能です。

新しく作成した FSx for Lustre ファイルシステムでは、デフォルトでルートスカッシュが無効化されてい
ます。ルートスカッシュを有効にするには、FSx for Lustre ファイルシステムに対し、UID および GID の
ルートスカッシュ設定を行います。UID と GID の値は、0～4294967294 整数です。

• UID と GID にゼロ以外の値を指定すると、ルートスカッシュが有効化されます。UID と GID を異なる
値にすることは可能ですが、ともにゼロ以外の値を設定する必要があります。

• UID と GID の値が 0 (ゼロ) の場合はルートを表します。この場合、ルートスカッシュは無効化されま
す。
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ファイルシステムの作成時に、AWS CLI または API の RootSquash パラメータを使用することで、ルー
トスカッシュ UID および GID 値を指定します (ファイルシステムの作成時にルートスカッシュを有効にす
るには (CLI) (p. 137) を参照)。

オプションで、ルートスカッシュが適用されないクライアントのために、NID のリストを指定することも
できます。クライアントの NID は、Lustre Network でクライアントを一意に識別するために使用される識
別子です。NID は、単一のアドレスとして指定する、またはアドレスの範囲として指定することができま
す。

• 単一のアドレスは、クライアントの IP アドレスに続いて Lustre のネットワーク ID を指定する、Lustre 
NID の標準的な形式で記述します (例えば 10.0.1.6@tcp)。

• アドレス範囲は、範囲の区切りにダッシュを使用して記述します (例えば 10.0.[2-10].
[1-255]@tcp)。

• クライアントの NID を指定しない場合、ルートスカッシュに対する例外は設定されません。

クライアントの NID のリストは、ファイルシステムを作成する際に、AWS CLI または API の
NoSquashNids パラメータの中で指定します。詳細については、「ファイルシステムの作成時にルートス
カッシュを有効にするには (CLI) (p. 137)」を参照してください。

Note

バックアップと復元では、ルートスカッシュはサポートされません。バックアップと復元を使用
する場合は、AWS CLI または API で、RootSquash パラメータに 0:0 を、NoSquashNids パラ
メータには [] を設定し、ルートスカッシュを無効にする必要があります。

ルートスカッシュの管理
AWS CLI または API を使用して新しい Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成する際に、ルート
スカッシュを有効化できます。

ファイルシステムの作成時にルートスカッシュを有効にするには (CLI)

• ルートスカッシュが有効化された FSx for Lustre ファイルシステムを作成するに
は、RootSquashConfiguration パラメータを指定しながら Amazon FSx CLI コマンド create-
file-system を使用します。対応する API オペレーションは CreateFileSystem です。

RootSquashConfiguration パラメータでは、以下のオプションを設定します。

• RootSquash – ルートユーザーが使用するためのユーザー ID とグループ ID を指定する、コロンで
区切られた値 (UID:GID) です。0～4294967294 の範囲内であれば、それぞれの ID のために任意の
整数 (0 はルート) を指定できます (例えば 65534:65534)。

• NoSquashNids – ルートスカッシュが適用されないクライアントの Lustre Network 識別子 (NID) を
指定します。クライアントの NID の形式については、「ルートスカッシュの仕組み (p. 136)」を
参照してください。

次の例では、ルートスカッシュが有効化された FSx for Lustre ファイルシステムを作成しています。

$ aws fsx create-file-system \ 
      --client-request-token CRT1234 \ 
      --file-system-type LUSTRE \ 
      --file-system-type-version 2.12 \ 
      --lustre-configuration 
 "DeploymentType=PERSISTENT_2,PerUnitStorageThroughput=250,DataCompressionType=LZ4,\ 
          RootSquashConfiguration={RootSquash="65534:65534",\ 
          NoSquashNids=["10.216.123.47@tcp", "10.216.12.176@tcp"]}" \ 
      --storage-capacity 2400 \ 
      --subnet-ids subnet-123456 \ 
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      --tags Key=Name,Value=Lustre-TEST-1 \ 
      --region us-east-2

次の例に示すように、ファイルシステムを正常に作成すると、Amazon FSx はファイルシステムの説明を 
JSON として返します。

{ 

    "FileSystems": [ 
        { 
            "OwnerId": "111122223333", 
            "CreationTime": 1549310341.483, 
            "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
            "FileSystemType": "LUSTRE", 
            "FileSystemTypeVersion": "2.12", 
            "Lifecycle": "CREATING", 
            "StorageCapacity": 2400, 
            "VpcId": "vpc-123456", 
            "SubnetIds": [ 
                "subnet-123456" 
            ], 
            "NetworkInterfaceIds": [ 
                "eni-039fcf55123456789" 
            ], 
            "DNSName": "fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-2.amazonaws.com", 
            "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:123456:file-system/fs-0123456789abcdef0", 
            "Tags": [ 
                { 
                    "Key": "Name", 
                    "Value": "Lustre-TEST-1" 
                } 
            ], 
            "LustreConfiguration": { 
                "DeploymentType": "PERSISTENT_2", 
                "DataCompressionType": "LZ4", 
                "PerUnitStorageThroughput": 250, 
                "RootSquashConfiguration": { 
                    "RootSquash": "65534:65534",  
                    "NoSquashNids": "10.216.123.47@tcp 10.216.29.176@tcp" 
            } 
        } 
    ]
}

また、AWS CLI あるいは API により、既存のファイルシステムのルートスカッシュ設定を更新することも
可能です。例えば、ルートスカッシュの UID と GID の値を変更したり、クライアントの NID を追加また
は削除したり、ルートスカッシュを無効化したりできます。

既存のファイルシステムでルートスカッシュの設定を更新するには (CLI)

既存の FSx for Lustre ファイルシステムで、ルートスカッシュの設定を更新するには、AWS CLI コマンド
update-file-system を使用します。API オペレーションでは、UpdateFileSystem がこれに相当します。

以下のパラメータを設定します。

• --file-system-id を更新するファイルシステムの ID に設定します。
• 以下のように --lustre-configuration RootSquashConfiguration オプションを設定します。

• RootSquash – ルートユーザーが使用するためのユーザー ID とグループ ID を、コロンで区切った値 
(UID:GID) で指定します。それぞれの ID には、0～4294967294 の範囲内であれば任意の整数 (0 は
ルート) を指定できます。ルートスカッシュを無効にするには、UID:GID の値に 0:0 を指定します。
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• NoSquashNids – ルートスカッシュが適用されないクライアントの Lustre Network 識別子 (NID) を指
定します。[] を使用すると、すべてのクライアント NID が削除されます。この場合、ルートスカッ
シュの例外は設定されません。

このコマンドでは、65534 をルートユーザーのユーザー ID とグループ ID の値として使用することで、
ルートスカッシュの有効化を指定しています。

$ aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --lustre-configuration RootSquashConfiguration={RootSquash="65534:65534", \ 
          NoSquashNids=["10.216.123.47@tcp", "10.216.12.176@tcp"]}

コマンドが正常に実行されると、Amazon FSx for Lustre は JSON 形式でレスポンスを返します。

ファイルシステムのルートスカッシュ設定は、CLI コマンド describe-file-systems の応答により表
示できます (API アクションでは DescribeFileSystems が相当)。

Amazon FSx リソースのタグ付け
ファイルシステムや Amazon FSx for Lustre 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。タグを使用すると、例えば用途別、所有者別、環境
別などのさまざまな方法で AWS リソースを分類できます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場
合に役立ちます。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。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。

トピック
• タグの基本 (p. 139)
• リソースのタグ付け (p. 140)
• タグの制限 (p. 140)
• 許可とタグ (p. 141)

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 つの値で設
定されており、どちらもお客様側が定義します。

タグを使用すると、例えば用途別、所有者別、環境別などのさまざまな方法で AWS リソースを分類でき
ます。例えば、アカウントの Amazon FSx for Lustre ファイルシステムに一連のタグを定義して、各イン
スタンスの所有者とスタックレベルを追跡しやすくすることができます。

各リソースタイプのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。一貫性のある一連の
タグキーを使用することで、リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソースを検索
およびフィルタリングできます。

タグは Amazon FSx に対してセマンティックな意味は持たず、文字列として厳密に解釈されます。また、
タグは自動的にリソースに割り当てられます。タグの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。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。リソースを削除すると、リソースのタグも削除されます。

Amazon FSx for Lustre API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合、TagResource API アク
ションを使用してタグを既存のリソースに適用できます。さらに、リソース作成アクションによっては、
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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は、リ
ソース作成プロセスがロールバックされます。これにより、リソースがタグ付きで作成されるか、まった
く作成されないようになるため、タグ付けされていないリソースが存在することがなくなります。作成時
にリソースにタグ付けすることで、リソース作成後にカスタムタグ付けスクリプティングを実行する必要
がなくなります。作成時にユーザーがリソースにタグ付けできるようにする方法については、「作成中に
リソースにタグを付ける許可を付与する (p. 185)」を参照してください。

リソースのタグ付け
アカウントに存在する Amazon FSx for Lustre リソースにタグ付けできます。Amazon FSx コンソールを
使用している場合は、関連するリソース画面のタグタブを使用して、リソースにタグを適用できます。リ
ソースを作成するときは、Name キーに値を適用できます。また、新しいファイルシステムを作成すると
きに、選択したタグを適用できます。コンソールではリソースを Name タグに応じて整理できますが、こ
のタグには Amazon FSx for Lustre サービスに対する意味論的意味はありません。

IAM ポリシーでタグベースのリソースレベルアクセス許可を、作成時のタグ付けをサポートする Amazon 
FSx for Lustre API アクションに適用し、作成時にリソースにタグ付けできるユーザーとグループを細かく
コントロールできます。リソースは、作成時から適切に保護されます。タグはリソースに即座に適用され
るため、リソースの使用をコントロールするタグベースのリソースレベルアクセスコントロールがただち
に有効になります。リソースは、より正確に追跡および報告されます。新しいリソースにタグ付けの使用
を適用し、リソースで設定されるタグキーと値をコントロールできます。

さらに、リソースレベルのアクセス許可を IAM ポリシーの TagResource および UntagResource
Amazon FSx for Lustre API アクションに適用し、既存のリソースで設定されるタグキーと値をコントロー
ルすることもできます。

請求用リソースへのタグ付けの詳細については、「AWS Billing ユーザーガイド」の「コスト割り当てタグ
の使用」を参照してください。

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
• Amazon FSx for Lustre のタグに使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、数字、およびスペースに

加えて、 + - = . _ : / @ です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws: プレフィックスは AWS 用に限定されています。タグにこのプレフィックスが付いたタグキーが

ある場合、タグのキーまたは値を編集、削除することはできません。aws: プレフィックスを持つタグ
は、リソースあたりのタグ数の制限にはカウントされません。

タグのみに基づいてリソースを削除することはできません。削除するには、リソース識別子を指定する
必要があります。例えば、DeleteMe というタグキーでタグ付けされたファイルシステムを削除するに
は、fs-1234567890abcdef0 などのファイルシステムリソース識別子で DeleteFileSystem アクション
を使用する必要があります。

公開リソースまたは共有リソースにタグを付ける場合、割り当てるタグは AWS アカウント でのみ使用で
きます。他の AWS アカウント はタグにアクセスできません。共有リソースへのタグベースのアクセスコ
ントロールの場合、各 AWS アカウント は、リソースへのアクセスをコントロールするために独自のタグ
のセットを割り当てる必要があります。
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許可とタグ
作成時に Amazon FSx リソースにタグ付けするために必要なアクセス許可の詳細については、「作成中
にリソースにタグを付ける許可を付与する (p. 185)」を参照してください。また、タグを使用して IAM 
ポリシーで Amazon FSx リソースへのアクセスを制限する方法の詳細については、「タグを使用した 
Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 187)」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre メンテナンスウィンドウ
Amazon FSx for Lustre は、管理する Lustre ソフトウェアに対して定期的なソフトウェアパッチを適用し
ます。メンテナンスウィンドウは、このソフトウェアパッチが適用される曜日と時刻をコントロールしま
す。

パッチ適用には、30 分のメンテナンスウィンドウのほんの一部しか必要ありません。この数分間、ファイ
ルシステムは一時的に使用できなくなります。メンテナンスウィンドウは、ファイルシステムの作成時に
選択します。時間設定がない場合は、30 分のデフォルトウィンドウが割り当てられます。

FSx for Lustre では、ワークロードと運用要件に合わせて、必要に応じてメンテナンスウィンドウを調整で
きます。メンテナンスウィンドウは、少なくとも 14 日ごとに 1 回スケジュールされていれば、必要に応
じて何度でも移動できます。14 日以内にメンテナンス期間が設定されていない状態でパッチがリリースさ
れた場合、FSx for Lustre は、セキュリティと信頼性を確保するためにファイルシステムのメンテナンスを
続行します。

Amazon FSx 管理コンソール、AWS CLI、AWS API、またはいずれかの AWS SDK を使用して、ファイル
システムのメンテナンスウィンドウを変更できます。

コンソールを使用してメンテナンスウィンドウを変更するには

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[File systems] (ファイルシステム) を選択します。
3. メンテナンスウィンドウを変更するファイルシステムを選択します。ファイルシステムの詳細ページ

が表示されます。
4. [Maintenance] (メンテナンス) タブを選択します。メンテナンスウィンドウの [Settings] (設定) パネル

が表示されます。
5. [Edit] (編集) をクリックし、メンテナンスウィンドウを開始する新しい日時を入力します。
6. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。新しいメンテナンス開始時刻が [Settings] (設定) パネル

に表示されます。

ファイルシステムのメンテナンスウィンドウは、update-file-system CLI コマンドを使用して変更できま
す。次のコマンドを実行し、ファイルシステム ID をユーザーのファイルシステムの ID に、日時をメンテ
ナンス期間を開始する日時に置き換えます。

aws fsx update-file-system --file-system-id fs-01234567890123456 --lustre-configuration 
 WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30
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AWS DataSync を使用した Amazon 
FSx for Lustre への移行

FSx for Lustre ファイルシステム間のデータ移行には、AWS DataSync を使用できます。DataSync は、
インターネットまたは AWS Direct Connect 経由でセルフマネージド型のストレージシステムと AWS ス
トレージサービス間のデータの移動とレプリケーションを簡素化、自動化、および高速化するデータ転送
サービスです。DataSync は、所有権、タイムスタンプ、アクセス許可などのファイルシステムデータお
よびメタデータを転送できます。

AWS DataSync を使用して既存のファイルを FSx 
for Lustre に移行する方法

DataSync を使用して、2 つの FSx for Lustre ファイルシステム間でファイルを転送したり、異なる AWS 
リージョン または AWS アカウント内のファイルシステムにデータを移動したりすることもできます。ま
た、他のタスクのために DataSync を FSx for Lustre ファイルサーバーとともに使用できます。例えば、
一度限りのデータ移行、配信ワークロード用の定期的なデータ取り込み、およびデータ保護と回復のため
のレプリケーションを計画できます。

DataSync では、場所は、FSx for Lustre ファイルシステムのエンドポイントです。特定の転送シナリオに
関する詳細は、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Working with locations」 (場所の使用) を参照して
ください。

前提条件
FSx for Lustre のセットアップにデータを移行するには、DataSync 要件を満たすサーバーとネットワーク
が必要です。詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「DataSync の要件」を参照してく
ださい。

• 送信先の FSx for Lustre ファイルシステムを作成しました。詳細については、「ステップ 1: Amazon 
FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」を参照してください。

• 送信元のファイルシステムと送信先のファイルシステムは、同じ仮想プライベートクラウド (VPC) 内
に接続されています。送信元のファイルシステムは、オンプレミスまたは別の Amazon VPC 内 (AWS 
アカウント か AWS リージョン) に配置することができますが、Amazon VPC ピアリング、Transit 
Gateway、AWS Direct Connect、または AWS VPN を使用して、送信先ファイルシステムのネットワー
クとピア接続されている必要があります。詳細については、Amazon VPC Peering Guideの「VPC ピア
機能とは」を参照してください。

DataSync を使用してファイルを移行するためのベー
シックなステップ
DataSync を使用して、送信元から送信先へファイルを転送するには、次のベーシックステップを行いま
す。

• ご使用の環境にエージェントをダウンロードしてデプロイし、アクティブ化します (AWS のサービス 間
で転送する場合は不要)。
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• 送信元と送信先の場所を作成します。
• タスクを作成します。
• タスクを実行して、ソースから宛先にファイルを転送します。

詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の以下のトピックを参照してください。

• 「Data transfer between self-managed storage and AWS」(自己管理ストレージと AWS 間のデータ転
送)

• 「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Creating a location for Amazon FSx for Lustre」 (Amazon FSx 
for Lustre 用の場所の作成)

• 「Deploy your agent as an Amazon EC2 instance」 (Amazon EC2 インスタンスとしてエージェントを
デプロイする)
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Amazon FSx for Lustre のモニタリン
グ

以下の自動化されたモニタリングツールを使用して、Amazon FSx for Lustre をモニタリングし、問題が発
生したときにレポートできます。

• Amazon CloudWatch を用いたモニタリング - CloudWatch が Amazon FSx for Lustre から raw データを
収集し、ほぼリアルタイムの読み取り可能なメトリクスに加工することができます。アラームの状態が
変わったときに Amazon SNS メッセージを送信する Amazon CloudWatch のアラームを作成することが
できます。

• Lustre ロギングを使用したモニタリング - ファイルシステムに対して有効になっているログイベントを
モニタリングできます。Lustre のログは、イベントを Amazon CloudWatch Logs に書き込みます。

• AWS CloudTrail のログのモニタリング - アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail のログファ
イルを CloudWatch ログに送信してリアルタイムでモニタリングします。また、ログを処理するアプリ
ケーションを Java で作成し、CloudTrail からの提供後にログファイルが変更されていないことを確認し
ます。

トピック
• Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 144)
• Amazon CloudWatch Logs でのロギング (p. 151)
• AWS CloudTrail での FSx for Lustre API コールのログロギング (p. 154)

Amazon CloudWatch によるモニタリング
Amazon CloudWatch を使用してファイルシステムをモニターできます。Amazon CloudWatch 
は、Amazon FSx for Lustre から raw データを収集して処理し、読み取り可能なほぼリアルタイムのメト
リクスにします。統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションや
サービスの動作をより的確に把握できます。デフォルトでは、Amazon FSx for Lustre メトリクスデータは 
1 分間隔で自動的に CloudWatch に送信されます。CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイド の Amazon CloudWatch とは を参照してください。

CloudWatch メトリクスは raw バイト としてレポートされます。バイト数は、単位の 10 進数 または 2 進
数の倍数のどちらにも丸められません。

ファイルシステムのメトリクス
FSx for Lustre は、CloudWatch 内の FSx 名前空間に以下のメトリクスを公開します。各メトリクスにつ
いて、FSx for Lustre は 1 分あたりのディスクごとにデータポイントを発行します。集約ファイルシステ
ムの詳細を表示するには、Sum 統計を利用できます。FSx for Lustre ファイルシステムの背後にあるファ
イルサーバーは複数のディスクに分散されていることに注意してください。

メトリクス 説明

DataReadBytes ファイルシステムの読み取りオペレーションのバイト数。

Sum 統計は、期間中に読み取りオペレーションと関連付けられる総バイ
ト数です。Minimum 統計は、1 つのディスクで読み取りオペレーション
と関連付けられる総バイト数です。Maximum 統計は、ディスクで読み込
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メトリクス 説明
みオペレーションと関連付けられる総バイト数です。Average 統計は、1 
ディスクあたりで読み取りオペレーションと関連付けられる総バイト数で
す。SampleCount 統計はディスクの数です。

その期間の平均スループット (バイト / 秒) を算出するには、Sum 統計をその
期間の秒数で割ります。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum、および Average のバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount

DataWriteBytes ファイルシステムの書き込みオペレーションのバイト数。

Sum 統計は書き込みオペレーションと関連付けられる総バイト数で
す。Minimum 統計は、1 つのディスクで書き込みオペレーションと関連付け
られる総バイト数です。Maximum 統計は、ディスクで書き込みオペレーショ
ンと関連付けられる総バイト数です。Average 統計は、1 ディスクあたりで
書き込みオペレーションと関連付けられる総バイト数です。SampleCount
統計はディスクの数です。

その期間の平均スループット (バイト / 秒) を算出するには、Sum 統計をその
期間の秒数で割ります。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum、および Average のバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount

DataReadOperations ディスク読み取りオペレーションの回数。

Sum 統計は読み取りオペレーションの総回数です。Minimum 統計は、1 つの
ディスクでの読み取りオペレーションの最小回数です。Maximum 統計は、
ディスクでの読み取りオペレーションの最大回数です。Average 統計は、1 
ディスクあたりの読み取りオペレーションの平均回数です。SampleCount
統計はディスクの数です。

ある期間の 1 秒あたりの読み取りオペレーションの平均回数を算出するに
は、Sum 統計をその期間の秒数で割ります。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum、および Average のバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount
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メトリクス 説明

DataWriteOperations 書き込みオペレーションの回数。

Sum 統計は書き込みオペレーションの総回数です。Minimum 統計は、1 つの
ディスクでの書き込みオペレーションの最小回数です。Maximum 統計は、
ディスクでの書き込みオペレーションの最大回数です。Average 統計は、1 
ディスクあたりの書き込みオペレーションの平均回数です。SampleCount
統計はディスクの数です。

ある期間の 1 秒あたりの書き取りオペレーションの平均回数を算出するに
は、Sum 統計をその期間の秒数で割ります。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum、および Average のバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount

MetadataOperations メタデータオペレーションの回数。

Sum 統計はメタデータオペレーションの回数です。Minimum 統計は、1 
ディスクあたりのメタデータオペレーションの最小回数です。Maximum
統計は、1 ディスクあたりのメタデータオペレーションの最大回数で
す。Average 統計は、1 ディスクあたりのメタデータオペレーションの平均
回数です。SampleCount 統計はディスクの数です。

その期間の 1 秒あたりの平均メタデータオペレーション回数を算出するに
は、Sum 統計をその期間の秒数で割ります。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum、Average、および SampleCount のカウン
ト。

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount

FreeDataStorageCapacity使用できるストレージ容量。

Sum 統計は、ファイルシステムで使用可能な総バイト数です。Minimum 統
計は、最大ディスクで使用可能な総バイト数です。Maximum 統計は、使用可
能なストレージが最も多いディスクで使用可能な総バイト数です。Average
統計は、1 ディスクあたりの使用可能な平均バイト数です。SampleCount
統計はディスクの数です。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum ではバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount
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メトリクス 説明

LogicalDiskUsage 格納された (非圧縮) 論理的なデータの量。

Sum 統計は、ファイルシステムに格納された論理的な総バイト数で
す。Minimum 統計は、ファイルシステムのディスクに格納された、論理的な
最小バイト数です。Maximum 統計は、ファイルシステムのディスクに格納さ
れた、論理的な最大バイト数です。Average 統計は、1 ディスクあたりの、
格納された論理的な平均バイト数です。SampleCount 統計はディスクの数
です。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum ではバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount

PhysicalDiskUsage ファイルシステムデータ (圧縮) によって物理的に占有されたストレージの
量。

Sum 統計は、ファイルシステムのディスクに占有された総バイト数
です。Minimum 統計は、空のディスクに占有された総バイト数で
す。Maximum 統計は、満杯のディスクに占有された総バイト数で
す。Average 統計は、1 ディスクあたりの、占有された平均バイト数で
す。SampleCount 統計はディスクの数です。

単位:

• Sum、Minimum、Maximum ではバイト。
• SampleCount のカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average、SampleCount

自動インポートと自動エクスポートのメトリクス
FSx for Lustre は、CloudWatch 内の FSx 名前空間に以下の AutoImport (自動インポート) と
AutoExport (自動エクスポート) メトリクスを公開します。これらのメトリクスでは、より詳細な
データ測定を行うためにディメンションが使用されます。AutoImport と AutoExport の両方には
FileSystemId と Publisher のディメンションがあります。

メトリクス 説明

AgeOfOldestQueuedMessage

ディメンション:
AutoExport

エクスポートを待機している最も古いメッセージの経過時間 (秒)。

Average 統計は、エクスポートを待機している最も古いメッセージの平均
経過時間です。Maximum 統計は、エクスポートキュー内にある 1 つのメッ
セージの最大秒数です。Minimum 統計は、エクスポートキュー内にある 1 
つのメッセージの最小秒数です。値が 0 の場合は、エクスポートを待機して
いるメッセージがないことを示します。

単位: 秒

有効な統計: Average、Minimum、Maximum
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メトリクス 説明

RepositoryRenameOperations

ディメンション:
AutoExport

より大きいディレクトリの名前変更によってファイルシステムによって処理
された処理された名前変更の数。

Sum 統計は、ディレクトリの名前変更から生じる名前変更オペレーションの
総数です。Average 統計は、ファイルシステムの名前変更オペレーションの
平均回数です。Maximum 統計は、ファイルシステムでのディレクトリ名変更
と関連付けられている名前変更オペレーションの最大数です。Minimum 統計
は、ファイルシステムでのディレクトリ名変更と関連付けられている名前変
更の最小数です。

単位はカウント

有効な統計: Sum、Minimum、Maximum、Average

AgeOfOldestQueuedMessage

ディメンション:
AutoImport

インポートを待機している最も古いメッセージの経過時間 (秒)。

Average 統計は、インポートを待機している最も古いメッセージの平均経過
時間です。Maximum 統計は、インポートキュー内にある 1 つのメッセージ
の最大秒数です。Minimum 統計は、インポートキュー内にある 1 つのメッ
セージの最小秒数です。値が 0 の場合は、インポートを待機しているメッ
セージがないことを示します。

単位: 秒

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

Amazon FSx for Lustre のディメンション
Amazon FSx for Lustre メトリクスは、FSx 名前空間を使用してディメンションのメトリクス
FileSystemId を提供します。ファイルシステムの ID は、describe-file-systems AWS CLI コマン
ドを使用しており、その形式は fs-01234567890123456 です。

CloudWatch と AWS CLI では、AutoImport と AutoImport のメトリクスを発行したサービスを示す追
加のディメンション (Publisher) を使用できます。

Amazon FSx for Lustre メトリクスを使用する方法
Amazon FSx for Lustre によってレポートされるメトリクスが提供する情報は、さまざまな方法で分析でき
ます。以下に挙げたリストは、メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介する
のは使用開始するための提案事項であり、総括的な一覧ではありません。

確認する項目 関連メトリクス (ディメンション | メトリクス)

ファイルシステムのス
ループット

SUM (DataReadBytes + DataWriteBytes) / 間 (秒単位)

ファイルシステムの 
IOPS

合計 IOPS = SUM (DataReadOperations + DataWriteOperations + 
MetadataOperations) / 期間 (秒単位)

ファイルシステムのデー
タ圧縮率

SUM (LogicalDiskUsage) / SUM (PhysicalDiskUsage)
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確認する項目 関連メトリクス (ディメンション | メトリクス)

ファイルシステムの更新
が S3 バケットと同期さ
れているかどうか

AutoExport | AgeOfOldestQueuedMessage

S3 バケットへの更新が
ファイルシステムと同期
さているかどうか

AutoImport | AgeOfOldestQueuedMessage

メトリクス数学: データ圧縮率
メトリクス数学の使用により、複数の CloudWatch メトリクスをクエリし、数表現を使用して、メトリク
スに基づく新しい時系列を作成できます。作成された時系列を CloudWatch コンソール内で視覚化でき、
ダッシュボードに追加できます。Metric Math の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイ
ド」の「Metric Math を使用する」を参照してください。

このメトリクスの表現は、Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのデータ圧縮率を計算します。この比
率を計算するには、まず、LogicalDiskUsage のメトリクスに提供される論理的なディスクの総使用量 
(圧縮なし) の総統計を取得します。次に、PhysicalDiskUsage のメトリクスに提供される物理ディスク
の総使用量 (圧縮を含む) の総統計で除算します。

従って、論理が次の場合: LogicalDiskUsage の合計 ÷ PhysicalDiskUsage の合計

この場合、CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。

ID 使用可能なメトリクス 統計 間隔

m1 LogicalDiskUsage 合計 1 分

m2 PhysicalDiskUsage 合計 1 分

メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。

ID 表現

e1 m1/m2

e1 はデータ圧縮率です。

CloudWatch メトリクスへのアクセス
CloudWatch の Amazon FSx for Lustre メトリクスは、さまざまな方法で確認できます。メトリクス
を表示するには、CloudWatch コンソールを使用します。アクセスするには、CloudWatch CLI または 
CloudWatch API を使用します。次の手順は、さまざまなツールを使用してメトリクスにアクセスする方法
を示しています。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [FSx] 名前空間を選択します。
4. (オプション) メトリクスを表示するには、検索フィールドにその名前を入力します。
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5. (オプション) ディメンション別にフィルタリングするには、[FileSystemId] を選択します。

AWS CLI からメトリクスにアクセスするには

• --namespace "AWS/FSx" 名前空間で list-metrics コマンドを使用します。詳細については、
「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照してください。

CloudWatch API からメトリクスにアクセスするには

• GetMetricStatistics を呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレン
ス」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre をモニタリングするための 
CloudWatch アラームの作成
アラームの状態が変わったら、Amazon SNS メッセージを送信する Amazon CloudWatch のアラームを作
成することができます。アラームは、指定期間にわたって単一のメトリクスを監視し、指定したしきい値
に対応したメトリクスの値に基づいて、期間数にわたって 1 つ以上のアクションを実行します。アクショ
ンは、Amazon SNS のトピックまたはオートスケーリングのポリシーに送信される通知です。

アラームは、持続した状態の変化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch のアラームは、
メトリクスが特定の状態になっただけではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状
態が変化して、指定した期間継続している必要があります。

次の手順は、Amazon FSx for Lustre のアラームを作成する方法について説明しています。

CloudWatch コンソールを使用してアラームを設定するには

1. AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/ を開きます。

2. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。これにより、アラームの作成ウィザードが起動しま
す。

3. [FSx Metrics] (FSx メトリクス) を選択し、Amazon FSx for Lustre メトリクスをスクロールして、ア
ラームを設定するメトリクスを設置します。このダイアログボックスに Amazon FSx for Lustre メト
リクスのみを表示するには、ファイルシステムのファイルシステム ID で検索します。アラームを作成
するメトリクスを選択して、[Next] (次へ) を選択します。

4. [Conditions] (条件) セクションで、アラームに使用する条件を選択し、[Next] (次へ) を選択します。

Note

メトリクスは、ファイルシステムのメンテナンス中に公開されない場合があります。不必
要で誤解を招くようなアラーム条件の変更を防ぎ、欠落しているデータポイントに対する
回復力を持つようにアラームを設定するには、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「CloudWatch アラームの欠落データの処理の設定」を参照してください。

5. アラーム状態に達したときに CloudWatch から E メールを受け取るには、[Whenever this alarm] (ア
ラームが次の時:) で、[State is ALARM] (状態: 警告) を選択します。[Send notification to] (通知の宛先:) 
で、既存の SNS トピックを選択します。[Create topic] (トピックの作成) を選択すると、新しいメー
ルサブスクリプションリスト用の名前とメールアドレスを設定できます。このリストは保存され、今
後のアラーム用のボックスに表示されます。

Note

[Create topic] (トピックの作成) を使用して新しい Amazon SNS トピックを作成する場合、
通知を送る前にメールアドレスを検証します。メールは、アラームがアラーム状態になった
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ときにのみ送信されます。アラーム状態になったときに、E メールアドレスの検証がまだ完
了していない場合は、そのアドレスで通知を受け取ることはできません。

6. [Alarm Preview] (アラームプレビュー) エリアで、作成するアラームをプレビューします。期待どおり
に表示されたら、[Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

AWS CLI を使用してアラームを設定するには

• put-metric-alarm を呼び出します。詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照
してください。

CloudWatch API を使用してアラームを設定するには

• PutMetricAlarm を呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレンス」を
参照してください。

Amazon CloudWatch Logs でのロギング
FSx for Lustre では、ファイルシステムに関連付けられたデータリポジトリのエラーイベントと警告イベン
トの Amazon CloudWatch Logs へのロギングをサポートします。

Note

Amazon CloudWatch Logs を使用したロギングは、2021 年 11 月 30 日の午後 3 時 PST 以降に作
成された Amazon FSx for Lustre ファイルシステムでのみ使用できます。

トピック
• ロギングの概要 (p. 151)
• ログの宛先 (p. 151)
• ロギングを管理する (p. 152)
• ログの表示 (p. 153)

ロギングの概要
FSx for Lustre ファイルシステムにデータリポジトリがリンクされている場合は、Amazon CloudWatch 
Logs へのデータリポジトリイベントのロギングが有効にできます。エラーイベントと警告イベントは、次
のデータリポジトリオペレーションからログに記録できます。

• 自動エクスポート
• データリポジトリタスク

オペレーションおよびデータリポジトリへのリンクの詳細については、「Amazon FSx for Lustre でデータ
リポジトリの使用 (p. 24)」を参照してください。

Amazon FSx がログに記録するログレベルを設定できます。つまり、Amazon FSx がエラーイベントの
み、警告イベントのみ、またはエラーイベントと警告イベントの両方を記録するかどうかを設定できま
す。イベントログをいつでもオフにすることもできます。

ログの宛先
ログが有効な場合、FSx for Lustre を Amazon CloudWatch Logs の宛先で設定する必要があります。イ
ベントログの宛先は Amazon CloudWatch Logs ロググループであり、Amazon FSx はこのロググループ
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内にファイルシステムのログストリーミングを作成します。CloudWatch Logs を使用すると、Amazon 
CloudWatch コンソールで監査イベントログを保存、表示、検索したり、CloudWatch Logs インサイトを
使用してログに対してクエリを実行したり、CloudWatch アラームまたは Lambda 関数をトリガーしたり
できます。

FSx for Lustre ファイルシステムを作成するとき、または後で更新するときに、ログの宛先を選択します。
詳細については、「ロギングを管理する (p. 152)」を参照してください。

デフォルトでは、Amazon FSx はアカウントにデフォルトの CloudWatch Logs ロググループを作成し、イ
ベントログの宛先として使用します。イベントログの宛先としてカスタム CloudWatch Logs ロググループ
を使用する場合は、イベントログの宛先の名前と場所の要件を以下に示します。

• CloudWatch Logs ロググループの名前は、/aws/fsx/ プレフィックスで始まる必要があります。
• コンソールでファイルシステムを作成または更新するときに既存の CloudWatch Logs ロググループがな

い場合、Amazon FSx for Lustre は CloudWatch Logs /aws/fsx/lustre ロググループでデフォルトの
ログストリーミングを作成して使用できます。ログストリーミングは、datarepo_file_system_id
の形式で作成されます (例えば、datarepo_fs-0123456789abcdef0)。

• デフォルトのロググループを使用しない場合は、コンソールでファイルシステムを作成または更新する
際に、設定 UI を使用して CloudWatch Logs ロググループを作成できます。

• 宛先 CloudWatch Logs ロググループは、Amazon FSx for Lustre ファイルシステムと同じ AWSパーティ
ション、AWS リージョン、および AWS アカウント に存在している必要があります。

イベントログの宛先はいつでも変更できます。そうすると、新しいイベントログは新しい宛先にのみ送信
されます。

ロギングを管理する
新しい FSx for Lustre ファイルシステムを作成する際や、後で更新する際にログを有効にできま
す。Amazon FSx コンソールからファイルシステムを作成すると、デフォルトでロギングはオンになりま
す。ただし、AWS CLI または Amazon FSx API を使用してファイルシステムを作成する場合、ロギングは
デフォルトでオフになっています。

ロギングが有効になっている既存のファイルシステムでは、イベントを記録するログレベルやログの宛
先など、ログイベントの設定を変更できます。タスクは Amazon FSx コンソール、AWS CLI、または 
Amazon FSx API を使用して実行できます。。

ファイルシステム作成時にロギングを有効にするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. 「開始方法」セクションの 「ステップ 1: Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」で

説明されている新しいファイルシステムを作成する手順に従います。
3. [Logging - optional] (ログ-オプション) セクションを開きます。ロギングはデフォルトで有効になって

います。
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4. ファイルシステム作成ウィザードの次のセクションに進みます。

ファイルシステムが [Available] (使用可能) の場合、ログが有効になります。

ファイルシステム (CLI) の作成時にログを有効にするには

1. 新しいファイルシステムを作成する場合は、LogConfiguration プロパティとの CreateFileSystem
オペレーションを実行して、新しいファイルシステムのロギングを有効にします。

create-file-system --file-system-type LUSTRE \ 
    --storage-capacity 1200 --subnet-id subnet-08b31917a72b548a9  \  
    --lustre-configuration "LogConfiguration={Level=WARN_ERROR, \ 
        Destination="arn:aws:logs:us-east-1:234567890123:log-group:/aws/fsx/
testEventLogging"}"

2. ファイルシステムが [Available] (使用可能) になると、ログ機能が有効になります。

ログ設定を変更するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/fsx/ で Amazon FSx コンソールを開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) に移動し、ログを管理する Lustre ファイルシステムを選択しま

す。
3. モニタリングタブを選択します。
4. ログのパネルで、[Update] (更新) を選択します。
5. ログ設定の更新ダイアログで、目的の設定を変更します。

a. [Log errors] (エラーのログ) を選択してエラーイベントのみをログに記録するか、[Log warnings]
(警告のログ) を選択して警告イベントのみをログに記録するか、またはその両方を選択します。
選択を行わないと、ログは無効になります。

b. 既存の CloudWatch Logs のログ宛先を選択するか、新しいログ宛先を作成します。
6. [Save] (保存) を選択します。

ログ設定を変更するには (CLI)

• update-file-system CLI コマンドまたは同等の UpdateFileSystem API オペレーションを使用
します。

update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --lustre-configuration "LogConfiguration={Level=WARN_ERROR, \ 
        Destination="arn:aws:logs:us-east-1:234567890123:log-group:/aws/fsx/
testEventLogging"}"

ログの表示
Amazon FSx がログの出力を開始した後、ログを表示できます。以下のようにログを表示できます。

• ログを表示するには、Amazon CloudWatch コンソールに移動し、イベントログの宛先となるロググ
ループとログストリーミングを選択します。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガ
イド」の「Cloud Watch Logs に送信されたログデータの表示」を参照してください。

• CloudWatch Logs Insights を使用してログデータをインタラクティブに検索および分析できます。詳細
については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「 CloudWatch Logs Insights によるログ
データの分析」を参照してください。
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• ログを Simple Storage Service (Amazon S3) にエクスポートすることもできます。詳細については、
「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「 Simple Storage Service (Amazon S3) へのログデー
タのエクスポート」を参照してください。

障害の原因の詳細については、「データリポジトリのイベントログ (p. 60)」を参照してください。

AWS CloudTrail での FSx for Lustre API コールのロ
グロギング

Amazon FSx for Lustre は、AWS CloudTrail と統合されています。これは、Amazon FSx for Lustre の
ユーザー、ロール、または AWS のサービスで実行されたアクションをレコードするためのサービスで
す。CloudTrail は、Amazon FSx for Lustre へのすべての API コール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、Amazon FSx for Lustre コンソールからの呼び出しと、Amazon FSx for 
Lustre API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。

追跡を作成する場合は、Amazon FSx for Lustre のイベントなど、Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合で
も、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail 
で収集された情報に基づいて、Amazon FSx for Lustre に対して行われたリクエストを判断できます。リク
エストの実行元 IP アドレス、実行者、実行日時、および追加の詳細を判断することもできます。

CloudTrail に関する詳細は、AWS CloudTrail ユーザーガイド を参照してください。

CloudTrail での Amazon FSx for Lustre の情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Amazon FSx for Lustre で 
API アクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他
のサービスのイベントと共に CloudTrail イベントにレコードされます。最近のイベントは、AWS アカウ
ントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「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。

Amazon FSx for Lustre のイベントなど、AWS 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。[Trail] (追跡) により、CloudTrail はログファイルを Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS 
リージョンに適用されます。追跡では、AWS パーティション内のすべての AWS リージョンからのイベ
ントをログに記録し、指定した Simple Storage Service (Amazon S3)バケットにログファイルを配信しま
す。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対応するため
にその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド:」の以下
のトピックを参照してください。

• 追跡作成の概要
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る および 複数のアカウントから CloudTrail ロ

グファイルを受け取る

すべての Amazon FSx for Lustre の API コール は、CloudTrail によってログに記録されます。例え
ば、CreateFileSystem と TagResource オペレーションへのコールは、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、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデン
ティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。
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• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (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またはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してくだ
さい。

Amazon FSx for Lustre ログファイルエントリの理解
[Trail] (追跡) は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとし
て配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがありま
す。イベント は、任意の出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
の日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail・ログファイルは、パブリック 
API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、ファイルシステムのタグがコンソールから作成されたときの TagResource オペレーションを
示す CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": “Root”, 
        "principalId": “111122223333”, 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root”, 
        "accountId": “111122223333”, 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE”, 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z", 
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com", 
    "eventName": "TagResource", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": “192.0.2.0”, 
    "userAgent": “console.amazonaws.com”, 
    "requestParameters": { 
        "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789” 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": “aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51”, 
    "eventID": “bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p”, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2018-03-01", 
    "recipientAccountId": “111122223333”
}

次の例は、ファイルシステムのタグがコンソールから削除されたときの UntagResource アクションを示
す CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
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    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": “Root”, 
        "principalId": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z", 
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com", 
    "eventName": "UntagResource", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51", 
    "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2018-03-01", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

156



FSx for Lustre Lustre ユーザーガイド
データ保護

FSx for Lustre のセキュリティー
AWS での、クラウドのセキュリティは最優先事項です。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 とお客様との間での責任共有です。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 のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、Amazon ウェブサービスクラウドで AWS サービスを実行するイン
フラストラクチャを保護する責任があります。AWS は、安全に使用できるサービスも提供します。サー
ドパーティーの監査人は、AWS コンプライアンスプログラム の一環として、セキュリティの有効性を
定期的にテストおよび検証します。Amazon FSx for Lustre に適用されるコンプライアンスプログラムに
ついては、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS サービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS サービスに応じて判断されます。また、
お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用可能な法律および規制など、その他の要
因についても責任を担います。

このドキュメントは、Amazon FSx for Lustre の使用時に責任共有モデルがどのように適用されるかを理
解するために役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を満たすように 
Amazon FSx を設定する方法について説明します。Amazon FSx for Lustre リソースのモニタリングと保護
に役立つ他の Amazon サービスの使用方法について説明します。

以下は、Amazon FSx を操作する際のセキュリティ上の考慮事項についての説明です。

トピック
• Amazon FSx for Lustre のデータ保護 (p. 157)
• Amazon FSx for Lustre 向けの Identity and Access Management (p. 162)
• Amazon VPC を使用したファイルシステムアクセスコントロール (p. 192)
• Amazon VPC ネットワーク ACL (p. 196)
• Amazon FSx for Lustre のコンプライアンス検証 (p. 196)
• Amazon FSx for Lustre とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 197)

Amazon FSx for Lustre のデータ保護
「AWS 責任共有モデル」「」「」は、Amazon FSx for Lustre のデータ保護に適用されます。このモデ
ルで説明されているように、AWS は、すべての AWS クラウド を実行するグローバルインフラストラク
チャを保護する責任があります。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対
する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ
構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくあ
る質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿さ
れた「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
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• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK 
を使用して Amazon FSx またはその他の AWS のサービス で作業する場合が含まれます。名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を 
URL に含めないことを強くお勧めします。

トピック
• Amazon FSx for Lustre でのデータ暗号化 (p. 158)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 161)

Amazon FSx for Lustre でのデータ暗号化
Amazon FSx for Lustre は、ファイルシステムの 2 つの暗号化形式、保管中のデータの暗号化と転送時の暗
号化とをサポートします。保管中のデータの暗号化は、Amazon FSx ファイルシステムの作成時に自動的
に有効になります。この機能をサポートする Amazon EC2 インスタンス から Amazon FSx ファイルシス
テムにアクセスすると、転送中のデータの暗号化が自動的に有効になります。

暗号化を使用するタイミング
保管時のデータとメタデータの暗号化が必要な企業、または規制ポリシーの対象となる組織の場合は、暗
号化されたファイルシステムを作成し、転送中のデータの暗号化を使用してファイルシステムをマウント
することをおすすめします。

コンソールを使用して保管中に暗号化されたファイルシステムを作成する方法の詳細については、
「Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」を参照してください。

トピック
• 保管中のデータの暗号化 (p. 158)
• 転送中のデータの暗号化 (p. 159)
• Amazon FSx for Lustre が AWS KMS を使用する方法 (p. 160)

保管中のデータの暗号化
保管中のデータの暗号化は、AWS Management Console、AWS CLI を介して、またはプログラムで 
Amazon FSx API または AWS SDK の 1 つを介して Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成する
と、自動的に有効になります。組織では、特定の分類に合致する、または特定のアプリケーション、ワー
クロード、環境に関連するすべてのデータを暗号化する必要が生じる場合があります。永続的ファイルシ
ステムを作成する場合は、データを暗号化する AWS KMS キーを指定できます。スクラッチファイルシス
テムを作成すると、データは Amazon FSx によって管理されるキーを使用して暗号化されます。コンソー
ルを使用して保管中に暗号化されたファイルシステムを作成する方法の詳細については、「Amazon FSx 
for Lustre ファイルシステムの作成 (p. 11)」を参照してください。
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Note

AWS キー管理インフラストラクチャは、連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2 で承認された暗号化ア
ルゴリズムを使用します。このインフラストラクチャは、米国標準技術局 (NIST) 800-57 レコメ
ンデーションに一致しています。

FSx for Lustre が AWS KMS を使用する方法の詳細については「Amazon FSx for Lustre が AWS KMS を使
用する方法 (p. 160)」を参照してください。

保存時の暗号化の方法

暗号化されたファイルシステムの場合、データとメタデータはファイルシステムに書き込まれる前に自動
的に暗号化されます。同様に、データとメタデータが読み取られると、アプリケーションに提示される前
に自動的に復号化されます。このプロセスは Amazon FSx for Lustre で透過的に処理されるため、アプリ
ケーションを変更する必要はありません。

Amazon FSx for Lustre は、保管中のファイルシステムデータの暗号化に、業界スタンダードの AES-256 
暗号化アルゴリズムを使用します。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ド」の「暗号化のベーシック」を参照してください。

転送中のデータの暗号化
Scratch 2 および永続ファイルシステムでは、転送中のデータを自動的に暗号化できます。次の表では、
そのデプロイ タイプと AWS リージョン のセルにチェックマークが付いてある場合、転送中の暗号化を
サポートする Amazon EC2 インスタンスからファイルシステムにアクセスしたときに、またファイルシ
ステム内のホスト間のすべての通信について、転送中にデータが暗号化されます。転送中の暗号化をサ
ポートする EC2 インスタンスについては、「Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド」の
「Encryption in transit」(転送中の暗号化) を参照してください。

スクラッチ 2 および永続ファイルシステムのデータ転送中の暗号化は、以下の AWS リージョン で使用で
きます。

AWS リージョン Scratch_2 Persistent_1 Persistent_2

米国東部 (オハイオ) ✓ ✓ ✓

米国東部 (バージニア北部) ✓ ✓ ✓

米国西部 (オレゴン) ✓ ✓ ✓

米国西部 (北カリフォルニア) * ✓ ✓

AWS GovCloud (米国東部) * ✓ ✓

AWS GovCloud (米国西部) ✓ ✓

カナダ (中部) * ✓ ✓ ✓

欧州 (アイルランド) ✓ ✓ ✓

欧州 (ミラノ) ✓ ✓

欧州 (フランクフルト) ✓ ✓ ✓

欧州 (パリ) ✓ ✓

欧州 (ロンドン) ✓ ✓ ✓

欧州 (ストックホルム) * ✓ ✓ ✓
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AWS リージョン Scratch_2 Persistent_1 Persistent_2

アジアパシフィック (ソウル) ✓ ✓

アジアパシフィック (シンガポール) ✓ ✓ ✓

アジアパシフィック (東京) * ✓ ✓ ✓

アジアパシフィック (ムンバイ) * ✓ ✓ ✓

アジアパシフィック (香港) * ✓ ✓ ✓

アジアパシフィック (シドニー) * ✓ ✓ ✓

南米 (サンパウロ) * ✓ ✓

Note

* 2021 年 4 月 11 日以降に作成されたファイルシステムでは、転送中のデータ暗号化を使用でき
ます。

Amazon FSx for Lustre が AWS KMS を使用する方法
Amazon FSx for Lustre は、次のようにファイルシステムを暗号化します。

• 保管中のデータの暗号化 — Amazon FSx for Lustre は、データをファイルシステムに書き込む前に自動
的に暗号化し、読み取り時に自動的に復号化します。データは XTS-AES-256 ブロック暗号を使用して
暗号化されます。すべてのスクラッチ FSx for Lustre ファイルシステムは、AWS によって管理される
キーを使用して保管時に暗号化されます。保管時にスクラッチファイルシステムの暗号化に使用される
キーは、ファイルシステムごとに一意であり、ファイルシステムの削除後に破棄されます。永続ファイ
ルシステムの場合、データの暗号化と復号化に使用される KMS キー (Amazon FSx の AWS マネージド
キー またはカスタム KMS キー) を選択します。永続ファイルシステムを作成するときに使用するキーを
指定します。この KMS キーの許可を有効化、無効化、または削除することができます。この KMS キー
は、以下の 2 つのタイプのいずれかになります。
• Amazon FSx の AWS マネージドキー - これはデフォルトの KMS キーです。KMS キーの作成と保

存には料金はかかりませんが、利用料金はかかります。詳細については、「AWS Key Management 
Service 料金表」を参照してください。

• カスタマー管理キー - これは、キーポリシーと許可を複数のユーザーまたはサービスに設定でき
る、最も柔軟性のある KMS キーです。カスタマー管理キーの作成の詳細については、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイド」の「キーの作成」を参照してください。

ファイルデータ暗号化と復号化の KMS キーとして顧客管理キーを使用する場合は、キーローテー
ションを有効にできます。キーローテーションを有効にすると、AWS KMS は 1 年に 1 回キーを自動
的にローテーションします。また、カスタマー管理キーでは、カスタマー管理キーへのアクセスを無
効にしたり、再び有効化したり、削除したり、取り消すタイミングを随時選択することができます。

Important

Amazon FSx は、KMS の対称暗号化キーのみを受け入れます。Amazon FSx では、非対称 KMS 
キーを使用することはできません。

AWS KMS のAmazon FSx キーポリシー
キーポリシーは、KMS キーへのアクセスをコントロールするための主要な方法です。キーポリシーの詳細
については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の キーポリシーの使
用」を参照してください。次のリストで、Amazon FSx でサポートされる保管時のファイルシステムの暗
号化 AWS KMS に関連するすべてのアクセス許可について説明します。
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• kms:Encrypt - (オプション) プレーンテキストを暗号化テキストに暗号化します。この許可は、デフォル
トのキーポリシーに含まれています。

• kms:Decrypt - (必須) 暗号化テキストを復号します。暗号文は、以前に暗号化された平文です。この許可
は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:ReEncrypt - (オプション) クライアント側にデータのプレーンテキストを公開することなく、サー
バー側で新しい KMS キーを使用してデータを暗号化します。データは最初に復号化され、次に再暗号
化されます。この許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext - (必須) KMS キーで暗号化されたデータ暗号化キーを返します。
この許可は、kms:GenerateDataKey* のデフォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:CreateGrant - (必須) キーを使用できるユーザーとその条件を指定する許可をキーに付与します。
付与は、主要なポリシーに対する代替の許可メカニズムです。許可の詳細については、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイド」の「許可の使用」を参照してください。この許可は、デ
フォルトのキーポリシーに含まれています。

• kms:DescribeKey - (必須) 指定された KMS キーに関する詳細情報を提供します。この許可は、デフォル
トのキーポリシーに含まれています。

• kms:ListAliases - (オプション) アカウント内のキーエイリアスをすべて一覧表示します。コンソールを
使用して暗号化されたファイルシステムを作成すると、このアクセス許可により KMS キーを選択する
ためのリストに入力されます。最高のユーザーエクスペリエンスを提供するには、この許可を使用する
ことをお勧めします。この許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

インターネットトラフィックのプライバシー
このトピックでは、Amazon FSx でサービスから他のロケーションまでの接続を保護する方法について説
明します。

Amazon FSx とオンプレミスクライアント間のトラフィック
プライベートネットワークと AWS との間には 2 つの接続オプションがあります。

• AWS Site-to-Site VPN 接続。詳細については、「AWS Site-to-Site VPN とは?」を参照してください。
• AWS Direct Connect 接続。詳細については、「AWS Direct Connect とは?」を参照してください。

ネットワーク経由で FSx for Lustre にアクセスして、管理タスクを実行するための AWS-公開 API オペ
レーションと、ファイルシステムと対話するための Lustre ポートにアクセスできます。

API トラフィックの暗号化

AWS-公開 API オペレーションにアクセスするには、クライアントで Transport Layer Security (TLS) 
1.0 がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降をお勧めします。クライアントは、Ephemeral 
Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy 
(PFS) を備えた暗号スイートもサポートする必要があります。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 (STS) を使用して、リクエストに署名するためのテンポラリセキュリティ認証情報を生成で
きます。

データトラフィックの暗号化

転送中のデータの暗号化は、AWS クラウド 内からファイルシステムにアクセスするサポートされている 
EC2 インスタンスから有効になります。詳細については、「転送中のデータの暗号化 (p. 159)」を参照
してください。FSx for Lustre は、オンプレミスのクライアントとファイルシステム間の転送中に暗号化を
ネイティブに提供しません。
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Amazon FSx for Lustre 向けの Identity and Access 
Management

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コント
ロールするための AWS のサービス です。IAM 管理者は、Amazon FSx リソースを使用するための認証 
(サインイン) および認可(許可を持つ) できるユーザーをコントロールします。IAM は、追加料金なしで使
用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 162)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 162)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 165)
• Amazon FSx for Lustre と IAM の連携の仕組み (p. 166)
• Amazon FSx for Lustre のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 171)
• Amazon FSx の AWS マネージドポリシー (p. 173)
• Amazon FSx for Lustre のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 184)
• Amazon FSx でのタグの使用 (p. 185)
• Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 190)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Amazon FSx で行う作業に応じて異なりま
す。

サービスユーザー - ジョブを実行するために Amazon FSx サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon FSx 機能を使用して作業を行うには、追
加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者に適切な許可
をリクエストするために役に立ちます。Amazon FSx の機能にアクセスできない場合は、「Amazon FSx 
for Lustre のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 184)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の Amazon FSx リソースを担当している場合は、通常、Amazon FSx へのフルアク
セスがあります。サービスユーザーがどの Amazon FSx 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、IAM の基本概念を理解してください。社内で Amazon FSx と 
IAM を併用する方法の詳細については、「Amazon FSx for Lustre と IAM の連携の仕組み (p. 166)」を参
照してください。

IAM 管理者 - 管理者は、Amazon FSx へのアクセス権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 Amazon FSx 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、Amazon FSx for Lustre のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 171) 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
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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、 「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、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
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。
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IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレー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
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。ポリ
シーでアクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「サービス認証リファレ
ンス」の「Amazon FSx for Lustre のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
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受けることができます。サービスにリンクされたロールは、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
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
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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。

• 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。

Amazon FSx for Lustre と IAM の連携の仕組み
IAM を使用して Amazon FSx へのアクセスを管理する前に、Amazon FSx で使用できる IAM 機能につい
て理解しておく必要があります。
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Amazon FSx for Lustre で使用できる IAM の機能

IAM の機能 Amazon FSx のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 167) はい

リソースベースのポリシー (p. 167) いいえ

ポリシーアクション (p. 168) はい

ポリシーリソース (p. 168) はい

ポリシー条件キー (p. 169) はい

ACL (p. 169) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 169) はい

一時的な認証情報 (p. 170) はい

プリンシパル許可 (p. 170) はい

サービスロール (p. 170) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 171) はい

Amazon FSx および AWS のその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関するおお
まかな説明については、「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。

Amazon FSx の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。

Amazon FSx のアイデンティティベースのポリシー例

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for Lustre のアイデ
ンティティベースのポリシー例 (p. 171)」を参照してください。

Amazon FSx 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 いいえ
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Amazon FSx 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。

Amazon FSx のアクションの一覧を確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon FSx for 
Lustre で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon FSx のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

fsx

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": [ 
      "fsx:action1", 
      "fsx:action2" 
         ]

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for Lustre のアイデ
ンティティベースのポリシー例 (p. 171)」を参照してください。

Amazon FSx 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
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": "*"
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Amazon FSx リソースのタイプとその ARN の一覧を確認するには、「サービス認証リファレンス」の
「Amazon FSx for Lustre で定義されるリソース」を参照してください。リソースごとの ARN を指定する
ためのアクションについては、「Amazon FSx for Lustre で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for Lustre のアイデ
ンティティベースのポリシー例 (p. 171)」を参照してください。

Amazon FSx 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。

Amazon FSx での条件キーの一覧については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon FSx for Lustre 
の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「Amazon 
FSx for Lustre で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon FSx のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「Amazon FSx for Lustre のアイデ
ンティティベースのポリシー例 (p. 171)」を参照してください。

Amazon FSx アクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

Amazon FSx 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。
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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。

Amazon FSx リソースのタグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 139)」を参
照してください。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するための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、「タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 187)」を
参照してください。

Amazon FSx でのテンポラリ認証情報の使用

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 のテンポラリセキュリティ認
証情報」を参照してください。

Amazon FSx 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。ポリシーでアクションに追加の依存アクションが必
要かどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon FSx for Lustre 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。

Amazon FSx のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ
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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、Amazon FSx の機能が破損する可能性があります。Amazon 
FSx 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。

Amazon FSx の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
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 FSx for Lustre のアイデンティティベースの
ポリシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon FSx 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、Amazon FSx 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「Amazon FSx for Lustre 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。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 171)
• Amazon FSx コンソールの使用 (p. 172)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 172)

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内で誰かが Amazon FSx 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。
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• 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。

• 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。

Amazon FSx コンソールの使用
Amazon FSx for Lustre 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。アクセ
ス許可により、AWS アカウント の Amazon FSx 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 Amazon FSx 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
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーも添付します。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。

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess およびその他の Amazon FSx の AWS マネージドポリ
シー (p. 173) の Amazon FSx マネージドサービスポリシーが表示されます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
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", 
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                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon FSx の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの 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
加された演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: 
AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
IAM エンティティには AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess を添付できません。このポリ
シーはサービスにリンクされ、そのサービス用のサービスにリンクされたロールでのみ使用されます。
このポリシーを添付、デタッチ、変更、または削除することはできません。詳細については、「Amazon 
FSx for Lustre でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 190)」を参照してください。

このポリシーは、Amazon FSx for Lustre によって Amazon FSx でのみ使用する Simple Storage Service 
(Amazon S3) アクセスのサービスリンクロールを削除できるようにする管理者許可を付与します。

許可の詳細
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このポリシーには、Amazon FSx が Simple Storage Service (Amazon S3) アクセスの FSx サービスリンク
ロールの削除ステータスを表示、削除、および表示できるようにするための iam のアクセス許可が含まれ
ています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonFSxServiceRolePolicy
IAM エンティティに AmazonFSxServiceRolePolicy を添付することはできません。このポリシー
は、Amazon FSx がお客様に代わって AWS リソースを管理できるようにするサービスリンクロールに
関連付けられています。詳しくは、「Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 190)」を参照してください。

このポリシーは、Amazon FSx がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるよう管理アクセス許可
を付与します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• cloudwatch - Amazon FSx がメトリクスのデータポイントを CloudWatch に発行することを許可しま
す。

• ds - Amazon FSx が、AWS Directory Service ディレクトリ内のアプリケーションを、表示、承認、承認
解除できるようにします。

• ec2 - Amazon FSx に以下のことを許可します。
• Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられたネットワークインターフェイスを表示、作成、およ

び関連付け解除します。
• Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられた 1 つ以上の Elastic IP アドレスを表示します。
• Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられている Amazon VPC、セキュリティグループ、および

サブネットを表示します。
• AWS 認可されたユーザーがネットワークインターフェイスで特定のオペレーションを実行するための

アクセス許可を作成します。
• route53 - Amazon FSx に Amazon VPC をプライベートホストゾーンに関連付けることを許可しま

す。
• logs - Amazon FSx が CloudWatch Logs のログストリーミングを記述して書き込むことを許可しま

す。これは、ユーザーが FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムのファイルアクセス監査
ログを CloudWatch Logs ストリーミングに送信できるようにするためです。

• firehose - Amazon FSx に Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを記述して書き込むことを
許可します。これは、ユーザーが FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムのファイルアク
セス監査ログを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに公開できるようにするためです。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "ds:AuthorizeApplication",   
                "ds:GetAuthorizedApplicationDetails", 
                "ds:UnauthorizeApplication",                  
                "ec2:CreateNetworkInterface",   
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",    
                "ec2:DeleteNetworkInterface",  
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups",  
                "ec2:DescribeSubnets",  
                "ec2:DescribeVPCs", 
                "ec2:DisassociateAddress",                 
                "route53:AssociateVPCWithHostedZone" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {             
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        {             
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:ReplaceRoute", 
                "ec2:DeleteRoute" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
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            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "firehose:DescribeDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonFSxFullAccess
IAM エンティティに AmazonFSxFullAccess を添付できます。また、このポリシーはユーザーに代わって
アクションを実行できることを Amazon FSx に許可するためのサービスロールにも添付されます。

Amazon FSx へのフルアクセスと、関連する AWS サービスへのアクセスを提供します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• fsx - プリンシパルにすべての Amazon FSx アクションを実行するためのフルアクセスを許可します。
• ds - プリンシパルに、AWS Directory Service ディレクトリに関する情報の表示を許可します。
• iam - プリンシパルに、ユーザーに代わって Amazon FSx サービスにリンクされたロールを作成するこ

とを許可します。これは必須なため、Amazon FSx はユーザーに代わって AWS リソースを管理できま
す。

• logs - プリンシパルに、ロググループ、ログストリームの作成、ログストリームへのイベントの書き
込みを許可します。これは、ユーザーが CloudWatch Logs に監査アクセスログを送信して、FSx for 
Windows File Server のファイルシステムアクセスをモニタリングできるようにするために必要です。

• firehose - プリンシパルに Amazon Kinesis Data Firehose へのレコード書き込みを許可します。これ
は、ユーザーが Kinesis Data Firehose に監査アクセスログを送信して、FSx for Windows File Server の
ファイルシステムアクセスをモニタリングできるようにするために必要です。

• ec2 - プリンシパルが指定した条件下でタグを作成できるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "fsx:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*:log-group:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "firehose:PutRecord" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["fsx.amazonaws.com"] 
                } 
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            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドマネージドポリシー: 
AmazonFSxConsoleFullAccess
AmazonFSxConsoleFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、Amazon FSx へのフルアクセス許可および AWS Management Console 経由での AWS 
に関連するサービスへのアクセスを許可する管理者許可を付与します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• fsx - プリンシパルが Amazon FSx 管理コンソールですべてのアクションを実行できるようにします。
• cloudwatch ‒ プリンシパルが、Amazon FSx マネジメントコンソールで CloudWatch Alarms およびメ

トリクスを表示できるようにします。
• ds - プリンシパルが、AWS Directory Service ディレクトリに関する情報を一覧表示できるようにしま

す。
• ec2 - プリンシパルが、ルートテーブルにタグを作成し、ネットワークインターフェイス、ルートテー

ブル、セキュリティグループ、サブネット、および Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられた 
VPC を一覧表示できるようにします。

• kms - プリンシパルに AWS Key Management Service キーのエイリアスを一覧表示できるようにしま
す。

• s3 - プリンシパルが、Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内のオブジェクトの一部またはす
べてを一覧表示できるようにします (最大 1000)。

• iam - Amazon FSx がユーザーに代わってアクションを実行できるようにするサービスリンクロールを
作成する許可を付与します。　　　　 

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "fsx:*", 
                "kms:ListAliases", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["fsx.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは Amazon FSx および関連 AWS サービスへの読み取り専用のアクセス許可を付与し、ユー
ザーが AWS Management Console のサービスに関する情報を表示できるようにします。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• fsx - プリンシパルが Amazon FSx マネジメントコンソールで、すべてのタグを含む Amazon FSx ファ
イルシステムに関する情報を表示できるようにします。

• cloudwatch ‒ プリンシパルが、Amazon FSx マネジメントコンソールで CloudWatch Alarms およびメ
トリクスを表示できるようにします。
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• ds - プリンシパルが、AWS Directory Service Amazon FSx マネジメントコンソール内のディレクトリに
関する情報を表示できるようにします。

• ec2 - Amazon FSx マネジメントコンソールで、プリンシパルが Amazon FSx ファイルシステムに関連
付けられている、ネットワークインターフェイス、セキュリティグループ、サブネット、および VPC を
表示できるようにします。

• kms - プリンシパルが AWS Key Management Service Amazon FSx マネジメントコンソールのキーのエ
イリアスを表示できるようにします。

• log - プリンシパルが、リクエストを行うアカウントに関連付けられた Amazon CloudWatch Logs ログ
グループを記述できるようにします。これは、プリンシパルが FSx for Windows File Server ファイルシ
ステムの既存のファイルアクセス監査の設定を表示できるために必要です。

• firehose - プリンシパルが、リクエストを行うアカウントに関連付けられた Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームを記述できるようにします。これは、プリンシパルが FSx for Windows File 
Server ファイルシステムの既存のファイルアクセス監査の設定を表示できるために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:ListTagsForResource", 
                "kms:DescribeKey", 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonFSxReadOnlyAccess
AmazonFSxReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、Amazon FSxへの読み取り専用アクセスを許可する管理者許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Amazon FSx の AWS マネージドポリシーへの更新
このサービスが変更の追跡を開始してからの、Amazon FSx の AWS マネージドポリシーの更新に関する
詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、Amazon FSx ドキュメント履
歴 (p. 216) ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 179)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステム用の強化されたパフォー
マンスメトリクスと推奨アク
ションをユーザーが Amazon 
FSx コンソールで表示できるよ
うに、新しいアクセス許可を追
加しました。

2022 年 9 月 21 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 178)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステム用の強化されたパフォー
マンスメトリクスと推奨アク
ションをユーザーが Amazon 
FSx コンソールで表示できるよ
うに、新しいアクセス許可を追
加しました。

2022 年 9 月 21 日

AmazonFSxReadOnlyAccess (p. 180)
- トラッキングポリシーをスター
トしました

このポリシーにより、すべての 
Amazon FSx のリソースと、そ
れらに関連付けられたすべての
タグへの読み取り専用アクセス
を許可します。

2022 年 2 月 4 日

AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess (p. 173)
- トラッキングポリシーをスター
トしました

このポリシーは、Amazon FSx 
が Simple Storage Service 
(Amazon S3) アクセスのサービ
スにリンクされたロールを削除
することを許可する管理者許可
を付与します。

2022 年 1 月 7 日

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 174)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
for NetApp ONTAP ファイルシス
テムのネットワーク設定を管理
できるように、新しいアクセス
許可を追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxFullAccess (p. 176)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
がスコープダウン呼び出し用の 
EC2 ルートテーブルにタグを作
成できるように、新しいアクセ
ス許可を追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 178)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
が Amazon FSx for NetApp 
ONTAP マルチ AZ を作成できる
ように、新しいアクセス許可を
追加しました。

2021 年 9 月 2 日
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変更 説明 日付

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 178)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
がスコープダウン呼び出し用の 
EC2 ルートテーブルにタグを作
成できるように、新しいアクセ
ス許可を追加しました。

2021 年 9 月 2 日

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 174)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon FSx 
が CloudWatch Logs ログスト
リームを記述および書き込むこ
とを許可にする新しいパーミッ
ションを追加しました。

これは、ユーザーが CloudWatch 
Logs を使用して FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステムのファイルアクセス監査
ログを表示できるようにするた
めに必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 174)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、Amazon 
FSx が Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームを記述
および書き込みできるようにす
る新しいアクセス許可を追加し
ました。

これは、ユーザーが Amazon 
Kinesis Data Firehose を使用し
て FSx for Windows File Server 
ファイルシステムのファイルア
クセス監査ログを表示できるよ
うにするために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxFullAccess (p. 176)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx では、プリンシパ
ルが CloudWatch Logs ログのロ
ググループ、ログストリーミン
グ、およびログストリームへの
イベントの書き込みを記述およ
び作成できる新しいアクセス許
可が追加されました。

これは、プリンシパルが 
CloudWatch Logs を使用して 
FSx for Windows File Server ファ
イルシステムのファイルアクセ
ス監査ログを表示できるように
するために必要です。

2021 年 6 月 8 日
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変更 説明 日付

AmazonFSxFullAccess (p. 176)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシ
パルが Amazon Kinesis Data 
Firehose にレコードを記述およ
び書き込むことを許可する新し
い許可を追加しました。

これは、ユーザーが Amazon 
Kinesis Data Firehose を使用し
て FSx for Windows File Server 
ファイルシステムのファイルア
クセス監査ログを表示できるよ
うにするために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 178)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
CloudWatch Logs ロググループ
を記述できるように、新しいア
クセス許可を追加しました。

これは、FSx for Windows File 
Server ファイルシステムのファ
イルアクセス監査を設定すると
きに、プリンシパルが既存の 
CloudWatch Logs ロググループ
を選択できるために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 178)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを記述できるように、新
しいアクセス許可を追加しまし
た。

これは、FSx for Windows File 
Server ファイルシステムのファ
イルアクセス監査を設定する
際に、プリンシパルが既存の 
Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを選択できるようにする
ために必要です。

2021 年 6 月 8 日

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 179)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
CloudWatch Logs ロググループ
を記述できるように、新しいア
クセス許可を追加しました。

これは、プリンシパルが FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステムの既存のファイルアクセ
ス監査の設定を表示できるため
に必要です。

2021 年 6 月 8 日
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変更 説明 日付

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 179)
- 既存のポリシーへの更新

Amazon FSx は、プリンシパ
ルがリクエストを行うアカウ
ントに関連付けられた Amazon 
Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを記述できるように、新
しいアクセス許可を追加しまし
た。

これは、プリンシパルが FSx for 
Windows File Server ファイルシ
ステムの既存のファイルアクセ
ス監査の設定を表示できるため
に必要です。

2021 年 6 月 8 日

Amazon FSx が変更の追跡をス
タートしました

Amazon FSx が AWS マネージド
ポリシーの変更の追跡をスター
トしました。

2021 年 6 月 8 日

Amazon FSx for Lustre のアイデンティティとアクセ
スのトラブルシューティング
Amazon FSx 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は、次の情報を利
用してください。

トピック
• Amazon FSx でアクションを実行する認可がありません (p. 184)
• iam:PassRole を実行する権限がありません (p. 185)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon FSx リソースへのアクセスを許可した

い (p. 185)

Amazon FSx でアクションを実行する認可がありません
ある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、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な fsx:GetWidget アクセス
許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 fsx:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、fsx:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセスを許可
するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新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。
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iam:PassRole を実行する権限がありません
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 
Amazon FSx にロールを渡せ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または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許可されています。そのためには、サービスにロールを渡すア
クセス許可が必要です。

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 Amazon FSx 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。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon FSx リソー
スへのアクセスを許可したい
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、以下を参照してください。

• Amazon FSx が機能をサポートしているかどうかを確認するには、「Amazon FSx for Lustre と IAM の
連携の仕組み (p. 166)」を参照してください。

• 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。

Amazon FSx でのタグの使用
タグを使用すると、Amazon FSx リソースへのアクセスをコントロールしたり、属性ベースのアクセスコ
ントロール (ABAC) を実装したりできます。作成中に Amazon FSx リソースにタグを適用するには、ユー
ザーは特定の AWS Identity and Access Management (IAM) 許可を持っている必要があります。

作成中にリソースにタグを付ける許可を付与する
リソースを作成する一部の Amazon FSx for Lustre の API アクションでは、リソースの作成時にタグを指
定することができます。リソースタグを使用して、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を実装で
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きます。ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ABAC の目的AWS」を参照してくださ
い。

ユーザーが作成時にタグを付けるには、fsx:CreateFileSystem などのリソースを作成するアクション
を使用するためのアクセス許可が必要です。リソース作成アクションでタグが指定されている場合、IAM 
は fsx:TagResource アクションに対して追加の認可を実行して、ユーザーがタグを作成する認可を持っ
ているかどうかを確認します。そのため、ユーザーには、fsx:TagResource アクションを使用する明示
的なアクセス許可も必要です。

次のポリシー例では、特定の AWS アカウント でユーザーがファイルシステムを作成し、作成時にタグを
適用することを許可します。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:CreateFileSystem", 
         "fsx:TagResource"        
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

同様に、次のポリシーでは、ユーザーが特定のファイルシステム上でバックアップを作成し、バックアッ
プ作成時にバックアップにタグを適用することができます。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:CreateBackup" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*" 
    } 
  ]
}

fsx:TagResource アクションは、タグがリソース作成アクション時に適用された場合のみ評価され
ます。したがって、リクエストでタグが指定されていない場合、リソースを作成するアクセス許可を
持つユーザー (タグ付け条件がないと仮定) には、fsx:TagResource アクションを実行するアクセス
許可は必要ありません。ただし、ユーザーがタグ付きリソースを作成しようとした場合、ユーザーが
fsx:TagResource アクションを使用するアクセス許可を持っていない場合はリクエストに失敗します。

Amazon FSx リソースのタグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 139)」を参
照してください。タグを使用した Amazon FSx for Lustre リソースへのアクセスコントロールの詳細につ
いては、「タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコントロール (p. 187)」を参照してく
ださい。
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タグを使用した Amazon FSx リソースへのアクセスのコント
ロール
Amazon FSx とアクションへのアクセスをコントロールするには、タグに基づいて IAM ポリシーを使用で
きます。コントロールは 2 つの方法で可能です。

• それらのリソースのタグに基づいて、Amazon FSx へのアクセスをコントロールできます。
• IAM リクエストの条件でどのタグを渡すかをコントロールできます。

AWS リソースへのアクセスをコントロールするためのタグの使用については、「IAM ユーザーガイド」の
「タグを使用したアクセスのコントロール」を参照してください。作成時の Amazon FSx リソースのタグ
付けの詳細については、「作成中にリソースにタグを付ける許可を付与する (p. 185)」を参照してくださ
い。リソースのタグ付けの詳細については、「Amazon FSx リソースのタグ付け (p. 139)」を参照してく
ださい

リソースのタグに基づいてアクセスのコントロール

ユーザーまたはロールが Amazon FSx リソースで実行できるアクションをコントロールするには、リソー
スでタグを使用できます。例えば、リソースのタグのキーバリューのペアに基づいて、ファイルシステム
リソースに対する特定の API オペレーションを許可または拒否することが必要な場合があります。

Example ポリシーの例 - 特定のタグを指定するときにファイルシステムを作成する

このポリシーにより、ユーザーは特定のタグとキーバリューのペア (この例では key=Department, 
value=Finance) でタグ付けした場合にのみファイルシステムを作成できます。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "fsx:CreateFileSystem", 
        "fsx:TagResource" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
        } 
    }
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つファイルシステムでのみバックアップを作成する

このポリシーにより、ユーザーはキーと値のペア key=Department, value=Finance でタグ付けされ
たファイルシステムでのみバックアップを作成でき、バックアップはタグ Deparment=Finance で作成
されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource", 
                "fsx:CreateBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
      
    ]
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つバックアップから特定のタグを持つファイルシステム
を作成する

このポリシーにより、ユーザーは、Department=Finance でタグ付けされたバックアップからのみ
Department=Finance でタグ付けされたファイルシステムを作成できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateFileSystemFromBackup", 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateFileSystemFromBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つファイルシステムの削除

このポリシーにより、ユーザーは Department=Finance でタグ付けされたファイルシステムのみを
削除できます。最終バックアップを作成する場合は、それは Department=Finance でタグ付けされ
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る必要があります。Lustre ファイルシステムの場合、ユーザーは最終バックアップを作成するために
fsx:CreateBackup 特権が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:DeleteFileSystem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateBackup", 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つファイルシステム上にデータリポジトリタスクを作成
する

このポリシーにより、ユーザーは Department=Finance でタグ付けされたデータリポジトリタスクを作
成でき、Department=Finance でタグ付けされたファイルシステムでのみ作成できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateDataRepositoryTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateDataRepositoryTask", 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:task/*", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされた
ロールの使用
Amazon FSx for Lustre は、AWS Identity and Access Management (IAM)  サービスリンクロール を使用し
ます。サービスリンクされたロールは、Amazon FSx for Lustre に直接リンクされた特殊なタイプの IAM 
ロールです。サービスリンクロールは Amazon FSx for Lustre によって事前に定義されており、サービス
がユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要な、すべての許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要な許可を手動で追加する必要がなくなり、より簡単に 
Amazon FSx for Lustre をセットアップできるようになります。サービスリンクロールの許可は Amazon 
FSx for Lustre が定義し、別段の定義がない限り、Amazon FSx for Lustre のみがそのロールを引き受ける
ことができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシー
を他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスにリンクされたロールは、最初に関連するリソースを削除した後でのみ削除できます。これは、
リソースにアクセスするための許可を誤って削除できないため、Amazon FSx for Lustre リソースを保護し
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 と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。リンクで [Yes] (はい) を選択して、そのサービスでサービスリンクされ
たロールのドキュメントを表示します。

Amazon FSx for Lustre のサービスリンクロールのアクセス許可
Amazon FSx for Lustre は、アカウント内で特定のアクションを実行する
AWSServiceRoleForAmazonFSx および AWSServiceRoleForFSxS3Access_fs-01234567890
という名前の 2 つのサービスリンクロールを使用します。アクションの例としては、VPC 
内のファイルシステム用の Elastic Network Interface を作成したり、Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットのデータリポジトリにアクセスしたりすることが挙げられま
す。AWSServiceRoleForFSxS3Access_fs-01234567890 では、S3 バケットにリンクされている 
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成するごとに、このサービスにリンクされたロールが作成さ
れます。

AWSServiceRoleForAmazonFSx では、ロールのアクセス許可ポリシーにより、Amazon FSx for Lustre 
が、すべての適切な AWS リソースに対して以下のアクションを実行することを許可します。

• ec2:CreateNetworkInterface

AWSServiceRoleForFSxS3Access_fs-01234567890 では、ロールのアクセス許可ポリシーによ
り、Amazon FSx for Lustre が、データリポジトリをホストしている Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケット上で以下のアクションを実行することを許可します。

• s3:AbortMultipartUpload
• s3:DeleteObject
• s3:Get*
• s3:List*
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• s3:PutBucketNotification
• s3:PutObject

サービスリンクロールの作成、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 User Guide」(IAM ユーザーガイド) 
の「Service-linked role permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

Amazon FSx for Lustre のサービスリンクロールの作成
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 でファイルシステムを作成すると、Amazon FSx for Lustre によってサービスにリ
ンクされたロールが作成されます。

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。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。ファイルシステムの作成時に、Amazon FSx for Lustre はサービスリンクロール
を再作成します。

Amazon FSx for Lustre のサービスリンクロールの編集
Amazon FSx for Lustre では、サービスリンクロールを編集することはできません。サービスにリンクさ
れたロールを作成した後は、さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があるため、ロールの名
前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「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールを必要とする機能またはサービスを使用する必要がなくなった場合は、そ
のロールを削除することをお勧めします。これにより、積極的にモニタリングまたは保守されない未使用
のエンティティを排除できます。ただし、サービスにリンクされたロールを手動で削除する前に、すべて
のファイルシステムとバックアップを削除する必要があります。

Note

リソースを削除しようとしているときに Amazon FSx for Lustre サービスがロールを使用してい
る場合は、削除が失敗する可能性があります。その場合は、数分待ってからオペレーションを再
試行してください。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して、AWSServiceRoleForAmazonFSx サービスにリ
ンクされたロールを削除します。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
削除」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre のサービスリンクロールがサポートされ
るリージョン
Amazon FSx for Lustre では、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロー
ルの使用がサポートされています。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してく
ださい。
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Amazon VPC を使用したファイルシステムアクセ
スコントロール

Amazon FSx ファイルシステムは、ファイルシステムに関連付ける Amazon VPC サービスに基づいて仮想
プライベートクラウド (VPC) 内に存在する Elastic Network Interface を通してアクセスできます。Amazon 
FSx ファイルシステムにアクセスするには、ファイルシステムのネットワークインターフェイスにマッ
ピングされる DNS 名を使用します。関連付けられた VPC 内のリソースまたはピアリングされた VPC 
のみが、ファイルシステムのネットワークインターフェイスにアクセスできます。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Amazon VPC とは」を参照してください。

Warning

Amazon FSx Elastic Network Interface のネットワークインターフェイスを変更または削除しない
でください。このネットワークインターフェイスを変更または削除すると、VPC とファイルシス
テムとの間の接続が完全に失われる可能性があります。

Amazon VPC セキュリティグループ
VPC 内のファイルシステムのネットワークインターフェイスを通過するネットワークトラフィックをさ
らにコントロールするには、セキュリティグループを使用してファイルシステムへのアクセスを制限し
ます。セキュリティグループ は、仮想ファイアウォールとして機能し、関連付けられたインスタンスへ
のトラフィックを管理します。この場合、関連付けられたリソースはファイルシステムのネットワーク
インターフェイスです。VPC セキュリティグループを使用して Lustre クライアントのネットワークトラ
フィックをコントロールします。

インバウンドルールとアウトバンドルールを使用したアクセスの
コントロール
セキュリティグループを使用して Amazon FSx ファイルシステムと Lustre クライアントへのアクセスをコ
ントロールするには、インバウンドルール、およびファイルシステムと Lustre クライアントから送信され
るトラフィックをコントロールするアウトバンドルールを追加します。Amazon FSx ファイルシステムの
ファイル共有を、サポートされているコンピューティングインスタンス上のフォルダーにマッピングする
ために、セキュリティグループに適切なネットワークトラフィックルールがあることを確認します。

Amazon EC2 セキュリティグループの詳細については、「Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザー
ガイド」の「セキュリティグループルール」を参照してください。

Amazon FSx ファイルシステムのセキュリティグループを作成するには

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. [Create Security Group] (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指定します。
5. VPC については、Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられている VPC を選択し、その VPC 内

にセキュリティグループを作成します。
6. [Create] (作成) を選択して、セキュリティグループを作成します。

次に、作成したセキュリティグループにインバウンドルールを追加して、FSx for Lustre ファイルサーバー
間の Lustre トラフィックを有効にします。
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セキュリティグループへのインバウンドルールの追加

1. 作成したセキュリティグループが選択されていない場合は、そのセキュリティグループを選択しま
す。[Actions] (アクション) メニューで、[Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) を選択しま
す。

2. 次のインバウンドルールを追加します。

タイプ プロトコル ポート範囲 ソース 説明

カスタム TCP 
ルール

TCP 988 [Custom] (カスタ
ム) を選択して、
作成したセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバ
間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

カスタム TCP 
ルール

TCP 988 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クラ
イアントに関連付
けられたセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバー
と Lustre クライ
アント間の Lustre 
トラフィックを許
可します

カスタム TCP 
ルール

TCP 1018-1023 [Custom] (カスタ
ム) を選択して、
作成したセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバ
間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

カスタム TCP 
ルール

TCP 1018-1023 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クラ
イアントに関連付
けられたセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバー
と Lustre クライ
アント間の Lustre 
トラフィックを許
可します

3. [Save] (保存) をクリックして、新しいインバウンドルールを保存して適用します。

デフォルトでは、セキュリティグループルールは、すべてのアウトバウンドトラフィック (すべ
て、0.0.0.0/0) を許可します。セキュリティグループがすべてのアウトバウンドトラフィックを許可して
いない場合は、次のアウトバウンドルールをセキュリティグループに追加します。ルールでは、FSx for 
Lustre ファイルサーバーと Lustre クライアント間、および Lustre ファイルサーバー間のトラフィックが
許可されます。

セキュリティグループにアウトバウンドルールを追加するには

1. インバウンドルールを追加したのと同じセキュリティグループを選択します。[Actions] (アクション) 
メニューで、[Edit outbound rules] (アウトバウンドルールの編集) を選択します。
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2. 次のアウトバウンドルールを追加します。

タイプ プロトコル ポート範囲 ソース 説明

カスタム TCP 
ルール

TCP 988 [Custom] (カスタ
ム) を選択して、
作成したセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバ
間の Lustre トラ
フィックを許可す
る

カスタム TCP 
ルール

TCP 988 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クラ
イアントに関連付
けられたセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバー
と Lustre クライ
アント間の Lustre 
トラフィックを許
可します

カスタム TCP 
ルール

TCP 1018-1023 [Custom] (カスタ
ム) を選択して、
作成したセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバ
間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

カスタム TCP 
ルール

TCP 1018-1023 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クラ
イアントに関連付
けられたセキュリ
ティグループのセ
キュリティグルー
プ ID を入力しま
す。

FSx for Lustre 
ファイルサーバー
と Lustre クライ
アント間の Lustre 
トラフィックを許
可します

3. [Save] (保存) を選択して、新しいアウトバウンドルールを保存して適用します。

Amazon FSx ファイルシステムに関連付けられているセキュリティグループを関連付けるには

1. Amazon FSx コンソール (https://console.aws.amazon.com/fsx/) を開きます。
2. コンソールダッシュボードで、ファイルシステムを選択して詳細を表示します。
3. リポジトリの [Network & Security] (ネットワーク & セキュリティ) タブで、ファイルシステムのネッ

トワークインターフェイス ID を選択します (例: ENI-01234567890123456)。これにより Amazon 
EC2 コンソールにリダイレクトされます。

4. 各ネットワークインターフェイス ID を選択します。アクションごとに、Amazon EC2 コンソール
の新しいインスタンスがブラウザで開きます。セキュリティグループで、[Actions] (アクション) の
[Change Security Groups] (セキュリティグループ変更) をクリックします。

5. [Change Security Groups] (セキュリティグループ変更) ダイアログボックスで、使用するセキュリ
ティグループを選択し、[Save] (保存) を選択します。
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Lustre クライアント VPC セキュリティグループの
ルール
VPC セキュリティグループを使用して、Lustre クライアントへのアクセスをコントロールします。これに
は、Lustre クライアントから送信されるトラフィックをコントロールするインバウンドルール、およびア
ウトバンドルールを追加します。Lustre トラフィックが Lustre クライアントと Amazon FSx ファイルシ
ステム間を流れることができるように、セキュリティグループに適切なネットワークトラフィックルール
があることを確認してください。

Lustre クライアントに適用されるセキュリティグループに、次のインバウンドルールを追加します。

タイプ プロトコル ポート範囲 ソース 説明

カスタム TCP ルー
ル

TCP 988 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クライ
アントに適用され
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可す
る

カスタム TCP ルー
ル

TCP 988 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、FSx for Lustre 
ファイルシステム
に関連付けられ
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

FSx for Lustre ファ
イルサーバーと 
Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

カスタム TCP ルー
ル

TCP 1018-1023 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クライ
アントに適用され
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可す
る

カスタム TCP ルー
ル

TCP 1018-1023 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、FSx for Lustre 
ファイルシステム
に関連付けられ
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

FSx for Lustre ファ
イルサーバーと 
Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

Lustre クライアントに適用されるセキュリティグループに、次のアウトバウンドルールを追加します。
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タイプ プロトコル ポート範囲 ソース 説明

カスタム TCP ルー
ル

TCP 988 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クライ
アントに適用され
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可す
る

カスタム TCP ルー
ル

TCP 988 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、FSx for Lustre 
ファイルシステム
に関連付けられ
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

FSx for Lustre ファ
イルサーバーと 
Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

カスタム TCP ルー
ル

TCP 1018-1023 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、Lustre クライ
アントに適用され
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可す
る

カスタム TCP ルー
ル

TCP 1018-1023 [Custom] (カス
タム) を選択し
て、FSx for Lustre 
ファイルシステム
に関連付けられ
たセキュリティグ
ループのセキュリ
ティグループ ID を
入力します。

FSx for Lustre ファ
イルサーバーと 
Lustre クライアン
ト間の Lustre トラ
フィックを許可し
ます

Amazon VPC ネットワーク ACL
VPC 内のファイルシステムへのアクセスを保護するためのもう 1 つのオプションは、ネットワークアク
セスコントロールリスト (ネットワーク ACL) を確立することです。ネットワーク ACL はセキュリティグ
ループとは別のものですが、VPC のリソースにセキュリティのレイヤーを追加するための同様の機能があ
ります。ネットワーク ACL を使用したアクセスコントロールの実装の詳細については、「Amazon VPC 
ユーザーガイド」の「ネットワーク ACL を使用してサブネットへのトラフィックを制御する」を参照して
ください。

Amazon FSx for Lustre 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
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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。

• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(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。

• 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。

Amazon FSx for Lustre とインターフェイス VPC エ
ンドポイント (AWS PrivateLink)

インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon FSx を設定することで、VPC のセ
キュリティ体制を強化できます。インターフェイス VPC エンドポイントは、インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせずに Amazon FSx API に
プライベートにアクセスできるテクノロジー、AWS PrivateLink を利用しています。VPC のインスタンス
は、パブリック IP アドレスがなくても Amazon FSx API と通信できます。VPC と Amazon FSx 間のトラ
フィックは、AWS ネットワークを離れません。

各インターフェイス VPC エンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によっ
て表されます。ネットワークインターフェイスは、Amazon FSx API へのトラフィックのエントリポイン
トとなるプライベート IP アドレスを提供します。

Amazon FSx インターフェイス VPC エンドポイント
に関する考慮事項
Amazon FSx のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、「Amazon VPC ユーザーガイ
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。
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イス VPC エンドポイントの作成

VPC から任意の Amazon FSx API オペレーションを呼び出すことができます。例えば、VPC 内で 
CreateFileSystem API を呼び出すことで、FSx for Lustre ファイルシステムを作成することができま
す。Amazon FSx API の詳細なリストについては、「Amazon FSx API Reference」(Amazon FSx API リ
ファレンス) の「Actions」(アクション) を参照してください。

VPC ピアリングに関する考慮事項
他の VPC には、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、VPC ピアリングによって接続できま
す。VPC ピアリングは、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。自分が所有者である 2 つの VPC 間や、
他の AWS アカウント アカウント内の VPC との間で、VPC ピアリング接続を確立できます。VPC は 2 つ
の異なる AWS リージョン の間でも使用できます。

ピア接続された VPC 間のトラフィックは AWS ネットワーク上に留まり、パブリックインターネットを
経由しません。VPC がピア接続されると、双方の VPC にある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスは、いずれかの VPC で作成されたインターフェイス VPC エンドポイントを介して 
Amazon FSx にアクセスできます。

Amazon FSx API 用のインターフェイス VPC エンド
ポイントの作成
Amazon FSx API 用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) で作成できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Creating 
an interface VPC endpoint」(インターフェイス VPC エンドポイントの作成) を参照してください。

Amazon FSx エンドポイントの完全なリストについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」
の「Amazon FSx エンドポイントとクォータ」を参照してください。

Amazon FSx のインターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、次のいずれかを使用します。

• com.amazonaws.region.fsx – Amazon FSx API オペレーションのエンドポイントを作成します。
• com.amazonaws.region.fsx-fips — 連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 に準拠した Amazon FSx API 

のエンドポイントを作成します。

オプションとしてプライベート DNS を使用するには、VPC の enableDnsHostnames および
enableDnsSupport 属性を設定する必要があります。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイ
ド」の「VPC の DNS 属性の表示と更新」を参照してください。

中国の AWS リージョン を除き、エンドポイントでプライベート DNS を有効にすると、AWS リー
ジョン のデフォルト DNS 名 (fsx.us-east-1.amazonaws.com など) を使用して、VPC エンドポ
イントで Amazon FSx に API リクエストを行うことができます。中国 (北京) および 中国 (寧夏) AWS 
リージョン の場合、それぞれ fsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn および fsx-api.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn を使用して VPC エンドポイントで API リクエストを行うことがで
きます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Accessing a service through an interface VPC 
endpoint」 (インターフェイス VPC 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。

Amazon FSx 用の VPC エンドポイントポリシーの作
成
Amazon FSx API へのアクセスをさらに制御するために VPC エンドポイントに AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーをアタッチすることも可能です。本ポリシーでは、以下を規定します。
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• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコ
ントロール」を参照してください。
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クォータ
Amazon FSx for Lustre を使用する際のクォータについて以下に説明します。

トピック
• 増やすことができるクォータ (p. 200)
• ファイルシステムあたりのリソースクォータ (p. 201)
• 追加の考慮事項 (p. 202)

増やすことができるクォータ
増やすことができる Amazon FSx for Lustre の AWS アカウントあたり、AWS リージョンあたりのクォー
タは次のとおりです。

リソース デフォルト 説明

Lustre Persistent_1 ファイルシス
テム

100 このアカウントで作成でき
る Amazon FSx for Lustre 
Persistent_1 ファイルシステムの
最大数。

Lustre Persistent_2 ファイルシス
テム

100 このアカウントで作成でき
る Amazon FSx for Lustre 
Persistent_2 ファイルシステムの
最大数。

Lustre Persistent HDD ストレー
ジ容量 (ファイルシステムあたり)

102000 Amazon FSx for Lustre 永続的
ファイルシステムに設定できる 
HDD ストレージ容量 (GiB 単位) 
の最大容量。

Lustre Persistent_1 ファイルスト
レージ容量

100800 このアカウントのすべて
の Amazon FSx for Lustre 
Persistent_1 ファイルシステムに
設定できるストレージ容量 (GiB 
単位) の最大容量。

Lustre Persistent_2 ファイルスト
レージ容量

100800 このアカウントのすべて
の Amazon FSx for Lustre 
Persistent_2 ファイルシステムに
設定できるストレージ容量 (GiB 
単位) の最大容量。

Lustre スクラッチ ファイルシス
テム

100 このアカウントで作成できる 
Amazon FSx for Lustre スクラッ
チ ファイルシステムの最大数。

Lustre スクラッチ ストレージ容
量

100800 このアカウントのすべての 
Amazon FSx for Lustre スクラッ
チ ファイルシステムに設定でき
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リソース デフォルト 説明
るストレージ容量 (GiB 単位) の
最大容量。

Lustre バックアップ 500 このアカウントのすべての 
Amazon FSx for Lustre ファイ
ルシステムに対して保持できる
ユーザー主導バックアップの最
大数。

クォータの増加をリクエストするには

1. Service Quotas コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、AWS サービス を選択します。
3. Amazon FSx を選択します。
4. クォータを選択します。
5. [Request quota increase] (クォータ引き上げリクエスト) を選択して、指示に従ってクォータの引き上

げをリクエストします。
6. クォータリクエストのステータスを表示するには、コンソールのナビゲーションペインの [Quota 

request history] (クォータ依頼履歴) を選択します。

詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してく
ださい。

ファイルシステムあたりのリソースクォータ
以下に、AWS リージョンでの各ファイルシステムの Amazon FSx for Lustre リソースに対する制限を示し
ます。

リソース ファイルシステムあたりの制限

タグの最大数 50

自動バックアップの最大保持期間 90 日間

単一の宛先リージョンに対して同時に送信できるバックアッ
プコピーリクエストの 1 アカウントあたりの最大数。

5

ファイルシステムごとのリンクされた S3 バケットからの
ファイル更新数

1000 万 / 月

最小ストレージ容量、SSD ファイルシステム 1.2 TiB

最小ストレージ容量、HDD ファイルシステム 6 TiB

ストレージ単位あたりの最小スループット、SSD 50 MBps

ストレージ単位あたりの最大スループット、SSD 1,000 MBps

ストレージ単位あたりの最小スループット、HDD 12 MBps

ストレージ単位あたりの最大スループット、HDD 40 MBps
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追加の考慮事項
さらに、以下の点にも注意してください。

• 最大 125 の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムに対して AWS Key Management Service (AWS 
KMS) キーのそれぞれを使用できます。

• ファイルシステムを作成できる AWS リージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の
「Amazon FSx エンドポイントとクォータ」を参照してください。

202

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/fsxn.html


FSx for Lustre Lustre ユーザーガイド
ファイルシステムの作成が失敗する

トラブルシューティング
次の情報は、Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの使用時に発生する可能性がある問題の解決に役立
ちます。

以下に記載されていない問題が発生した場合は、Amazon FSx for Lustre フォーラムで質問してみてくださ
い。

トピック
• FSx for Lustre ファイルシステムを作成しようとすると失敗する (p. 203)
• ファイルシステムのマウントに関する問題のトラブルシューティング (p. 204)
• ファイルシステムにアクセスできません (p. 206)
• データリポジトリの関連付けを作成するときに S3 バケットへのアクセスを検証できません (p. 207)
• ディレクトリの名前変更に長い時間がかかる (p. 208)
• 正しく設定されていないリンクされた S3 バケットのトラブルシューティング (p. 208)
• ストレージ問題のトラブルシューティング (p. 209)
• FSx for Lustre CSI ドライバーの問題のトラブルシューティング (p. 211)

FSx for Lustre ファイルシステムを作成しようとす
ると失敗する

ファイルシステムの作成リクエストが失敗する場合、次のトピックで説明するように、いくつかの原因が
考えられます。

セキュリティグループの設定が間違っているため、
ファイルシステムを作成できない
FSx for Lustre ファイルシステムの作成が失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。

The file system cannot be created because the default security group in the subnet provided
or the provided security groups do not permit Lustre LNET network traffic on port 988

実行するアクション

作成操作に使用する VPC セキュリティグループが、「Amazon VPC を使用したファイルシステムアクセ
スコントロール (p. 192)」で説明されているとおりに設定されていることを確認してください。セキュリ
ティグループを設定して、ポート 988 および 1018～1023 で、セキュリティグループ自体またはフルサブ
ネット CIDR からのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。これは、ファイルシステムホ
ストが相互に通信できるようにするために必要です。

S3 バケットにリンクされたファイルシステムを作成
できません。
S3 バケットにリンクされた新しいファイルシステムを作成すると、次のようなエラーメッセージが表示さ
れて失敗します。
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User: arn:aws:iam::012345678901:user/username is not authorized to perform: 
 iam:PutRolePolicy on resource: resource ARN

このエラーは、必要な IAM アクセス許可なしで Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにリンク
されたファイルシステムを作成しようとした場合に発生する可能性があります。必要な IAM アクセス許可
は、ユーザーに代わって指定された Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアクセスするために
使用される Amazon FSx for Lustre サービスにリンクされたロールをサポートします。

実行するアクション

IAM エンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にファイルシステムを作成するための適切なア
クセス許可があることを確認します。これには、Amazon FSx for Lustre サービスにリンクされたロール
をサポートするアクセス許可ポリシーの追加が含まれます。詳細については、「Simple Storage Service 
(Amazon S3) でデータリポジトリを使用する許可を追加する (p. 7)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの詳細については、「Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 190)」を参照してください。

ファイルシステムのマウントに関する問題のトラブ
ルシューティング

ファイルシステムのマウントコマンドが失敗する場合、次のトピックで説明するように、いくつかの原因
が考えられます。

ファイルシステムのマウントがすぐに失敗する
ファイルシステムのマウントコマンドはすぐに失敗します。コードの例を以下に示します。

mount.lustre: mount fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.aws@tcp:/fsx at /lustre
failed: No such file or directory

Is the MGS specification correct?
Is the filesystem name correct?

このエラーは、mount コマンドを使用してパーシステントまたはスクラッチ 2 ファイルシステムをマ
ウントするときの正しい mountname 値を使用していない場合に発生する可能性があります。describe-
file-systems AWS CLI コマンドまたは DescribeFileSystems API オペレーションのレスポンスからの
mountname 値を取得できます。

ファイルシステムのマウントがハングした後、タイム
アウトエラーで失敗する
ファイルシステムのマウントコマンドが 1、2 分間ハングし、タイムアウトエラーで失敗します。

次のコードは例を示しています。

sudo mount -t lustre file_system_dns_name@tcp:/mountname /mnt/fsx

[2+ minute wait here]
Connection timed out
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自動マウントが失敗してインスタンスがレスポンスしない

このエラーは、Amazon EC2 インスタンスまたはファイルシステムのセキュリティグループが正しく設定
されていないために発生する可能性があります。

実行するアクション

ファイルシステムのセキュリティグループに、Amazon VPC セキュリティグループ (p. 192) で指定したイ
ンバウンドルールがあることを確認します。

自動マウントが失敗してインスタンスがレスポンスし
ない

場合によっては、ファイルシステムの自動マウントが失敗し、Amazon EC2 インスタンスがレスポンスし
なくなる場合があります。

この問題は、_netdev オプションは宣言されていません。_netdev が見つからない場合、Amazon EC2 
インスタンスはレスポンスを停止する可能性があります。この結果は、コンピューティングインスタンス
がネットワークを開始後、ネットワークファイルシステムを初期化する必要があるためです。

実行するアクション

この問題が発生した場合は、AWS Support にお問い合わせください。

システムのブート中にファイルシステムのマウントが
失敗する
ファイルシステムのマウントは、システムのブート中に失敗します。マウントは、/etc/fstab を使用し
てオートメーション化されています。ファイルシステムがマウントされていない場合、インスタンスの起
動時間枠の syslog に次のエラーが表示されます。

LNetError: 3135:0:(lib-socket.c:583:lnet_sock_listen()) Can't create socket: port 988 
 already in use
LNetError: 122-1: Can't start acceptor on port 988: port already in use

このエラーは、ポート 988 が使用できない場合に発生することがあります。インスタンスが NFS ファイ
ルシステムをマウントするように設定されている場合、NFS マウントがクライアントポートをポート 988 
にバインドする可能性があります。

実行するアクション

可能な場合は、NFS クライアントの noresvport および noauto マウントオプションをチューニングす
ることで、この問題を回避できます。

DNS 名を使用したファイルシステムのマウントが失
敗する
次のシナリオに示すように、ドメインネームサービス (DNS) 名の設定が間違っていると、ファイルシステ
ムのマウントエラーが発生する可能性があります。

シナリオ 1: ドメインネームサービス (DNS) 名を使用しているファイルシステムのマウントが失敗しま
す。次のコードは例を示しています。

sudo mount -t lustre file_system_dns_name@tcp:/mountname /mnt/fsx
mount.lustre: Can't parse NID  
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'file_system_dns_name@tcp:/mountname'

実行するアクション

仮想プライベートクラウド (VPC) の設定を確認します。カスタム VPC を使用している場合は、DNS 設定
が有効であることを確認します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC での DNS 
の使用」を参照してください。

mount コマンドで DNS 名を指定するには、以下を実行する必要があります。

• Amazon EC2 インスタンスが Amazon FSx for Lustre ファイルシステムと同じ VPC 内にあることを確認
します。

• Amazon が提供する DNS サーバーを使用するように設定された VPC 内でAmazon EC2 インスタンスを
接続します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「DHCP オプション設定」を参照して
ください。

• 接続する Amazon EC2 インスタンスの Amazon VPC で、DNS ホスト名が有効であることを確認しま
す。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPC の DNS サポートを更新する」を参照して
ください。

シナリオ 2: ドメインネームサービス (DNS) 名を使用しているファイルシステムのマウントが失敗しま
す。次のコードは例を示しています。

mount -t lustre file_system_dns_name@tcp:/mountname /mnt/fsx
mount.lustre: mount file_system_dns_name@tcp:/mountname at /mnt/fsx failed: Input/output 
 error Is the MGS running? 
         

実行するアクション

クライアントの VPC セキュリティグループに、正しいアウトバウンドトラフィックルールが適用されて
いることを確認します。このレコメンデーションは、特にデフォルトのセキュリティグループを使用して
いない場合、またはデフォルトのセキュリティグループを変更した場合に当てはまります。詳細について
は、「Amazon VPC セキュリティグループ (p. 192)」を参照してください。

ファイルシステムにアクセスできません
次のように、ファイルシステムにアクセスできない原因はいくつか考えられますが、それぞれ独自の解像
度があります。

ファイルシステムの Elastic Network Interface に接続
されている Elastic IP アドレスが削除されました
Amazon FSx は、公開インターネットからのファイルシステムへのアクセスをサポートしていませ
ん。Amazon FSx は、インターネットから到達可能なパブリック IP アドレスである Elastic IP アドレスを
自動的にデタッチし、ファイルシステムの Elastic Network Interface に接続します。

ファイルシステムの Elastic Network Interface が変更
または削除されました
ファイルシステムの Elastic Network Interface 変更または削除しないでください。このネットワークイン
ターフェイスを変更または削除すると、VPC とファイルシステムとの間の接続が完全に失われる可能性が
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あります。新しいファイルシステムを作成し、FSx Elastic Network Interface は変更または削除しないでく
ださい。詳細については、「Amazon VPC を使用したファイルシステムアクセスコントロール (p. 192)」
を参照してください。

データリポジトリの関連付けを作成するときに S3 
バケットへのアクセスを検証できません

Amazon FSx コンソールから、または create-data-repository-association CLI コマンド 
(CreateDataRepositoryAssociation は同等の API アクション) を使用してデータリポジトリアソシエーショ
ン (DRA) を作成すると、次のエラーメッセージが表示されて失敗します。

Amazon FSx is unable to validate access to the S3 bucket. Ensure the IAM role or user
you are using has s3:Get*, s3:List* and s3:PutObject permissions to the S3 bucket prefix.

Note

Amazon FSx コンソールまたは create-file-system CLI コマンド (CreateFileSystem) は同等
の API アクション) を使用してデータリポジトリ (S3 バケットまたはプレフィックス) にリンクさ
れているスクラッチ 1、スクラッチ 2、または 永続 1 ファイルシステムを作成するときにも上記
のエラーが発生する可能性があります。

実行するアクション

FSx for Lustre ファイルシステムが S3 バケットと同じアカウントにある場合、このエラーは、作成リク
エストに使用した IAM ロールに S3 バケットへのアクセスに必要なアクセス許可がないことを意味しま
す。IAM ロールに、エラーメッセージにリストされたアクセス許可があることを確認します。許可は、
ユーザーに代わって指定された Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアクセスするために使用
される Amazon FSx for Lustre サービスにリンクされたロールをサポートします。

FSx for Lustre ファイルシステムが S3 バケットとは異なるアカウントにある場合 (クロスアカウントの場
合)、使用した IAM ロールに必要なアクセス許可があることを確認するだけでなく、FSx for Lustre が作成
されるアカウントからのアクセスを許可するように S3 バケットポリシーを設定する必要があります。次
に、バケットポリシーの例を示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::file_system_account_ID:root" 
            }, 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket_name", 
                "arn:aws:s3:::bucket_name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

S3 クロスアカウントバケットパーミッションの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイド の 例 2: クロスアカウントバケットパーミッションを付与するバケット所有者 を参照してくだ
さい。
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ディレクトリの名前変更に長い時間がかかる

ディレクトリの名前変更に長い時間がかかる
質問

Amazon S3 バケットにリンクされているファイルシステム上のディレクトリの名前を変更し、自動エクス
ポートを有効にしました。このディレクトリ内のファイルが S3 バケットで名前変更されるのに長い時間
がかかるのはなぜですか?

回答

ファイルシステム上のディレクトリの名前を変更すると、FSx for Lustre は、名前が変更されたディレク
トリ内のすべてのファイルとディレクトリに対して新しい S3 オブジェクトを作成します。ディレクトリ
の名前変更を S3 に伝播するのにかかる時間は、名前が変更されるディレクトリの子孫であるファイルと
ディレクトリの量に直接関係します。

正しく設定されていないリンクされた S3 バケット
のトラブルシューティング

場合によっては、FSx for Lustre ファイルシステムのリンク S3 バケットのデータリポジトリのライフサイ
クル状態が誤って設定されている可能性があります。

考えられる原因

このエラーは、リンクされたデータリポジトリへのアクセスに必要な AWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス許可を、Amazon FSx が必要としない場合に発生する可能性があります。必
要な IAM アクセス許可は、ユーザーに代わって指定された Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
にアクセスするために使用される Amazon FSx for Lustre サービスにリンクされたロールをサポートしま
す。

実行するアクション

1. IAM エンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にファイルシステムを作成するための適切
なアクセス許可があることを確認します。これには、Amazon FSx for Lustre サービスにリンクさ
れたロールをサポートするアクセス許可ポリシーの追加が含まれます。詳細については、「Simple 
Storage Service (Amazon S3) でデータリポジトリを使用する許可を追加する (p. 7)」を参照してくだ
さい。

2. Amazon FSx CLI または API を使用して、次のように update-file-system CLI コマンド 
(UpdateFileSystem は同等の API アクション) でファイルシステムの AutoImportPolicy を更新し
ます。

aws fsx update-file-system \
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
--lustre-configuration AutoImportPolicy=the_existing_AutoImportPolicy

サービスにリンクされたロールの詳細については、「Amazon FSx for Lustre でのサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 190)」を参照してください。

考えられる原因

このエラーは、リンクされた Simple Storage Service (Amazon S3) データリポジトリに、Amazon FSx イ
ベント通知設定 (s3:ObjectCreated:*、s3:ObjectRemoved:*) と重複するイベントタイプを持つ既
存のイベント通知設定がある場合に発生する可能性があります。
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ストレージの問題

これは、リンクされた S3 バケットの Amazon FSx イベント通知設定が削除または変更された場合にも発
生します。

実行するアクション

1. FSx イベント設定が使用する s3:ObjectCreated:* および s3:ObjectRemoved:* のイベントタ
イプのいずれかまたは両方を使用するリンクされた S3 バケット上の既存のイベント通知を削除しま
す。

2. リンクされた S3 バケットに FSx、イベントタイプ s3:ObjectCreated:*
および s3:ObjectRemoved:* の S3 イベント通知設定があることを確認
し、ARN:topic_arn_returned_in_API_response を使用して SNS トピックに送信してくださ
い。

3. Amazon FSx CLI または API を使用して、S3 バケットに FSx イベント通知設定を再適用し、ファイ
ルシステムの AutoImportPolicy をリフレッシュさせます。次のように、update-file-system
CLI コマンド (UpdateFileSystem) は同等の API アクションです) を使用してこれを行います。

aws fsx update-file-system \
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
--lustre-configuration AutoImportPolicy=the_existing_AutoImportPolicy

ストレージ問題のトラブルシューティング
場合によっては、ファイルシステムのストレージの問題が発生することがあります。問題は、lfs 
migrate コマンドなどの lfs コマンドを使用してトラブルシューティングできます。

ストレージターゲットにスペースがないことによる書
き込みエラー
ファイルシステムストレージレイアウト (p. 84) で説明されているように、lfs df -h コマンドを使用
して、ファイルシステムのストレージ使用量を確認できます。filesystem_summary フィールドには、
ファイルシステムのストレージ使用量の合計が報告されます。

ファイルシステムのディスク使用率が 100% の場合は、ファイルシステムのストレージ容量を増やすこと
を検討してください。詳細については、「ストレージとスループット容量の管理 (p. 126)」を参照してく
ださい。

ファイルシステムのストレージ使用率が 100％ でなくても、書き込みエラーが発生する場合は、書き込み
先のファイルが、いっぱいの OST でストライプ化されている可能性があります。

実行するアクション

多くの OST がいっぱいになっている場合は、ファイルシステムのストレージ容量を増やしてくださ
い。OST 上のアンバランスストレージ (p. 209) セクションのアクションに従って、OST のアンバランス
ストレージをチェックします。

OST 上のアンバランスストレージ
Amazon FSx for Lustre は、新しいファイルストライプを OST 全体に均等に分散します。ただし、I / O パ
ターンまたはファイルストレージレイアウトが原因で、ファイルシステムのバランスが崩れる可能性があ
ります。その結果、一部のストレージターゲットが満杯になり、他のストレージターゲットは比較的空の
ままになる可能性があります。

実行するアクション
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OST 上のアンバランスストレージ

1. 比較的大きなクライアントインスタンス (Amazon EC2 c5n.4xlarge インスタンスタイプなど) を起
動して、ファイルシステムにマウントします。

2. migrate コマンドを実行する場合は、まず各クライアントインスタンスで次のコマンドを実行し、プ
ロセスを高速化します。

sudo lctl set_param 'mdc.*.max_rpcs_in_flight=60'
sudo lctl set_param 'mdc.*.max_mod_rpcs_in_flight=59'

3. スクリーンセッションを開始し、次のスクリプトを実行します。次の変数は必ず変更してください。

• OSTS の値を OST の値に置き換えます。
• nproc に整数値を指定し、同時に実行する max-procs プロセスの数を設定します。例え

ば、Amazon EC2 c5n.4xlarge インスタンスタイプには 16 の vCPUs があるため、nproc には
16 (または 16 未満の値) を使用できます。

• mnt_dir_path にマウントディレクトリパスを指定します。

# find all OSTs with usage above a certain threshold; for example, greater than or 
 equal to 85% full  
for OST in $(lfs df -h |egrep '( 8[5-9]| 9[0-9]|100)%'|cut -d' ' -f1); do echo 
 ${OST};done|tr '\012' ','

# customer can also just pass OST values directly to OSTS variable
OSTS='dzfevbmv-OST0000_UUID,dzfevbmv-OST0002_UUID,dzfevbmv-OST0004_UUID,dzfevbmv-
OST0005_UUID,dzfevbmv-OST0006_UUID,dzfevbmv-OST0008_UUID'

nproc=<Run up to max-procs processes if client is c5n.4xlarge with 16 vcpu, this value 
 can be set to 16>

mnt_dir_path=<mount dir, e.g. '/my_mnt'>

lfs find ${mnt_dir_path} --ost ${OSTS}| xargs -P ${nproc} -n2 lfs migrate -E 1g -c 1 -E 
 -1 -c5

Notes (メモ)

• ファイルシステムの読み取りパフォーマンスに影響が出ることに気付いた場合は、ctrl-c または kill 
-9 を使用していつでも移行を中止できます。スレッドの数を (nproc 値) を小さい数 (8 など) まで減ら
したら、ファイルの移行を再開します。

• lfs migrate コマンドを実行すると、クライアントワークロードによっても開かれているファイルで
失敗します。エラーをスローして次のファイルに移動します。したがって、アクセスされているファイ
ルがたくさんある場合、スクリプトはファイルを移行させることができず、移行の進行が非常に遅くな
るという形でそれが反映される可能性があります。

• OST の使用状況は、次のいずれかの方法でモニタリングできます。
• クライアントマウントで、次のコマンドを実行して OST の使用状況をモニタリングし、使用率が 

85% を超える OST を検索します。

lfs df -h |egrep '( 8[5-9]| 9[1-9]|100)%'

• Amazon CloudWatch メトリクス、OST FreeDataStorageCapacity をチェックし、Minimum を
チェックします。スクリプトが 85% を超える OST を検出すると、メトリクスが 15% に近づいたと
き、ctrl-c または kill -9 を使用して移行を停止します。

• また、新しいファイルが複数のストレージターゲットにストライプされるように、ファイルシステム
またはディレクトリのストライプ設定を変更することを検討することもできます。詳細については、
「ファイルシステム内のデータのストライピング (p. 84)」を参照してください。
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CSI ドライバーの問題

FSx for Lustre CSI ドライバーの問題のトラブル
シューティング

Amazon EKS で実行されているコンテナの FSx for Lustre CSI ドライバーに関する問題が発生している場
合は、GitHub にある「CSI ドライバーのトラブルシューティング (一般的な問題)」を参照してください。
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カスタムバックアップスケジュールの設定

追加情報
このセクションでは、サポートされているが非推奨の Amazon FSx 機能のリファレンスについて説明しま
す。

トピック
• カスタムバックアップスケジュールの設定 (p. 212)

カスタムバックアップスケジュールの設定
AWS Backup を使用して、ファイルシステムのカスタムバックアップスケジュールを設定することをお勧
めします。ここで提供される情報は、AWS Backup の使用時よりもバックアップを頻繁にスケジュールす
る必要がある場合の参考用です。

有効になっている場合、Amazon FSx は毎日のバックアップ期間中に 1 日 1 回、ファイルシステムのバッ
クアップを自動的に取得します。Amazon FSx では、自動バックアップに対して指定した保持期間が適用
されます。また、ユーザーによるバックアップもサポートしているため、いつでもバックアップを作成で
きます。

以下に、カスタムバックアップスケジューリングをデプロイするためのリソースと設定を示します。カ
スタムバックアップスケジューリングは、ユーザーが定義したカスタムスケジュールに基づいて Amazon 
FSx for Lustre ファイルシステム上でユーザー主導のバックアップを実行します。例えば、6 時間に 1 回、
毎週 1 回などです。このスクリプトは、指定した保持期間以前のバックアップの削除も設定します。

このソリューションは、必要なすべてのコンポーネントを自動的にデプロイし、以下のパラメータを受け
取ります。

• ファイルシステム
• バックアップを実行するための CRON スケジュールパターン
• バックアップ保持期間 (日数)
• バックアップネームタグ

CRON スケジュールパターンの詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「ルールの
スケジュール表現」を参照してください。

アーキテクチャの概要
このソリューションをデプロイすると、AWS クラウド に以下のリソースが構築されます。
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AWS CloudFormation テンプレート

このソリューションは以下の処理を実行します。

1. AWS CloudFormation テンプレートは、CloudWatch イベント、Lambda 関数、Amazon SNS キュー、
および IAM ロールをデプロイします。IAM ロールは、Amazon FSx for Lustre API オペレーションを呼
び出すためのアクセス許可を Lambda 関数に与えます。

2. CloudWatch イベントは、最初のデプロイ時に CRON パターンとして定義したスケジュールで実行さ
れます。このイベントは、バックアップを開始するために Amazon FSx for Lustre CreateBackup API 
オペレーションを呼び出して、ソリューションのバックアップマネージャー Lambda 関数を呼び出しま
す。

3. バックアップマネージャーは、DescribeBackups を使用して、指定されたファイルシステムの既存の
ユーザー主導バックアップのリストを取得します。次に、初期デプロイ中に指定した保存期間より以前
のバックアップを削除します。

4. 最初のデプロイ時に通知するオプションを選択すると、バックアップマネージャーは、正常なバック
アップ時に Amazon SNS キューに通知メッセージを送信します。障害が発生した場合は常に通知が送
信されます。

AWS CloudFormation テンプレート
このソリューションは AWS CloudFormation を使用して、Amazon FSx for Lustre カスタムバックアップ
スケジューリングソリューションのデプロイを自動化します。このソリューションを使用するには、fsx-
scheduled-backup.テンプレートAWS CloudFormation テンプレートをダウンロードしてください。

オートメーションデプロイ
次の手順では、このカスタムバックアップスケジューリングソリューションを設定および展開します。
デプロイには約 5 分かかります。スタートする前に、自分の AWS アカウントの Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) で実行されている Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの ID が必要です。リ
ソースを作成するための詳細については、「Amazon FSx for Lustre の使用開始 (p. 10)」を参照してくだ
さい。

Note

このソリューションを実行すると、関連する AWS のサービスに料金が発生します。詳細につい
ては、それらのサービスの料金詳細ページを参照してください。

カスタムバックアップソリューションスタックを起動するには

1. fsx-scheduled-backup.template AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードします。AWS 
CloudFormation スタックの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の
「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」を参照してください。

Note

デフォルトでは、このテンプレートは米国東部 (バージニア北部) AWS リージョンで起動し
ます。Amazon FSx for Lustre は現在、特定の AWS リージョン でのみ利用可能です。本ソ
リューションは、Amazon FSx for Lustre が利用可能な AWS リージョンで起動する必要があ
ります。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リージョンとエンドポイ
ント」の Amazon FSx のセクションを参照してください。

2. [Parameters] (パラメータ) については、テンプレートのパラメータを確認し、ファイルシステムの
ニーズに合わせて変更します。このソリューションは以下のデフォルト値を使用します。

パラメータ デフォルト 説明

Amazon FSx for Lustre ファイ
ルシステム ID

デフォルト値なし バックアップするファイルシス
テムのファイルシステム ID。
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パラメータ デフォルト 説明

バックアップの CRON スケ
ジュールパターン。

0 0/4 * * ? * CloudWatch イベントを実行す
るスケジュールで、新しいバッ
クアップをトリガーし、保持期
間外の古いバックアップを削除
します。

バックアップ 保持期間 (日数) 7 ユーザーによるバックアップ
を保持する日数。Lambda 関数
は、この日数より古いユーザー
によるバックアップを削除しま
す。

バックアップの名前 ユーザースケジュールのバック
アップ

バックアップの名前
は、Amazon FSx for Lustre 管
理コンソールの、バックアップ
名 の欄に表示されます。

バックアップの通知 はい バックアップが正常に開始され
たときに通知するかどうかを選
択します。エラーが発生した場
合は、常に通知が送信されま
す。

Eメールアドレス デフォルト値なし SNS 通知をサブスクライブす
るためのEメールアドレス。

3. [Next] (次へ) を選択します。
4. [Options] (オプション) には、[Next] (次へ) を選択します。
5. [Review] (確認) で、設定を確認して確定します。テンプレートが IAM リソースを作成することを確認

するチェックボックスを選択する必要があります。
6. [Create] (作成) を選択してスタックをデプロイします。

AWS CloudFormation コンソールの [Status] (ステータス) 欄でスタックのステータスを表示できます。約 
5 分後に CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。

追加のオプション
このソリューションで作成された Lambda 関数を使用して、複数の Amazon FSx for Lustre ファイルシ
ステムのカスタムスケジュールバックアップを実行できます。ファイルシステム ID は、CloudWatch 
イベントの入力 JSON で Amazon FSx for Lustre 関数に渡されます。Lambda 関数に渡されるデフォル
トの JSON は次のとおりです。ここで、FileSystemId と SuccessNotification の値は、AWS 
CloudFormation スタックの起動時に指定されたパラメータから渡されます。

{ 
 "start-backup": "true", 
 "purge-backups": "true", 
 "filesystem-id": "${FileSystemId}", 
 "notify_on_success": "${SuccessNotification}"
}

追加の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのバックアップをスケジュールするには、別の 
CloudWatch イベントルールを作成します。このソリューションで作成された Lambda 関数をターゲット
として用い、スケジュールイベント出典を使用します。[Configure input] (入力の設定) で [Constant (JSON 
text)] (定数 (JSON テキスト)) を選択します。JSON 入力の場合は、バックアップする Amazon FSx for 
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Lustre ファイルシステムのファイルシステム ID を ${FileSystemId} の代わりに入力するだけです。ま
た、上記の JSON の ${SuccessNotification} の代わりに Yes または No のどちらかを入力してくだ
さい。

手動で作成する追加の CloudWatch イベント ルールは、Amazon FSx for Lustre カスタムスケジュール
バックアップソリューション AWS CloudFormation スタックのパートではありません。したがって、ス
タックを削除してもそれらは削除されません。
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ドキュメント履歴
• API バージョン: 2018 年 3 月 1 日
• ドキュメントの最終更新日: 2023 年 3 月 31 日

以下の表は、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド の重要な変更点を示します。ドキュメントの更新に
関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

AutoImport (自動インポート) 
と AutoExport (自動エクスポー
ト) メトリクスのサポートの追
加 (p. 216)

FSx for Lustre が、データリポジ
トリにリンクされたファイルシ
ステムの自動インポートと自動エ
クスポートの更新をモニタリング
する Amazon CloudWatch メトリ
クスを提供するようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
CloudWatch によるモニタリン
グ」を参照してください。

2023 年 3 月 20 日

Persistent_1 と Scratch_2 デプ
ロイタイプの DRA サポートの追
加 (p. 216)

データリポジトリの関連付けを
作成して、Persistent_1 または 
Scratch_2 のデプロイタイプで
データリポジトリを Lustre 2.12 
ファイルシステムにリンクできる
ようになりました。詳細について
は、 「Amazon FSx for Lustre で
データリポジトリを使用する」を
参照してください。

2023 年 3 月 29 日

Centos、Rocky Linux、および 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
8.7 の Lustre クライアントサ
ポートの追加 (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
が、Centos、Rocky Linux、お
よび Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL) 8.7 を実行する Amazon 
EC2 インスタンスをサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「Lustre クライアントの
インストール」を参照してくださ
い。

2022 年 12 月 5 日

Persistent_2 デプロイタイプに 
AWS リージョン サポートが追加
されました (p. 216)

次世代の Persistent_2 SSD FSx 
for Lustre ファイルシステムが、
欧州 (ストックホルム)、アジア
パシフィック (香港)、アジアパシ
フィック (ムンバイ)、アジアパシ
フィック (ソウル) AWS リージョ
ン で利用できるようになりまし
た。詳細については、「FSx for 
Lustre ファイルシステムのデプ
ロイオプション」を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 10 日

Centos、Rocky Linux、および 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

FSx for Lustre クライアント
が、Centos、Rocky Linux、お

2022 年 9 月 8 日
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8.6 の Lustre クライアントサ
ポートの追加 (p. 216)

よび Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL) 8.6 を実行する Amazon 
EC2 インスタンスをサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「Lustre クライアントの
インストール」を参照してくださ
い。

Ubuntu 22 の Lustre クライアン
トのサポートの追加 (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
が Ubuntu 22.04 を実行する 
Amazon EC2 インスタンスをサ
ポートするようになりました。詳
細については、「Lustre クライ
アントのインストール」を参照し
てください。

2022 年 7 月 28 日

Lustre クライアントでの 
Rocky Linux のサポートの追
加 (p. 216)

FSx for Lustre クライアントが 
Rocky Linux を実行する Amazon 
EC2 インスタンスをサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「Lustre クライアントの
インストール」を参照してくださ
い。

2022 年 7 月 8 日

Lustree ルートスカッシュのサ
ポートが追加に (p. 216)

今後は、Lustre ルートスカッ
シュ機能を使用することで、FSx 
for Lustre ファイルシステムへ
のアクセスを (ルートとして) 試
みるクライアントに対し、ルー
トレベルのアクセスを制限でき
るようになりました。詳細につ
いては、「Lustre root squash」
(Lustra ルートスカッシュ) を参照
してください。

2022 年 5 月 25 日

Persistent_2 デプロイタイプに 
AWS リージョン サポートが追加
されました (p. 216)

次世代の Persistent_2 SSD FSx 
for Lustre ファイルシステムが、
欧州 (ロンドン)、アジアパシ
フィック (シンガポール)、アジ
アパシフィック (シドニー) AWS 
リージョン で利用できるように
なりました。詳細については、
「FSx for Lustre ファイルシステ
ムのデプロイオプション」を参照
してください。

2022 年 4 月 19 日

Amazon FSx for Lustre ファイル
システムのファイルを移行する
際の、AWS DataSync の使用に
関するサポートが追加されまし
た (p. 216)

既存のファイルシステムから 
FSx for Lustre ファイルシス
テムにファイルを移行する際
に、AWS DataSync を使用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「How to migrate existing 
files to FSx for Lustre using AWS 
DataSync」を参照してくださ
い。

2022 年 4 月 5 日
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AWS PrivateLink インターフェイ
ス VPC エンドポイントのサポー
トが追加に (p. 216)

インターフェイス VPC エンド
ポイントを使用して、インター
ネット経由でトラフィックを送信
せずに、VPC から Amazon FSx 
API にアクセスできます。詳細
については、「Amazon FSx and 
interface VPC endpoints」を参照
してください。

2022 年 4 月 5 日

Lustre DRA キューイング
のサポートが追加されまし
た (p. 216)

Lustre ファイルシステム用の 
FSx を作成する際に、DRA (デー
タリポジトリアソシエーション) 
を作成できるようになりました。
リクエストはキューに入れられ、
ファイルシステムが使用可能にな
ると DRA が作成されます。詳細
については、「ファイルシステム
を S3 バケットにリンクする」を
参照してください。

2022 年 2 月 28 日

Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.5 の 
Lustre クライアントサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
は、Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.5 を実
行する Amazon EC2 インスタン
スをサポートするようになりま
した。詳細については、「Lustre 
クライアントのインストール」を
参照してください。

2021 年 12 月 20 日

リンクされたデータリポジトリ
への FSx for Lustre からの変更
のエクスポートに関するサポー
ト (p. 216)

FSx for Lustre を設定して、ファ
イルシステムからリンクされた 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) データリポジトリへ、新規、
変更、および削除されたファイル
を自動的にエクスポートできるよ
うになりました。データリポジト
リタスクを使用して、データおよ
びメタデータの変更をデータリポ
ジトリにエクスポートできます。
複数のデータリポジトリへのリン
クを設定することもできます。詳
細については、「データリポジト
リへの変更のエクスポート」を参
照してください。

2021 年 11 月 30 日

Lustre ログへのサポートが追加
されました (p. 216)

FSx for Lustre を設定して、ファ
イルシステムに関連付けられ
ているデータリポジトリのエ
ラーイベントと警告イベントを 
Amazon CloudWatch Logs にロ
グに記録できるようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Logs を使用したロ
ギング」を参照してください。

2021 年 11 月 30 日
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永続的な SSD ファイルシステ
ムは、より高いスループットと
より小さなストレージ容量をサ
ポートします (p. 216)

次世代 Persistent SSD FSx for 
Lustre ファイルシステムには、
より高いスループットオプション
があり、より小さい最小ストレー
ジ容量を備えています。詳細に
ついては、「FSx for Lustre ファ
イルシステムのデプロイオプショ
ン」を参照してください。

2021 年 11 月 30 日

Lustre バージョン 2.12 のサポー
トが追加されました (p. 216)

Lustre ファイルシステム用の 
FSx を作成するときに、Lustre 
バージョン 2.12 を選択できるよ
うになりました。詳細について
は、「ステップ 1: Amazon FSx 
for Lustre ファイルシステムを作
成する」を参照してください。

2021 年 10 月 5 日

Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.4 の 
Lustre クライアントサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
が Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.4 を実
行する Amazon EC2 インスタン
スをサポートするようになりま
した。詳細については、「Lustre 
クライアントのインストール」を
参照してください。

2021 年 6 月 9 日

データ圧縮サポートが追加され
ました (p. 216)

FSx for Lustre ファイルシステム
を作成する際に、データ圧縮を有
効にできるようになりました。既
存の FSx for Lustre ファイルシス
テム上でデータ圧縮を有効または
無効にすることもできます。詳細
については、「Lustre データの
圧縮」を参照してください。

2021 年 5 月 27 日

バックアップのコピーのサポー
トが追加されました (p. 216)

Amazon FSx を使用して、同じ 
AWS アカウント 内のバックアッ
プを別の AWS リージョン (リー
ジョン間コピー)、または同じ内
部 AWS リージョン (リージョン
内コピー) にコピーできるように
なりました。詳細については、
「バックアップのコピー」を参照
してください。

2021 年 4 月 12 日

Lustre ファイルセットに対す
る Lustre クライアントのサポー
ト (p. 216)

FSx for Lustre クライアントで
は、ファイルシステム名前空間
のサブセットのみをマウントする
ファイルセットの使用がサポート
されるようになりました。詳細に
ついては、「特定のファイルセッ
トのマウント」を参照してくださ
い。

2021 年 3 月 18 日
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非プライベート IP アドレスを
使用したクライアントアクセ
スのサポートが追加されまし
た (p. 216)

非プライベート IP アドレスを使
用して、オンプレミスクライア
ントから FSx for Lustre ファイル
システムにアクセスできます。
詳細については、「オンプレミス
またはピアリングされた Amazon 
VPC から Amazon FSx ファイル
システムをマウントする」を参照
してください。

2020 年 12 月 17 日

ARM ベースの Centos 7.9 の 
Lustre クライアントサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
が、ARM ベースの Centos 7.9 を
実行する Amazon EC2 インスタ
ンスをサポートするようになりま
した。詳細については、「Lustre 
クライアントのインストール」を
参照してください。

2020 年 12 月 17 日

Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.3 の 
Lustre クライアントサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
が、Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.3 を実
行する Amazon EC2 インスタン
スをサポートするようになりま
した。詳細については、「Lustre 
クライアントのインストール」を
参照してください。

2020 年 12 月 16 日

ストレージとスループットの容
量スケーリングのサポートが追
加されました (p. 216)

ストレージとスループット要件
の展開に応じて、既存の FSx for 
Lustre ファイルシステムのスト
レージおよびスループットキャパ
シティを増やすことができます。
詳細については、「ストレージ
とスループットキャパシティの管
理」を参照してください。

2020 年 11 月 24 日

ストレージクォータのサポート
が追加されました (p. 216)

ユーザーおよびグループのスト
レージクォータを作成できるよ
うになりました。ストレージの
クォータは、FSx for Lustre ファ
イルシステム上でユーザーまた
はグループが消費できるディスク
容量とファイル数を制限します。
詳細については、「ストレージの
クォータ」を参照してください。

2020 年 11 月 9 日

Amazon FSx が AWS Backup と
統合されました (p. 216)

ネイティブの Amazon FSx バッ
クアップの使用に加えて、FSx 
ファイルシステムのバックアップ
および復元に AWS Backup を使
用できるようになりました。詳細
については、「Amazon FSx での 
AWS Backup の使用」を参照し
てください。

2020 年 11 月 9 日
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HDD (ハードディスクドライブ) 
ストレージオプションのサポー
トが追加されました (p. 216)

SSD (ソリッドステートドライ
ブ) ストレージオプションに加
えて、FSx for LustRE は HDD 
(ハードディスクドライブ) スト
レージオプションをサポートす
るようになりました。大規模で
シーケンシャルなファイル操作を
伴うスループット集約型のワーク
ロードに、 HDD を使用するよう
にファイルシステムを設定できま
す。詳細については、「複数のス
トレージオプション」を参照して
ください。

2020 年 8 月 12 日

リンクされたデータリポジト
リの変更を FSx for Lustre に
インポートするためのサポー
ト (p. 216)

ファイルシステムの作成後に、追
加された新しいファイルとリンク
されたデータレポジトリで変更さ
れたファイルを自動的にインポー
トするように FSx for Lustre ファ
イルシステムを設定できるよう
になりました。詳細については、
「データレポジトリから更新を自
動的にインポートする」を参照し
てください。

2020 年 7 月 23 日

SUSE Linux SP4 および SP5 の 
Lustre クライアントサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre クライアントが 
SUSE Linux SP4 および SP5 を
実行する Amazon EC2 インスタ
ンスをサポートするようになりま
した。詳細については、「Lustre 
クライアントのインストール」を
参照してください。

2020 年 7 月 20 日

Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.2 の 
Lustre クライアントサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
が、Centos および Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 8.2 を実
行する Amazon EC2 インスタン
スをサポートするようになりま
した。詳細については、「Lustre 
クライアントのインストール」を
参照してください。

2020 年 7 月 20 日

自動および手動のファイルシス
テムバックアップサポートが追
加されました (p. 216)

Simple Storage Service (Amazon 
S3) 耐久データリポジトリにリン
クされていないファイルシステム
の自動デイリーバックアップと手
動バックアップを実行できるよう
になりました。詳細については、
「バックアップの使用」を参照し
てください。

2020 年 6 月 23 日
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2 つの新しいファイルシステムデ
プロイタイプがリリースされま
した (p. 216)

スクラッチファイルシステム 
は、データのテンポラリストレー
ジと短期間の処理のために設計さ
れています。永続的ファイルシス
テムは、長期ストレージとワーク
ロード用に設計されています。詳
細については、「 FSx for Lustre 
デプロイオプション」を参照して
ください。

2020 年 2 月 12 日

POSIX メタデータのサポートが
追加されました (p. 216)

FSx for Lustre は、Simple 
Storage Service (Amazon S3) 上
のリンクされた耐久性のあるデー
タリポジトリにファイルをイン
ポートおよびエクスポートすると
きに、関連する POSIX メタデー
タを保持します。詳細について
は、「POSIX メタデータのデー
タリポジトリのサポート」を参照
してください。

2019 年 12 月 23 日

新しいデータリポジトリタ
スク機能がリリースされまし
た (p. 216)

データリポジトリタスクを使用
して、変更されたデータおよび関
連する POSIX メタデータをリン
クされた Simple Storage Service 
(Amazon S3) 上の耐久性のある
データリポジトリにエクスポート
できるようになりました。詳細に
ついては、「データリポジトリタ
スクを使用したデータとメタデー
タの転送」を参照してください。

2019 年 12 月 23 日

追加の AWS リージョン サポー
トが追加されました (p. 216)

FSx for Lustre が欧州 (ロンドン) 
リージョン AWS リージョン で
利用可能になりました。FSx for 
Lustre のリージョン固有の制限
については、「制限」を参照して
ください。

2019 年 7 月 9 日

さらなる AWS リージョン 
サポートが追加されまし
た (p. 216)

FSx for Lustre がアジアパシ
フィック (シンガポール) AWS 
リージョン で使用できるように
なりました。FSx for Lustre の
リージョン固有の制限について
は、「制限」を参照してくださ
い。

2019 年 6 月 26 日

Amazon Linux および Amazon 
Linux 2 の Lustre クライアン
トのサポートが追加されまし
た (p. 216)

FSx for Lustre クライアント
は、Amazon Linux および 
Amazon Linux 2 を実行している 
Amazon EC2 インスタンスをサ
ポートするようになりました。詳
細については、「Lustre クライ
アントのインストール」を参照し
てください。

2019 年 3 月 11 日
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ユーザー定義のデータエクス
ポートパスのサポートが追加さ
れました (p. 216)

これで、ユーザーは Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケット内の元のオブジェクトを上
書きしたり、指定したプレフィッ
クスに新しいファイルや変更さ
れたファイルを書き込むことが
できるようになりました。この
オプションを使用すると、FSx 
for Lustre をデータ処理ワークフ
ローに組み込む柔軟性が向上しま
す。詳細については、「Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのデータのエクスポー
ト」を参照してください。

2019 年 2 月 6 日

合計ストレージのデフォルト制
限が増加しました (p. 216)

すべての FSx for Lustre ファイル
システムのデフォルトの合計ス
トレージは 100,800 GiB に増加
しました。詳細については、「制
限」を参照してください。

2019 年 1 月 11 日

Amazon FSx for Lustre が一般利
用可能になりました (p. 216)

Amazon FSx for Lustre は、高性
能コンピューティング、機械学
習、メディア処理ワークフローな
ど、コンピューティング集約型の
ワークロードに最適化されたフル
マネージドのファイルシステムで
す。

2018 年 11 月 28 日
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