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主要なコンセプト

AWS Outposts とは?
AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをお客様のオンプレミスまで
拡張するフルマネージドサービスです。AWS は、AWS Outposts マネージドインフラストラクチャへの
ローカルアクセスを提供することで、AWS リージョンと同じプログラミングインターフェイスを使用して
オンプレミスでアプリケーションを構築して実行できるようにします。同時に、コンピューティングとス
トレージのローカルリソースを使用して、レイテンシーを短縮し、ローカルのデータ処理ニーズに対応し
ます。

Outpost とは、お客様のサイトにデプロイされる AWS のコンピューティングおよびストレージキャパシ
ティーのプールです。AWS は、AWS リージョンの一部としてこのキャパシティーを運営、監視、管理し
ます。Outpost にサブネットを作成し、これらのサブネットを AWS リソース (EC2 インスタンス、EBS 
ボリューム、ECS クラスター、RDS インスタンスなど) の作成時に指定できます。Outpost サブネット内
のインスタンスは、プライベート IP アドレスを使用して、AWS リージョン内の他のインスタンスと通信
します。これらはすべて同じ VPC 内にあります。

詳細については、AWS Outposts 製品ページを参照してください。

主要なコンセプト
の主な概念は次のとおりです。AWS Outposts。

• Outpost サイト— お客様が管理する物理的な建物AWSあなたの前哨基地を設置します。サイト
は、Outpost の設備、ネットワーク、および電力要件を満たしている必要があります。

• Outpost の設定— Amazon EC2 コンピューティング容量、Amazon EBS ストレージ容量、およびネット
ワーキングサポートの設定。各構成には、電力、冷却、および重量に関する固有のサポート要件があり
ます。

• Outpost 容量— Outpost で利用可能なコンピューティングリソースとストレージリソース。アウトポス
トの容量は、AWS Outpostsconsole.

• Outpost 機器— へのアクセスを提供する物理ハードウェアAWS Outpostsサービスサービス。ハードウェ
アには、が所有および管理するラック、サーバ、スイッチ、およびケーブルが含まれます。AWS。

• Outpost ラック— 業界標準の 42U ラックである Outpost フォームファクタ。前哨ラックには、ラック
マウント型サーバ、スイッチ、ネットワークパッチパネル、電源シェルフ、ブランクパネルが含まれま
す。

• Outpost サーバー— 業界標準の1Uまたは2Uサーバである Outpost フォームファクタで、標準の 
EIA-310D 19 準拠の 4 ポストラックに取り付けることができます。Outpost サーバーは、スペースが限
られているサイトや容量の要件が小さいサイトに対して、ローカルコンピューティングおよびネット
ワークサービスを提供します。

• サービスリンク— アウトポストとそれに関連するアウトポスト間の通信を可能にするネットワークルー
トAWSリージョン。各 Outpost は、アベイラビリティーゾーンとそれに関連するリージョンの拡張で
す。

• ローカルゲートウェイ— Outpost ラックとオンプレミスネットワーク間の通信を可能にする論理相互接
続仮想ルータ。

• ローカルネットワークインターフェイス— Outpost サーバーとオンプレミスネットワークからの通信を
可能にするネットワークインターフェイス。

AWSOutposts に関するリソース
Outpost で次のリソースを作成して、オンプレミスのデータやアプリケーションの近くで実行が必要な、
低レイテンシーのワークロードをサポートできます。
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AWSOutposts に関するリソース

リソースタイプ ラック サーバー

Amazon EC2 インスタンス —ア
ウトポストでインスタンスを起
動する (p. 60)

はい はい

Amazon ECS クラスター —の 
Amazon Elastic ContainerAWS 
Outposts

はい はい

Amazon EKS ノード —の 
Amazon Elastic Kubernetes 
ServiceAWS Outposts

はい  

AWS App MeshEnvoy プロキ
シAWS App MeshオンAWS 
Outposts

はい はい

ストレージ

Amazon EC2 インスタンスブ
ロックストレージ —Amazon 
EC2 インスタンスストアのLinux 
インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイドそし
てAmazon EC2 インスタンスス
トアのWindows インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイド

はい はい

EBS ボリューム —アウトポ
ストでインスタンスを起動す
る (p. 60)

はい  

Amazon S3 バケット —で
の Amazon S3 の使用AWS 
Outposts

はい  

分析とデータベース

Amazon EMR クラスター —の 
EMR クラスターAWS Outposts

はい  

アマゾンElastiCacheインスタン
ス —Outposts の使用のアマゾン
ElastiCachefor Redis ユーザー
ガイド,Outposts の使用のアマゾ
ンElastiCacheMemcached ユー
ザーガイド

はい  

Amazon RDS DB インスタ
ンス —Amazon RDS onAWS 
Outposts

はい  

ネットワーキング、AWS IoT, およびAmazon Machine Learning

Amazon VPC – AWS Outposts の
サブネット

はい はい

Application Load Balancer —ロー
ドバランサーのサブネット

はい  
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料金

リソースタイプ ラック サーバー

AWS IoT Greengrass はい はい

Amazon SageMaker Neo はい はい

料金
さまざまな Outpost 設定から選択でき、それぞれに EC2 インスタンスタイプとストレージオプションの組
み合わせが用意されています。ラック構成の価格には、設置、取り外し、およびメンテナンスが含まれま
す。サーバーの場合は、機器をインストールし、保守する必要があります。

3 年間の構成を購入すると、次の 3 つの支払いオプションから選択できます。全額前払い、一部前払
い、前払い。[一部] オプションまたは [前払いなし] オプションを選択すると、月額料金が適用されま
す。Outpost がインストールされ、コンピューティング容量とストレージ容量が使用可能になった後、前
払い料金が適用されます。詳細については、「AWS Outposts 料金表ページ」を参照してください。

3
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ネットワークコンポーネント

AWS Outposts の仕組み
AWS OutpostsOutpost と Outpost 間の一貫した接続で動作するように設計されていますAWSリージョ
ン。リージョンとオンプレミス環境のローカルワークロードとのこの接続を実現するには、Outpost をオ
ンプレミスネットワークに接続する必要があります。オンプレミスネットワークは、地域とインターネッ
トへのワイドエリアネットワーク (WAN) アクセスを提供する必要があります。また、オンプレミスのワー
クロードまたはアプリケーションが存在するローカルネットワークへの LAN または WAN アクセスを提供
する必要があります。

次の図は、Outpost の両方のフォームファクターを示しています。

目次
• ネットワークコンポーネント (p. 4)
• Outpost への接続AWSリージョン (p. 6)
• ラック用のローカルゲートウェイのしくみ (p. 10)
• サーバーのローカルネットワークインターフェースの仕組み (p. 22)

ネットワークコンポーネント
AWS Outposts は、AWS リージョンからの Amazon VPC を、そのリージョンでアクセスできる VPC 
コンポーネント (インターネットゲートウェイ、仮想プライベートゲートウェイ、Amazon VPC Transit 
Gateway、および VPC エンドポイントなど) を備えた Outpost に拡張します。Outpost はリージョン内の
アベイラビリティーゾーンに設置されており、そのアベイラビリティーゾーンの耐障害性のために使用で
きる拡張機能です。

次の図は、Outpost のネットワークコンポーネントを示しています。
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VPC とサブネット

• AnAWS リージョンオンプレミスネットワーク
• リージョンに複数のサブネットがある VPC
• 顧客所有の IP アドレスプール
• オンプレミスネットワークのOutpost
• ローカルゲートウェイにとってラック (p. 10)、またはローカルネットワークインターフェイスサー

バー (p. 22)

VPC とサブネット
仮想クラウド (VPC) は、その内のすべてのアベイラビリティーゾーンを対象としていますAWSリー
ジョン。Outpost サブネットを追加することで、 リージョン内の任意の VPC を Outpost に拡張できま
す。Outpost サブネットを VPC に追加するには、サブネットを作成するときに Outpost の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定します。

Outposts は複数のサブネットをサポートします。Outpost で EC2 インスタンスを起動するときに、EC2 
インスタンスのサブネットを指定できます。インスタンスがデプロイされる基盤となるハードウェアは指
定できません。Outpost はAWSコンピューティングとストレージ容量。

各 Outpost は、1 つ以上の Outpost サブネットを持つことができる複数の VPC をサポートできます。VPC 
クォータの詳細については、「Amazon VPC クォータのAmazon VPC User Guide。

Outpost サブネットは、Outpost を作成した VPC の VPC CIDR 範囲から作成します。Outpost のアドレ
ス範囲は、Outpost サブネットにある EC2 インスタンスなどのリソースに使用できます。AWSは、VPC 
CIDR または Outpost サブネット範囲をオンプレミスの場所に直接アドバタイズしません。

DNS
VPC に接続されているネットワークインターフェイスの場合、Outposts サブネットの EC2 インスタン
スは Amazon Route 53 DNS サービスを使用してドメイン名を IP アドレスを解決できます。Route 53 
は、Outpost で実行されているインスタンスのドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックなどの 
DNS 機能をサポートしています。特定のドメインへのトラフィックのルーティングでは、パブリックとプ
ライベートの両方のアベイラビリティーゾーンがサポートされています。Route 53 リゾルバーはAWSリー

5
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リージョン接続

ジョン。したがって、アウトポストからバックへのサービスリンク接続AWSこれらの DNS 機能を動作さ
せるには、リージョンを起動して実行する必要があります。

Outpost と AWS リージョン間のパスレイテンシーによっては、Route 53 での DNS 解決時間が長くなる
場合があります。このような場合、オンプレミス環境でローカルにインストールされた DNS サーバーを
使用できます。独自の DNS サーバーを使用するには、オンプレミス DNS サーバー用の DHCP オプショ
ンセットを作成し、それらを VPC に関連付ける必要があります。また、これらの DNS サーバーに IP 接
続があることを確認する必要があります。また、到達可能性のためにローカルゲートウェイルーティング
テーブルにルートを追加する必要があるかもしれませんが、これはローカルゲートウェイを備えたOutpost
ラックのオプションにすぎません。DHCP オプションセットには VPC スコープがあるため、Outpost サ
ブネットと VPC のアベイラビリティーゾーンサブネットの両方のインスタンスは、指定された DNS サー
バーを DNS 名前解決に使用しようとします。

クエリロギングは、Outpost から発信された DNS クエリではサポートされていません。

Outpost への接続AWSリージョン
AWS Outpostsは、サービスリンク接続を介したワイドエリアネットワーク (WAN) 接続をサポートしま
す。

目次
• サービスリンクを介した接続 (p. 6)
• VPC を使用したサービスリンクのプライベート接続 (p. 8)
• 冗長インターネット接続 (p. 10)

サービスリンクを介した接続
時AWS Outpostsプロビジョニング、あなたまたはAWSOutpost を選択したに接続するサービスリンク接続
を作成しますAWS地域またはOutposts ホーム地域. サービスリンクは、Outpostが選択したホームリージョ
ンと通信するときに使用される暗号化された一連のVPN接続です。サービスリンク上のトラフィックをセ
グメント化するには、仮想 LAN (VLAN) を使用します。サービスリンクVLANは、OutpostとOutpost間の
通信を可能にしますAWSOutpost と VPC 内トラフィックの両方を管理するリージョンAWS地域と前哨基
地。

Outpost にプライベート接続オプションを選択した場合、サービスリンク VPN 接続は、指定した既存の 
VPC とサブネットを使用して確立されます。詳細については、「VPC を使用したサービスリンクのプラ
イベート接続 (p. 8)」を参照してください。

あるいは、前哨基地はサービスリンク VPN を作成してAWSパブリックリージョン接続によるリージョ
ン。そのためには、前哨基地がAWSリージョンのパブリック IP 範囲。パブリックインターネットまたは
AWS Direct Connectパブリック仮想インターフェイス。この接続は、サービスリンク VLAN 内の特定の
ルートを介して、または 0.0.0/0 デフォルトルートを介して行うことができます。のパブリック範囲の詳細
についてはAWS「AWSIP アドレスの範囲。

サービスリンクが確立されると、Outpostはサービスを開始し、AWS。サービスリンクは次のトラフィッ
クに使用されます。

• サービスリンクを介した Outpost への管理トラフィック。内部コントロールプレーントラフィック、内
部リソースモニタリング、ファームウェアとソフトウェアのアップデートが含まれます。

• Outpost と、顧客データプレーントラフィックを含む、関連する VPC 間のトラフィック。

サービスリンク最大送信単位 (MTU) 要件

6

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-ip-ranges.html
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サービスリンクを介した接続

ネットワーク接続の最大送信単位 (MTU) とは、接続を介して渡すことができる最大許容パケットサ
イズ (バイト単位) です。AWS Outpostsオンプレミスネットワーク全体で最低 1500 バイトが必要で
す。Outpost サービスリンクは、1300 バイトの最大パケットサイズをサポートします。

サービスリンク帯域幅の推奨事項

最適な体験と回復力のために、AWSは、へのサービスリンク接続に少なくとも 500 Mbps（1 Gbps が優
れている）の冗長接続を使用することを推奨します。AWSリージョン。ではを使用できます。AWS Direct 
Connectまたはサービスリンクのインターネット接続。Outpost ラックの場合、最小 500 Mbps のサービス
リンク接続により、Amazon EC2 インスタンスの起動、Amazon EBS ボリュームのアタッチ、およびアク
セスが可能になります。AWSAmazon EKS、Amazon EMR、およびなどのサービス CloudWatchメトリク
ス。Outpostサーバーはより低い最小値をサポートします。詳細については、「the section called “サーバ
のサービスリンクトラフィック” (p. 27)」を参照してください。

Outposts サービスリンクの帯域幅要件は、次の特性によって異なります。

• Outpost ラックの数と Outpost の容量構成
• AMI サイズ、アプリケーションの伸縮自在性、バースト速度のニーズ、リージョンへの Amazon VPC ト

ラフィックなどのワークロード特性

ニーズに必要なサービスリンク帯域幅に関するカスタムの推奨事項を受け取るには、AWS営業担当者また
は APN パートナー。

ファイアウォールとサービスリンク

このセクションでは、ファイアウォールの構成とサービスリンク接続について説明します。

以下の図では、設定によって Amazon VPC がAWSOutpost へのリージョン。AnAWS Direct Connectパ
ブリック仮想インターフェイスはサービスリンク接続です。次のトラフィックはサービスリンクを通過
し、AWS Direct Connect接続:

• サービスリンクを介したOutpostへの管理トラフィック
• Outpost と関連するすべての VPC 間のトラフィック

インターネット接続でステートフルファイアウォールを使用して、パブリックインターネットからサービ
スリンク VLAN への接続を制限している場合は、インターネットから開始されるすべてのインバウンド接
続をブロックできます。これは、サービスリンクVPNが前哨基地から地域へのみ開始し、地域から前哨基
地までは開始しないためです。
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VPC を使用したサービスリンクのプライベート接続

ファイアウォールを使用してサービスリンク VLAN からの接続を制限する場合、すべてのインバウンド接
続をブロックできます。から前哨基地に戻るアウトバウンド接続を許可する必要がありますAWS次の表に
従ってリージョンを指定します。ファイアウォールがステートフルの場合、許可されている Outpost から
のアウトバウンド接続、つまり Outpost から開始されたアウトバウンド接続は、インバウンドに戻ること
を許可する必要があります。

プロトコル ソースポート 送信元 発信先 
ポート

送信先アドレス

UDP 443 前哨サービスリンク /26 443 アウトポスト地域の公
共ルート

TCP 1025-65535 前哨サービスリンク /26 443 アウトポスト地域の公
共ルート

Note

Outpost のインスタンスは、両方のインスタンスが同じ VPC 内にある場合、サービスリンクを
使用して別の Outposts のインスタンスと通信することはできません。ローカルゲートウェイ
またはローカルネットワークインターフェイスを使用して、同じ VPC 内の Outposts 間で通信
します。アウトポストラックは、ローカルゲートウェイコンポーネントを含む冗長電源および
ネットワーク機器を使用して設計されています。詳細については、「AWS Outposts での耐障害
性 (p. 87)」を参照してください。

VPC を使用したサービスリンクのプライベート接続
Outpost を作成するときに、コンソールでプライベート接続オプションを選択できます。これを行うと、
指定した VPC とサブネットを使用して Outpost がインストールされた後に、サービスリンク VPN 接続が
確立されます。これにより、VPC を介したプライベート接続が可能になり、パブリックインターネットへ
の露出が最小限に抑えられます。

Note

• Outpostのプライベート接続を元に戻す必要がある場合は、に連絡する必要があります
AWSEnterprise Support

• Outposts サーバーはプライベートゲートウェイをサポートしていませんAWS Direct Connect
接続。ではを使用できます。AWS Direct Connectサービスリンク接続用ですが、プライベート
ゲートウェイは使用できません。
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VPC を使用したサービスリンクのプライベート接続

前提条件
Outpost にプライベート接続を設定する前に、次の前提条件が必要です。

• ユーザーまたはロールがプライベート接続用のサービスにリンクされたロールを作成できるようにする
には、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可を設定する必要があります。IAM エン
ティティには、以下のアクションにアクセスする権限が必要です。
• arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/outposts.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForOutposts* での iam:CreateServiceLinkedRole

• arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/outposts.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForOutposts* での iam:PutRolePolicy

• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DescribeSubnets

詳細については、の Identity and Access Management (IAM)AWS Outposts (p. 82) および AWS 
Outposts のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 84) を参照してください。

• 同じでAWSアカウントとアベイラビリティーゾーンを Outpost として、10.1.0.0/16 と競合しないサブ
ネット /25 以上の Outpost プライベート接続のみを目的として VPC を作成します。例えば、10.2.0.0/16 
を使用できます。

• Outpost ラックの場合は、AWS Direct Connect接続、プライベート仮想インターフェイス、および仮想
プライベートゲートウェイを使用して、オンプレミスの Outpost が VPC にアクセスできるようにしま
す。そのファイルにAWS Direct Connect接続は別ですAWSVPC からのアカウント、「」を参照してく
ださいアカウント間で仮想プライベートゲートウェイを関連付けるのAWS Direct Connectユーザーガイ
ド。

• オンプレミスネットワークにサブネット CIDR をアドバタイズします。ではを使用できます。AWS 
Direct Connectではその方法を説明しています。詳細については、次を参照してください。AWS Direct 
Connect仮想インターフェイスそしての使用AWS Direct ConnectゲートウェイのAWS Direct Connect
ユーザーガイド。以外のオプションAWS Direct Connect「イントロダクションにAmazon Virtual Private 
Cloud Connectivity Options。

プライベート接続オプションは、Outpost をAWS Outpostsconsole. 手順については、「Outpost を作成
し、Outpost 容量を注文します (p. 39)」を参照してください。

Note

Outpostが設置されているときにプライベート接続オプションを選択するには保留中ステータス、
選択Outpostsコンソールから Outpost を選択します。選択アクション,プライベート接続を追加す
る「」を参照してください。

Outpostのプライベート接続オプションを選択したら、AWS Outpostsは、ユーザーに代わって次のタスク
を実行できるようにするために、アカウント内にサービスにリンクされたロールを自動的に作成します。

• 指定したサブネットと VPC にネットワークインターフェイスを作成し、ネットワークインターフェイス
のセキュリティグループを作成します。

• にアクセス許可を付与しますAWS Outpostsservice を使用して、ネットワークインターフェイスをアカ
ウントの Service Link エンドポイントインスタンスにアタッチします。

• アカウントからネットワークインターフェイスをサービスリンクエンドポイントインスタンスにアタッ
チします。

サービスにリンクされたロールの詳細については、「AWS Outposts のサービスにリンクされたロールの
使用 (p. 84)」を参照してください。

Important

Outpost をインストールしたら、Outpost からサブネット内のプライベート IP への接続を確認し
ます。
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AWS Outposts ユーザーガイド
冗長インターネット接続

冗長インターネット接続
前哨基地から接続を構築するときAWSリージョンでは、可用性と回復性を高めるために複数の接続を作成
することをお勧めします。詳細については、次を参照してください。AWS Direct Connect回復性の推奨事
項。

パブリックインターネットへの接続が必要な場合は、既存のオンプレミスのワークロードと同じように、
冗長インターネット接続と多様なインターネットプロバイダーを使用できます。

ラック用のローカルゲートウェイのしくみ
Outpost ラックには、オンプレミスネットワークへの接続を提供するローカルゲートウェイがありま
す。Outpost ラックがある場合は、ターゲットがオンプレミスネットワークであるローカルゲートウェ
イをターゲットとして含めることができます。ローカルゲートウェイは Outpost ラックでのみ使用で
き、Outpost ラックに関連付けられた VPC およびサブネットルートテーブルでのみ使用できます。

目次
• ローカルゲートウェイ (p. 10)
• 顧客所有の IP アドレス (p. 11)
• ルーティング (p. 11)
• ラックのローカルネットワーク接続 (p. 15)

ローカルゲートウェイ
ローカルゲートウェイは 2 つの目的を果たします。オンプレミス宛先トラフィックの送信先を VPC の
ルートテーブルに追加し、顧客所有の IP プールからアドレスが割り当てられているインスタンスに対し
てネットワークアドレス変換 (NAT) を実行します。また、インターネットバウンドトラフィックの通信に
ローカルゲートウェイを使用することもできます。各 Outpost は 1 つのローカルゲートウェイをサポート
します。複数の VPC をローカルゲートウェイに関連付けることができます。詳細については、「ローカル
ゲートウェイの使用 (p. 71)」および「ラックのローカルネットワーク接続 (p. 15)」を参照してくだ
さい。

VPC にローカルゲートウェイを接続して、オンプレミスネットワークに接続できます。ローカルゲート
ウェイは、ローカルネットワーク、またはローカルゲートウェイ VLAN と VPC 間の接続を提供します。
ローカルゲートウェイは、ローカルゲートウェイに割り当てられているプールから Elastic IP アドレスに
対して、Outpost インスタンスの IP アドレスの NAT を実行します。ローカルゲートウェイ NAT 機能は、
インターネットゲートウェイがAWSリージョン。

Outpost ラックのローカルゲートウェイにより、Outpost サブネットからすべてのサブネットへの接続
が可能になります。AWSアベイラビリティーゾーンのサブネットからアクセスするのと同じ方法で、親
リージョンで使用可能なサービス。たとえば、パブリックインターネット経由でリージョナルサービス
エンドポイントにアクセスしたり、インターフェイス VPC エンドポイント（AWS PrivateLink) は、パブ
リックインターネットを経由せずにアクセスします。詳細については、「Outpost への接続AWSリージョ
ン (p. 6)」を参照してください。

ローカルゲートウェイを介した接続
ローカルゲートウェイの主な役割は、Outpost からローカルオンプレミス LAN への接続を提供すること
です。また、オンプレミスネットワークを介してインターネットへの接続を提供します。ローカルゲー
トウェイは、データプレーンパスをAWSリージョン。LAN とリージョンの間にすでに接続している場合
AWS Site-to-Site VPNまたはAWS Direct Connectとすれば、同じ経路を使って前哨基地からAWSリージョ
ンは非公開です。
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ローカルゲートウェイのデータプレーンパスは、Outpost から、ローカルゲートウェイ、およびプライ
ベートローカルゲートウェイ LAN セグメントを通過します。その後、プライベートパスをたどってAWS
リージョンのサービスエンドポイント。

次の図は、を使用するプライベート接続の設定を示しています。AWS Direct Connect接続、仮想インター
フェイス、および仮想プライベートゲートウェイ。

顧客所有の IP アドレス
インストールプロセス中に、AWSは、オンプレミスネットワークに関して提供された情報を使用して、と
呼ばれるアドレスプールを作成します。顧客所有の IP アドレスプール(CoIP プール)。AWS次に、それを
ローカルゲートウェイに割り当てて、BGP を介してカスタマーネットワークにアドバタイズメントしま
す。

顧客所有の IP アドレスは、オンプレミスネットワークを介して Outpost サブネット内のリソースへの
ローカル接続または外部接続を提供します。カスタマー所有の IP プールから新しい Elastic IP を割り当
てて、EC2 インスタンスなどの Outpost 上のリソースにこれらの IP アドレスを割り当てることができま
す。次に、EC2 インスタンスにこの新しい Elastic IP を割り当てます。カスタマー所有の IP アドレスプー
ルには、次の要件が適用されます。

• ネットワーク内のアドレスをルーティングできる必要があります
• CIDR ブロックは最低 /26 でなければなりません

顧客所有の IP アドレスプールから Elastic IP アドレスを割り当てる場合でも、カスタマー所有の IP アド
レスプール内の IP アドレスを引き続き所有します。必要に応じて、社内ネットワークまたは WAN で広告
を宣伝する責任があります。

オプションで、顧客所有のプールを複数のプールと共有できます。AWSのアカウントAWS Organizations
を使用するを使用するAWS Resource Access Manager。プールを共有した後、参加者は顧客所有
の IP プールから Elastic IP を割り当てて関連付けることができます。詳細については、the section 
called “ステップ 3: カスタマー所有の IP アドレスをインスタンスに割り当て、インスタンスに関連付け
る” (p. 62) を参照してください。顧客所有の IPv4 アドレスを共有する方法については、「」を参照し
てください。リソースの共有のAWS RAMユーザーガイド。Outpost インスタンスを起動した後、顧客所有
のプールを使用します。

ルーティング
デフォルトでは、すべての Outpost サブネットは VPC からメインルートテーブルを継承します。カスタ
ムルートテーブルを作成し、Outpost サブネットに関連付けることができます。宛先がオンプレミスネッ
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ルーティング

トワークの場合は、ローカルゲートウェイをターゲットとして含めることができます。ローカルゲート
ウェイは、Outpost に関連付けられた VPC およびサブネットルートテーブルでのみ使用できます。

Outpost サブネットのルートテーブルは、アベイラビリティーゾーンサブネットの場合と同様に機能しま
す。IP アドレス、インターネットゲートウェイ、ローカルゲートウェイ、仮想プライベートゲートウェ
イ、およびピア接続を宛先として指定できます。たとえば、継承されたメインルートテーブルまたはカス
タムテーブルを介して、各 Outpost サブネットは VPC ローカルルートを継承します。つまり、VPC CIDR 
内の宛先を持つ Outpost サブネットを含む VPC 内のすべてのトラフィックが VPC でルーティングされた
ままになります。Outpost サブネットの Outpost で VPC CIDR ローカルルートよりも具体的な範囲を設定
することはできません。

Outpost サブネットルートテーブルには、次の宛先を含めることができます。

• VPC CIDR 範囲–AWSインストール時にこれを定義します。これはローカルルートであり、同じ VPC 内
の Outpost インスタンス間のトラフィックを含む、すべての VPC ルーティングに適用されます。

• 顧客オンプレミスのネットワーク— ローカルゲートウェイは、このトラフィックを低レイテンシールー
ティングでオンプレミスネットワークにルーティングします。

• AWSリージョンの送信先— これには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon 
DynamoDB ゲートウェイエンドポイントのプレフィックスリストが含まれます。AWS Transit Gateway
は、仮想プライベートゲートウェイ、インターネットゲートウェイ、および VPC ピアリングです。

同じ Outpost 上の複数の VPC とのピアリング接続がある場合、VPC 間のトラフィックは Outpost に残
り、リージョンに戻るサービスリンクを使用しません。

次の設定のを検討します。

• アベイラビリティーゾーン 1 とアベイラビリティーゾーン 2 にまたがる CIDR ブロック 10.0.0.0/16 を
持つ VPC

• VPC 内の 3 つのサブネット、アベイラビリティーゾーン 1 (10.0.1.0/24) のサブネット 1 (10.0.1.0/24)、
アベイラビリティーゾーン 2 (10.0.2.0/24) のサブネット 2 (10.0.2.0/24)、サブネット 3 は Outpost 
(10.0.3.0/24) です。アウトポストは、アベイラビリティーゾーン 2 にホームです。

• IP アドレスが 10.0.1.25 のサブネット 1 の EC2 インスタンス。
• IP アドレスが 10.0.2.34 のサブネット 2 の EC2 インスタンス。
• プライベート IP アドレス 10.0.3.112 と 10.0.3.113 のサブネット 3 の 2 つの EC2 インスタンス。
• 172.16.0.0/24 のオンプレミスネットワークCIDR。
• 顧客所有の IP プール (10.1.0.0/26)。
• BGP アドバタイズ（10.1.0.0/26）を使用して顧客所有の IP プールをオンプレミスネットワークにアド

バタイズするローカルゲートウェイ。
• 10.0.3.112 を 10.1.0.2 に、10.0.3.113 を 10.1.0.3 にマッピングするエラスティック IP アドレスのアソ

シエーション。
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Outpost サブネットルートテーブルには、次のエントリが必要です。

送信先 ターゲット タイプ メモ

10.0.0.0/16 ローカル で定義されるAWS ローカル VPC ルート。
このルートでは、のサ
ブネットを含む VPC 
内接続が可能になりま
す。AWSリージョン。

0.0.0.0 internet-gateway-id ユーザーによって定義
される

このルートにより、イ
ンスタンスはパブリッ
クインターネットに接
続できます。サブネッ
ト 3 のインスタンス
には、インターネット
接続を許可するために 
Elastic IP アドレスを割
り当てる必要がありま
す。

172.16.0.0/24 local-gateway-id ユーザーによって定義
される

このルートでは、サブ
ネット 3 のインスタ
ンスがローカルゲート
ウェイを介してオンプ
レミスネットワークに
接続できます。

例: ローカルゲートウェイルートティング
次の設定のを検討します。

• CIDR ブロックを持つ VPC は 10.0.0.0/16 です。
• CIDR ブロック 10.0.3.0/24 を持つ VPC 内のサブネット。

13
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• プライベート IP アドレス 10.0.3.112 のサブネット内の EC2 インスタンス。
• 顧客所有の IP プール (10.1.0.0/26)。
• BGP アドバタイズ（10.1.0.0/26）を使用して顧客所有の IP プールをオンプレミスネットワークにアド

バタイズするローカルゲートウェイ。
• 10.0.3.112 を 10.1.0.2 にマッピングするエラスティック IP アドレスのアソシエーション。
• NAT を実行するお客様のオンプレミスネットワーク上のルータ。

Outpost サブネットルートテーブルには、次のエントリが必要です。

送信先 ターゲット タイプ メモ

10.0.0.0/16 ローカル で定義されるAWS このルートでは、リー
ジョン内のサブネット
を含む VPC 内接続が可
能になります。

0.0.0.0/0 local-gateway-id ユーザーによって定義
される

サブネット内のインス
タンスには、インター
ネット接続を許可する
ために Elastic IP アドレ
スを割り当てる必要が
あります。

インターネットへのローカルゲートウェイアクセス

ローカルゲートウェイは、Outpost サブネットへのインターネットへのアクセスを提供できます。ローカ
ルゲートウェイがトラフィックをパブリックインターネットにルーティングするように、ルートテーブル
を設定します。

インターネットの EC2 インスタンスから開始されるトラフィックは、0.0.0.0/0 ルートを使用してトラ
フィックをローカルゲートウェイにルーティングします。ローカルゲートウェイは、EC2 インスタンスの
プライベート IP アドレスを顧客所有の IP アドレス（10.1.0.2）にマッピングし、トラフィックをカスタマ
ルータに送信します。ルータは NAT を使用して、顧客所有の IP アドレスをルータのパブリック IP アドレ
スに変換し、トラフィックを送信先に送信します。
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オンプレミスネットワークへのアウトバウンドインスタンストラフィック

オンプレミスネットワークの宛先を持つ EC2 インスタンスから開始されるトラフィックは、Outpost サブ
ネットルートテーブルを使用します。トラフィックはローカルゲートウェイにルーティングされ、ローカ
ルゲートウェイは EC2 インスタンスの IP アドレスを顧客所有の IP アドレス（Elastic IP アドレス）に変
換し、トラフィックを宛先に送信します。

オンプレミスネットワークからインスタンスへのインバウンドトラフィック

EC2 インスタンスを宛先とするオンプレミスネットワークからのトラフィックは、顧客所有の IP アドレ
ス（Elastic IP アドレス）を使用します。トラフィックがローカルゲートウェイに到達すると、ローカル
ゲートウェイは顧客所有の IP アドレス（Elastic IP アドレス）を EC2 インスタンスの IP アドレスにマッ
ピングし、トラフィックを VPC に送信します。

ラックのローカルネットワーク接続
Outpost ラックをオンプレミスネットワークに接続するには、次のコンポーネントが必要です。

• Outpost パッチパネルからお客様のローカルネットワークデバイスへの物理的な接続。
• リンクアグリゲーションコントロールプロトコル（LACP）を使用して、Outpost ネットワークデバイス

およびローカルネットワークデバイスへの 2 つのリンクアグリゲーショングループ（LAG）接続を確立
します。

• Outpost とお客様のローカルネットワークデバイス間の仮想 LAN（VLAN）接続。
• レイヤー 3point-to-point各 VLAN の接続。
• Outpost とオンプレミスサービスリンク間のルートアドバタイズメント用のボーダーゲートウェイプロ

トコル (BGP)。
• ローカルゲートウェイに接続するための Outpost とオンプレミスのローカルネットワークデバイス間の

ルートアドバタイズメントの BGP。

トピック
• 物理接続 (p. 15)
• リンク集約 (p. 16)
• 仮想LAN (p. 17)
• ネットワークレイヤの接続 (p. 18)
• サービスリンク BGP 接続 (p. 19)
• サービスリンクインフラストラクチャサブネットアドバタイズメントと IP 範囲 (p. 20)
• ローカルゲートウェイ BGP 接続 (p. 20)
• ローカルゲートウェイ顧客所有の IP サブネットアドバタイズ (p. 21)

物理接続
Outpost ラックには、ローカルネットワークに接続する 2 つの物理ネットワークデバイスがあります。

Outpost には、これらの Outpost ネットワークデバイスとローカルネットワークデバイスとの間に少なく
とも 2 つの物理リンクが必要です。Outpost は、各 Outpost ネットワークデバイスについて、次のアップ
リンク速度と量をサポートします。

アップリンク速度 アップリンク数

1 Gbps 1、2、4、6、または 8
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アップリンク速度 アップリンク数

10 Gbps 1、2、4、8、12、16

40 Gbps または 100 Gbps 1、2 または 4

アップリンクの速度と量は、各 Outpost ネットワークデバイス上で対称的です。100 Gbps をアップリン
ク速度として使用する場合は、順方向エラー訂正（FEC CL91）を使用してリンクを設定する必要があり
ます。

アウトポストラックは、ルーセントコネクタ（LC）、マルチモードファイバ（MMF）、またはLC付き
MMF OM4を備えたシングルモードファイバ（SMF）をサポートできます。AWSは、ラック位置で提供す
るファイバと互換性のある光学系を提供します。

次の図では、物理的な境界は各前哨基地内のファイバーパッチパネルです。Outpost をパッチパネルに接
続するために必要なファイバーケーブルを用意します。

リンク集約
AWS Outpostsは、Link Aggregation Control Protocol (LACP) を使用して、各 Outpost ネットワークデバイ
スから各ローカルネットワークデバイスへの 2 つのリンクアグリゲーショングループ (LAG) 接続を確立し
ます。各 Outpost ネットワークデバイスからのリンクは、1 つのネットワーク接続を表すために Ethernet 
LAG に集約されます。これらの LAG は LACP と標準の高速タイマーを使用します。

サイトで Outpost インストールを有効にするには、ネットワークデバイスで LAG 接続の側を構成する必要
があります。

論理的な観点から、Outpost パッチパネルを境界点として無視し、Outpost ネットワーキングデバイスを使
用します。

複数のラックがある展開の場合、Outpost には Outpost ネットワークデバイスのアグリゲーションレイヤ
とローカルネットワークデバイスの間に 4 つのラグが必要です。

次の図は、各 Outpost ネットワークデバイスと、接続されたローカルネットワークデバイス間の 4 つの物
理接続を示しています。Ethernet LAG を使用して、Outpost ネットワークデバイスと顧客のローカルネッ
トワークデバイスを接続する物理リンクを集約します。
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仮想LAN
Outpost ネットワークデバイスとローカルネットワークデバイス間の各ラグは、IEEE 802.1q イーサネッ
トトランクとして設定する必要があります。これにより、データパス間のネットワーク分離に複数の 
VLAN を使用できます。

各 Outpost には、オンプレミスネットワークとそのネットワークとの間に次のデータパスがあります。

• サービスリンク VLAN— アウトポストとアウトポスト間の通信を可能にするAWSOutpost トラフィック
と VPC 内トラフィックの両方を管理するためのリージョンAWS地域と前哨基地。この VLAN はAWS
リージョン。これにより、Outpost からのサービスリンク接続をリージョンに戻すことができます。
サービスリンクは、Outpost からリージョンへのカスタム VPN または VPN です。これは、Outpost を
購入したときにアベイラビリティーゾーンで構成される Outpost に接続されます。

• ローカルゲートウェイ VLAN— VPC からローカル LAN への VPC トラフィックを有効にします。この 
VLAN を使用すると、Outpost で実行中のインスタンスがオンプレミスネットワークと通信できるよう
になります。また、オンプレミスネットワークを介してインターネットと通信することもできます。

サービスリンク VLAN とローカルゲートウェイ VLAN は、Outpost とお客様のローカルネットワークデバ
イス間のみ設定できます。

Outpost は、サービスリンクとローカルゲートウェイのデータパスを 2 つの独立したネットワークに分離
するように設計されています。これにより、Outpost で実行されているサービスと通信できるネットワー
クを選択できます。また、カスタマーローカルネットワークデバイス上の複数のルートテーブル（通称
仮想ルーティングおよび転送インスタンス（VRF）を使用して、サービスリンクをローカルゲートウェイ
ネットワークから分離したネットワークにすることもできます。境界線は Outpost ネットワークデバイス
のポートに存在します。AWS上のインフラストラクチャを管理するAWS接続側で、回線側のインフラスト
ラクチャを管理できます。

インストールおよび進行中の操作中に Outpost をオンプレミスネットワークに統合するには、Outpost 
ネットワークデバイスと顧客のローカルネットワークデバイス間で使用される VLAN を割り当てる必要
があります。この情報をAWSインストール前。詳細については、「the section called “ネットワーク準備
チェックリスト” (p. 31)」を参照してください。
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ネットワークレイヤの接続
各 Outpost ネットワークデバイスは、お客様のローカルネットワークデバイスと通信して BGP セッショ
ンを確立できるように、各 VLAN に IP アドレスを必要とします。この論理を表すには、/30 または /31 の 
CIDR を持つ専用のサブネットを使用することをお勧めします。point-to-point接続性。顧客のローカルネッ
トワークデバイス間で VLAN をブリッジしないことをお勧めします。

次の 2 つのパスを確立する必要があります。

• サービスリンクパス-このパスを確立するには、/30 または /31 の範囲で VLAN サブネットと、Outpost 
ネットワークデバイス上のサービスリンク VLAN の IP アドレスを指定します。

• ローカルゲートウェイパス-このパスを確立するには、/30 または /31 の範囲で VLAN サブネット
と、Outpost ネットワークデバイス上のローカルゲートウェイ VLAN の IP アドレスを指定します。

次の図は、サービスリンクパスおよびローカルゲートウェイパスについて、各 Outpost ネットワークデバ
イスからカスタマーローカルネットワークデバイスへの接続を示しています。この例では、4 つの VLAN 
があります。

• VLAN A は、Outpost ネットワークデバイス 1 をカスタマーローカルネットワークデバイス 1 に接続す
るサービスリンクパス用です。

• VLAN B は、Outpost ネットワークデバイス 1 とカスタマーローカルネットワークデバイス 1 を接続す
るローカルゲートウェイパス用です。

• VLAN C は、Outpost ネットワークデバイス 2 をカスタマーローカルネットワークデバイス 2 に接続す
るサービスリンクパス用です。

• VLAN D は、Outpost ネットワークデバイス 2 とお客様のローカルネットワークデバイス 2 を接続する
ローカルゲートウェイパス用です。

次の表に、Outpost ネットワークデバイス 1 を顧客のローカルネットワークデバイス 1 に接続するサブ
ネットの値の例を示します。

VLAN サブネット カスタマーデバイス 1 
IP

AWS1チップを1つずつ

A 10.0.0.0/30 10.0.0.2 10.0.0.1

B 172.16.0.0/30 172.16.0.2 172.16.0.1

次の表に、Outpost ネットワークデバイス 2 を顧客のローカルネットワークデバイス 2 に接続するサブ
ネットの値の例を示します。

VLAN サブネット カスタマーデバイス 2 
IP

AWS2チップをOND

C 10.0.0.4/30 10.0.0.6 10.0.0.5
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VLAN サブネット カスタマーデバイス 2 
IP

AWS2チップをOND

D 172.16.0.4/30 172.16.0.6 172.16.0.5

サービスリンク BGP 接続
Outpost は、サービスリンク VLAN を介したサービスリンク接続のために、各 Outpost ネットワークデ
バイスとカスタマーローカルネットワークデバイスの間に外部 BGP ピアリングセッションを確立しま
す。BGP ピアリングセッションは、に提供された /30 または /31 IP アドレスの間で確立されます。point-
to-pointVLAN。各 BGP ピアリングセッションは、Outpost ネットワークデバイス上のプライベート自律シ
ステム番号（ASN）と、お客様のローカルネットワークデバイス用に選択した ASN を使用します。AWS
は、のインストールプロセスの一部として属性を提供します。

サービスリンク VLAN によって 2 つのカスタマーローカルネットワークデバイスに接続された 2 つの 
Outpost ネットワークデバイスを持つ Outpost があるシナリオを考えてみましょう。各サービスリンクに
対して、次のインフラストラクチャおよびカスタマーローカルネットワークデバイスの BGP ASN アトリ
ビュートを設定します。

• サービスリンク BGP ASN。2 バイト (16 ビット) または 4 バイト (32 ビット)。有効な値は 
64512-65535 または 420000000-4294967294 です。

• インフラストラクチャ CIDR。これは、ラックあたり /26 CIDR である必要があります。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 1 サービスリンク BGP ピア IP アドレス。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 1 サービスリンク BGP ピア ASN。有効な値は 1～

4294967294 です。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 2 サービスリンク BGP ピア IP アドレス。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 2 サービスリンク BGP ピア ASN。有効な値は 1～

4294967294 です。詳細については、「」を参照してください。RFC4893。

Outpost は、次のプロセスを使用して、サービスリンク VLAN 上で外部 BGP ピアリングセッションを確立
します。

1. 各 Outpost ネットワークデバイスは ASN を使用して、接続されたローカルネットワークデバイスと 
BGP ピアリングセッションを確立します。
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2. Outpost ネットワークデバイスは、リンクおよびデバイスの障害をサポートするために、/26 CIDR 範囲
を 2 つの /27 CIDR ブロックとしてアドバタイズします。

3. サブネットは、Outpost からAWSリージョン。

サービスリンクインフラストラクチャサブネットアドバタイズメ
ントと IP 範囲
のプレインストールプロセス中に /26 CIDR 範囲を指定します。サービスリンクインフラストラクチャサ
ブネット。Outpost インフラストラクチャは、この範囲を使用して、サービスリンクを介してリージョン
への接続を確立します。サービスリンクサブネットは Outpost ソースであり、接続を開始します。

Outpost ネットワークデバイスは、リンクおよびデバイスの障害をサポートするために、/26 CIDR 範囲を 
2 つの /27 CIDR ブロックとしてアドバタイズします。

Outpost には、サービスリンク BGP ASN とインフラストラクチャサブネット CIDR（/26）を指定する必
要があります。各 Outpost ネットワークデバイスについて、ローカルネットワークデバイスの VLAN およ
びローカルネットワークデバイスの BGP ASN の BGP ピアリング IP アドレスを指定します。

複数のラック展開がある場合は、ラックごとに 1 つの /26 サブネットが必要です。

ローカルゲートウェイ BGP 接続
Outpost は、ローカルゲートウェイへの接続のために、各 Outpost ネットワークデバイスからローカル
ネットワークデバイスへの外部 BGP ピアリングを確立します。これは、外部 BGP セッションを確立する
ために割り当てたプライベート自律システム番号 (ASN) を使用します。各 Outpost ネットワークデバイス
には、ローカルゲートウェイ VLAN を使用してローカルネットワークデバイスへの 1 つの外部 BGP ピア
リングがあります。

Outpost は、各 Outpost ネットワークデバイスとその接続されたカスタマーローカルネットワークデバイ
ス間のローカルゲートウェイ VLAN 上で外部 BGP ピアリングセッションを確立します。ピアリングセッ
ションは、ネットワーク接続の設定時に提供した /30 または /31 IP の間で確立され、point-to-pointOutpost 
ネットワークデバイスと顧客のローカルネットワークデバイス間の接続。詳細については、「the section 
called “ネットワークレイヤの接続” (p. 18)」を参照してください。

各 BGP セッションでは、Outpost ネットワークデバイス側でプライベート ASN を使用し、顧客のローカ
ルネットワークデバイス側で選択した ASN を使用します。AWSは、プレインストールプロセスの一環と
して属性を提供します。

サービスリンク VLAN によって 2 つのカスタマーローカルネットワークデバイスに接続された 2 つの 
Outpost ネットワークデバイスを持つ Outpost があるシナリオを考えてみましょう。各サービスリンクに
対して、次のローカルゲートウェイおよびカスタマーローカルネットワークデバイスの BGP ASN 属性を
設定します。

• AWSローカルゲートウェイ BGP ASN を提供します。2 バイト（16 ビット）または 4 バイト（32 ビッ
ト）。有効な値は 64512-65535 または 420000000-4294967294 です。

• アドバタイズされる顧客所有のCIDR（パブリックまたはプライベート、最小/26）を指定します。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 1 ローカルゲートウェイ BGP ピア IP アドレスを指定しま

す。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 1 ローカルゲートウェイ BGP ピア ASN を指定します。有効

な値は 1～4294967294 です。詳細については、「」を参照してください。RFC4893。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 2 ローカルゲートウェイ BGP ピア IP アドレスを指定しま

す。
• カスタマーローカルネットワークデバイス 2 ローカルゲートウェイ BGP ピア ASN を指定します。有効

な値は 1～4294967294 です。詳細については、「」を参照してください。RFC4893。
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ローカルゲートウェイ顧客所有の IP サブネットアドバタイズ
インストール前のプロセスでは、AWSは、顧客所有の IP アドレスプールと呼ばれるアドレスプールを作
成します。これは、オンプレミスネットワークに関して提供された情報に基づいて作成されます。この
プールから Elastic IP アドレスを作成し、EC2 インスタンスなどの Outpost 上のリソースにアドレスを割
り当てることができます。

ローカルゲートウェイは、Elastic IP アドレスを顧客所有プールのアドレスに変換します。ローカルゲー
トウェイは、変換されたアドレスをオンプレミスネットワーク、および Outpost と通信するその他のネッ
トワークにアドバタイズします。アドレスは、両方のローカルゲートウェイ BGP セッションでローカル
ネットワークデバイスにアドバタイズされます。

サービスリンク VLAN によって 2 つのカスタマーローカルネットワークデバイスに接続された 2 つの 
Outpost ネットワークデバイスを持つ Outpost があるシナリオを考えてみましょう。以下が設定されてい
ます。

• CIDR ブロックを持つ VPC は 10.0.0.0/16 です。
• CIDR ブロック 10.0.3.0/24 を持つ VPC 内のサブネット。
• プライベート IP アドレス 10.0.3.112 のサブネット内の EC2 インスタンス。
• 顧客所有の IP プール (10.1.0.0/26)。
• 10.0.3.112 を 10.1.0.2 に関連付けるエラスティック IP アドレスのアソシエーション。
• BGP を使用してローカルデバイスを介して 10.1.0.0/26 をオンプレミスネットワークにアドバタイズす

るローカルゲートウェイ。
• Outpost とオンプレミスネットワーク間の通信では、CoIP Elastic IP を使用して Outpost 内のインスタ

ンスに対処します。VPC CIDR 範囲は使用されません。

21



AWS Outposts ユーザーガイド
ローカルネットワークインターフェースの仕組み

サーバーのローカルネットワークインターフェース
の仕組み

Outpost サーバーには、オンプレミスネットワークへの接続を提供するローカルネットワークインター
フェイスが含まれています。ローカルネットワークインターフェイスは、Outpost サブネット上で実行さ
れている Outposts サーバーでのみ使用できます。Outpost ラックまたは EC2 インスタンスからローカル
ネットワークインターフェイスを使用することはできません。AWSリージョン。ローカルネットワークイ
ンターフェイスは、オンプレミスのロケーションのみを対象としています。

目次
• ローカルネットワークインターフェイス (p. 23)
• ネットワーク上のローカルネットワークインターフェイス (p. 23)
• サーバーのローカルネットワーク接続 (p. 25)
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ローカルネットワークインターフェイス

Outposts が使用するローカル接続方法は、サイトのフォームファクタによって異なります。Outpost 
サーバーが使用するローカルネットワークインターフェイス。ローカルネットワークインターフェイス
は、EC2 インスタンスをオンプレミスネットワークに接続する論理ネットワークコンポーネントです。

ローカルネットワークインターフェイスは、ローカルエリアネットワーク上で直接実行されます。このタ
イプのローカル接続では、オンプレミス機器と通信するためにルーターやゲートウェイは必要ありませ
ん。ローカルネットワークインターフェイスは、ネットワークインターフェイスまたは Elastic Network 
Interface と同様の名前が付けられます。このセクションでは、このガイド全体で、常にを使用して、2 つ
のインターフェイスを区別します。ローカルローカルネットワークインターフェイスを参照してくださ
い。

Outpost サブネットでローカルネットワークインターフェイスを有効にした場合、Outpost サーバーから起
動される EC2 インスタンスには 2 つのネットワークインターフェイスが含まれ、そのうちの 1 つはロー
カルネットワークインターフェイスです。ローカルネットワークインターフェイスはオンプレミスネット
ワークに接続し、他のネットワークインターフェイスは VPC に接続します。他のオンプレミス機器と同様
に、ローカルネットワークインターフェイスがローカルエリアネットワークで通信できるようにオペレー
ティングシステムを構成します。ローカルネットワークインターフェイスはローカルエリアネットワーク
で実行されるため、VPC で DHCP オプションセットを使用してローカルネットワークインターフェイス
を設定することはできません。ローカルネットワークインターフェイスの有効化の詳細については、「」
を参照してください。ローカルネットワークインターフェイスでの作業 (p. 23)。

VPC に接続されているネットワークインターフェイスは、ローカルネットワークインターフェイスではな
く、親リージョンと同じように機能します。たとえば、VPC ネットワーク接続を使用してパブリックイン
ターネット経由でリージョンのサービスエンドポイントにアクセスしたり、インターフェイス VPC エンド
ポイント（AWS PrivateLink) パブリックインターネットを経由せずにそれらにアクセスします。詳細につ
いては、「Outpost への接続AWSリージョン (p. 6)」を参照してください。

ネットワーク上のローカルネットワークインターフェ
イス
In (イン)AWS Outpostsでは、ローカルネットワークインターフェイスは、EC2 インスタンスをオンプレ
ミスネットワークに接続する論理ネットワークコンポーネントです。詳細については、「ローカルネット
ワークインターフェイス (p. 23)」を参照してください。

トピック
• ローカルネットワークインターフェイスの基本 (p. 24)
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• Outpost サブネットのローカルネットワークインターフェイスを有効にする (p. 25)
• ローカルネットワークインターフェイスの使用 (p. 25)

ローカルネットワークインターフェイスの基本
ローカルネットワークインターフェイスは、物理レイヤ 2 ネットワークへのアクセスを提供します。VPC 
は、仮想化レイヤ 3 ネットワークです。ローカルネットワークインターフェイスは VPC ネットワークコ
ンポーネントをサポートしていません。これらのコンポーネントには、セキュリティグループ、ネット
ワークアクセスコントロールリスト、仮想化ルータまたはルートテーブル、フローログ、またはその他の
仮想化レイヤ 3 ネットワーキングコンポーネントが含まれます。ローカルネットワークインターフェイス
は、Outpost サーバに VPC レイヤ 3 フローの可視性を付与しません。インスタンスのホストオペレーティ
ングシステムは、物理ネットワークからのフレームを完全に可視化しています。これらのフレーム内の情
報には、標準のファイアウォールロジックを適用できます。しかし、このコミュニケーションは起こりま
す。内部インスタンスと外側EC2 や VPC などの仮想化コンストラクトの範囲。

ローカルネットワークインターフェイスについては、次の制限事項を検討してください。

• ローカルネットワークインターフェイスは ARP および DHCP プロトコルをサポートします。一般的な 
L2 ブロードキャストメッセージはサポートされていません。

• ローカルネットワークインターフェイスのクォータは、ネットワークインターフェイスのクォータから
外れます。詳細については、次を参照してください。ネットワークインターフェイス」(Amazon VPC 
ユーザーガイド) を参照してください。

• 各 EC2 インスタンスに 1 つのローカルネットワークインターフェイス。
• Outposts サーバーは複数の EC2 インスタンスをホストでき、それぞれにローカルネットワークイン

ターフェイスがあります。

Note

同じサーバー内の EC2 インスタンスは、Outposts サーバーの外部にデータを送信することな
く、直接通信できます。この通信には、ローカルネットワークインターフェイスまたは Elastic 
Network Interface を介したトラフィックが含まれます。

• ローカルネットワークインターフェイスは、Outpost サーバー上の Outposts サブネットで実行されてい
るインスタンスでのみ使用できます。

• ローカルネットワークインターフェイスは、無差別モードまたは MAC アドレススプーフィングをサ
ポートしていません。

パフォーマンス

ローカルネットワークインターフェイスは、ネットワークインターフェイスと同じレベルの帯域幅パ
フォーマンスを提供できますが、サーバのアップリンク速度によって制限されます。ネットワークイン
ターフェイスの IP フローベースの制限は、ローカルネットワークインターフェイスの MAC アドレスペア
に基づきます。詳細については、次を参照してください。CloudWatch を使用したインスタンスのモニタ
リングのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。Windows については、を参照してくださ
い。CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリングのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド。

モニタリング

CloudWatch メトリックスは、ネットワークインターフェイスと同様に、ローカルネットワークインター
フェイスごとに生成されます。Linux に適用される詳細については、を参照してください。EC2 インスタ
ンスのネットワークパフォーマンスをモニタリングします。のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド。Windows に適用可能な詳細については、「」を参照してください。EC2 インスタンスのネッ
トワークパフォーマンスをモニタリングします。のWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド。
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MAC アドレス
AWSローカルネットワークインターフェイスの MAC アドレスを提供します。ローカルネットワークイン
ターフェイスは、MAC アドレスにローカル管理アドレス（LAA）を使用します。ローカルネットワークイ
ンターフェイスは、インターフェイスを削除するまで同じ MAC アドレスを使用します。ローカルネット
ワークインターフェイスを削除したら、ローカル設定から MAC アドレスを削除します。AWSは、使用さ
れなくなった MAC アドレスを再利用できます。

Outpost サブネットのローカルネットワークインターフェイスを
有効にする
を使用するmodify-subnet-attributeコマンドからコマンドを実行するAWS CLIをクリックして、Outpost サ
ブネット上のローカルネットワークインターフェイスを有効にします。modify subnet 属性を使用すると、
ローカルネットワークインターフェイスのデバイス位置を指定できます。デバイス位置は、インスタン
スのデバイスインデックス上のネットワークインターフェイスの位置です。このサブネット上の Outpost 
サーバーから起動されるすべてのインスタンスは、サブネット属性で指定されたデバイス位置を使用しま
す。例:1このサブネット内のローカルネットワークインターフェイスがセカンダリネットワークインター
フェイス (eth1) であることを示します。ローカルネットワークインターフェイスは、プライマリネット
ワークインターフェイス (eth0) にすることはできません。

Outpost サーバーから起動されたインスタンスでローカルネットワークインターフェースを利用で
きるようにするには

• コマンドプロンプトで、 modify-subnet-attribute コマンドを使用して、ローカルネットワークイン
ターフェイスのデバイス位置を指定します。

$ aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d \ 
                                  --enable-lni-at-device-index 1

ローカルネットワークインターフェイスの使用
Outpost サブネット内の Outpost サーバーで起動される EC2 インスタンスには、自動的にローカルネット
ワークインターフェイスが含まれます。このセクションでは、ローカルネットワークインターフェイスで
の作業方法を理解します。

オペレーティングシステムの設定
デフォルトでは、Outpost サーバーから起動される EC2 インスタンスには 2 つのネットワークインター
フェイスが含まれ、そのうちの 1 つはローカルネットワークインターフェイスです。マルチホームネット
ワーク設定をサポートするために、起動する EC2 インスタンスのオペレーティングシステムを設定してい
ることを確認します。

セキュリティグループとローカルネットワークインターフェイス
設計上、ローカルネットワークインターフェイスは VPC 内のセキュリティグループを使用しません。セ
キュリティグループは、インバウンドとアウトバウンドを制御します。VPC トラフィック。ローカルネッ
トワークインターフェイスは、VPC にアタッチされていません。ローカルネットワークインターフェイス
は、ローカルネットワークにアタッチされています。ローカルネットワークインターフェイスでインバウ
ンドおよびアウトバウンドトラフィックを制御するには、他のオンプレミス機器でファイアウォールまた
は同様の戦略を使用します。

サーバーのローカルネットワーク接続
このトピックを使用して、Outpost サーバーをホストするためのネットワークケーブル配線およびト
ポロジの要件を理解します。詳細については、the section called “ローカルネットワークインターフェ
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イス” (p. 23) および the section called “ネットワーク上のローカルネットワークインターフェイ
ス” (p. 23) を参照してください。

トピック
• ネットワーク上のサーバートポロジ (p. 26)
• サーバの物理接続 (p. 26)
• サーバのサービスリンクトラフィック (p. 27)
• ローカルネットワークインターフェイス (LNI) リンクトラフィック (p. 27)
• サーバーの IP アドレスの割り当て (p. 27)
• サーバー登録 (p. 28)

ネットワーク上のサーバートポロジ
Outpost サーバーでは、ネットワーク機器への 2 つの異なる接続が必要です。各接続は異なるケーブルを
使用し、異なるタイプのトラフィックを伝送します。複数のケーブルは、トラフィッククラスの分離専用
であり、冗長性のためではありません。2 本のケーブルは、共通のネットワークに接続する必要はありま
せん。

次の表に、Outpost サーバのトラフィックタイプとラベルについて説明します。

トラフィックラベル 説明

2 サービスリンクトラフィック— このトラフィック
は、前哨基地とAWSOutpost トラフィックと VPC 
内トラフィックの両方を管理するためのリージョ
ンAWS地域と前哨舎。サービスリンクトラフィッ
クには、Outpost からリージョンへのサービスリン
ク接続が含まれます。サービスリンクは、Outpost 
からリージョンへのカスタム VPN または VPN で
す。Outpost は、購入時に選択したリージョンのア
ベイラビリティーゾーンに接続します。

1 ローカルネットワークインターフェイス (LNI) リン
クトラフィック— このトラフィックにより、ロー
カルネットワークインターフェイス経由で VPC 
からローカル LAN への通信が可能になります。
ローカルリンクトラフィックには、オンプレミス
ネットワークと通信する Outpost で実行されてい
るインスタンスが含まれます。ローカルリンクト
ラフィックには、オンプレミスネットワークを介
してインターネットと通信するインスタンスも含
まれます。

サーバの物理接続
各 Outpost サーバーには非冗長物理アップリンクポート。ポートには、次のような独自の速度とコネクタ
の要件があります。

• 10Gbe— コネクタタイプ QSFP+

QSFP+ ケーブル
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QSFP+ ケーブルには、Outpost サーバーのポート 3 に接続するコネクタがあります。QSFP+ ケーブルの
もう一方の端には、スイッチに接続する 4 つの SFP+ インターフェイスがあります。スイッチ側インター
フェイスの 2 つにラベルが付けられています。1そして2。を使用する2サービスリンクトラフィックのイ
ンターフェイスと1LNI リンクトラフィックのインターフェイス。残りのインターフェイスは使用されませ
ん。

サーバのサービスリンクトラフィック
スイッチ上のサービスリンクポートを、ゲートウェイおよび次のリージョンエンドポイントへのルートを
持つ VLAN へのタグなしアクセスポートとして設定します。

• サービスリンクエンドポイント
• Outposts 登録エンドポイント

サービスリンク接続で、Outpost で登録エンドポイントを検出するには、パブリック DNS が利用可能であ
る必要があります。AWSリージョン。接続は、Outpost サーバと登録エンドポイントの間に NAT デバイス
を持つことができます。のパブリック範囲の詳細についてはAWS「」を参照してください。AWSIP アド
レスの範囲そしてAWS Outpostsエンドポイントとクォータ。

サーバーを登録するには、次のネットワークポートを開きます。

• TCP 443
• UDP 443
• UDP 53

アップリンクスピード

Outpost サーバは、推奨帯域幅よりも低いリージョンへのアップリンク速度の最小要件をサポートしてい
ます。

• 20 Mbps

ただし、LNI リンクとサービスリンクの使用状況によっては、より高速なアップリンクが必要になる場合
があります。詳細については、次を参照してください。サービスリンクの推奨帯域幅 (p. 7)。

ローカルネットワークインターフェイス (LNI) リンクトラフィッ
ク
ローカルネットワーク上の VLAN への標準アクセスポートとして、アップストリームネットワークデバイ
スの LNI リンクポートを設定します。複数の VLAN がある場合は、アップストリームネットワークデバ
イス上のすべてのポートをトランクポートとして設定します。複数の MAC アドレスを想定するように、
アップストリームネットワークデバイスのポートを設定します。サーバー上で起動される各インスタンス
は MAC アドレスを使用します。ネットワークデバイスによっては、複数の MAC アドレスを報告するポー
トをシャットダウンするポートセキュリティ機能が提供されています。

サーバーの IP アドレスの割り当て
Outpost サーバーにはパブリック IP アドレスの割り当ては必要ありません。

Dynamic Host Control Protocol（DHCP）は、IP ネットワーク上のデバイスの設定プロセスを自動化する
ために使用されるネットワーク管理プロトコルです。Outpost サーバーのコンテキストでは、次の 2 つの
方法で DHCP を使用できます。

• サーバー上のネットワークカード
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• インスタンス上のローカルネットワークインターフェイス

このセクションの情報は、DHCP を使用してサーバー上のハードウェア接続を構成する方法について説
明します。DHCP を使用してローカルネットワーク上のインスタンスを設定するには、を参照してくださ
い。the section called “オペレーティングシステムの設定” (p. 25)。

デフォルトでは、Outpost サーバーは DHCP を使用してローカルネットワークに接続します。。DHCP 
は DNS ネームサーバーとデフォルトゲートウェイを返す必要があります。Outpost サーバーには安定し
た IP アドレスを使用してください。IP アドレスの変更により、Outpost サブネットで一時的なサービ
スが中断される可能性があります。詳細については、「the section called “ステップ 4: ネットワークを
Connect” (p. 48)」を参照してください。

サーバー登録
Outpost サーバがローカルネットワーク上で接続を確立すると、サービスリンク接続を使用して Outpost 
登録エンドポイントに接続し、自身を登録します。登録にはパブリック DNS が必要です。サーバが登録
されると、リージョン内のサービスリンクエンドポイントへのセキュアトンネルが作成されます。Outpost 
サーバーは、リージョンとの通信を容易にするために TCP ポート 443 を使用します。Outpost のプライ
ベート接続オプションに応じて、リージョンへの通信はパブリックインターネットを介して、または VPC 
経由でプライベートに送信されます。詳細については、the section called “ステップ 5: サーバーを認証す
る” (p. 49)を参照してください。
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前哨サイトの要件
アウトポストサイトは、アウトポストが運営する物理的な場所です。アウトポストを注文する前に、サイ
トの場所とその要件に関する次の情報を考慮してください。

• Outposts には異なるフォームファクタがあり、それぞれ個別の要件があります。サイトが注文する
フォームファクタの要件を満たしていることを確認します。

• Outposts ラックは、一部の国および地域で利用できます。詳細については、「」を参照してくださ
い。Outposts ラックはどの国と地域で利用可能ですか？、でAWS Outpostsラックに関するよくある質
問。

• Outposts サーバーは一部の国と地域で利用できます。詳細については、「」を参照してくださ
い。Outposts サーバーはどの国および地域で利用可能ですか、でAWS Outpostsサーバーに関するよく
ある質問。

フォームファクタ
• アウトポストラックのサイト要件 (p. 29)
• Outpost サーバーのサイト要件 (p. 35)

アウトポストラックのサイト要件
これらは、Outposts ラックの設備、ネットワーキング、電源、およびラック注文の履行要件です。

要件
• ファシリティ (p. 29)
• ネットワーク (p. 30)
• Power (p. 34)
• ラックオーダーのフルフィルメント (p. 35)

ファシリティ
ラックの設備要件は次のとおりです。

• 温度と湿度— 周囲温度は 41° F (5° C) から 95° F (35 ℃) の間でなければなりません。相対湿度は、結露
しないで 8% から 80% の間でなければなりません。

• エアフロー— ラックは前方の通路から冷たい空気を引き出し、熱い空気を背面通路に排出します。ラッ
クの位置は、立方フィート/分（CFM）の少なくとも 145.8 倍の kVA のエアフローを提供する必要があ
ります。

• ローディングドック— 積み込みドックは、高さ 94 インチ（239 cm）× 幅 138 cm × 深さ51 インチ
（130 cm）のラッククレートに対応する必要があります。

• Weight サポート— 重量は設定によって異なります。ラックポイントの負荷で、順序の概要で指定され
た設定の重みを確認できます。ラックが設置されている場所と、その場所へのパスは、指定された重量
をサポートしている必要があります。これには、パスに沿った貨物および標準エレベーターが含まれま
す。

• クリアランス— ラックは高さ80インチ（203 cm）、幅24インチ（61 cm）、奥行き48インチ（122 
cm）です。出入口、廊下、ターン、スロープ、エレベーターは十分なクリアランスを提供する必要があ
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ります。最終的な静止位置では、前哨基地には幅24インチ（61cm）×48インチ（122 cm）の深さの領域
があり、さらに48インチ（122 cm）の前面クリアランスと24インチ（61 cm）のリアクリアランスが必
要です。アウトポストに必要な合計最小面積は、幅24インチ（61 cm）×深さ10フィート（305 cm）で
す。

次の図は、クリアランスを含むアウトポストに必要な最小面積の合計を示しています。

• 耐震ブレース-規制またはコードによって要求される範囲で、ラックが施設内にある間、適切な耐震アン
カーとブレースを設置し、維持します。

• ボンディングポイント— ラックの位置にボンディングワイヤ/ポイントを指定して、AWS-認定技術者
は、設置中にラックを接着できます。

• 施設へのアクセス— 能力に悪影響を及ぼすような方法で施設を変更することはないAWSアウトポストに
アクセス、サービス、または削除する。

• 立面図— ラックを設置する部屋の標高は、10,005 フィート（3,050 m）未満にする必要があります。

ネットワーク
ラックのネットワーク要件は次のとおりです。

• アップリンクを 1 Gbps、10 Gbps、40 Gbps または 100 Gbps の速度で提供します。

Tip

サービスリンク接続の推奨帯域幅については、を参照してください。推奨帯域幅 (p. 7)。
• シングルモードファイバ（SMF）とルーセントコネクタ（LC）、マルチモードファイバ（MMF）、ま

たは MMF OM4 と LC のいずれかを提供します。
• 1 つまたは 2 つのアップストリームデバイス（スイッチまたはルータのいずれか）を提供します。高可

用性を実現するには、2 つのデバイスを推奨します。
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ネットワーク準備チェックリスト
このチェックリストは、Outpost 設定の情報を収集するときに使用します。これに
は、LAN、WAN、Outpost とローカルトラフィックの宛先間にあるすべてのデバイス、およびAWSリー
ジョン。

アップリンク速度、ポート、およびファイバ

アップリンク速度とポート

Outpost には、ローカルネットワークに接続する 2 つの Outpost ネットワークデバイスがあります。各デ
バイスがサポートできるアップリンクの数は、帯域幅のニーズとルータがサポートできるものによって異
なります。詳細については、「物理接続 (p. 15)」を参照してください。

次のリストは、アップリンク速度に基づいて、各 Outpost ネットワークデバイスでサポートされるアップ
リンクポートの数を示しています。

1 Gbps

1、2、4、6、8 アップリンク
10 Gbps

1、2、4、8、12、16 のアップリンク
40 Gbps または 100 Gbps

1、2 または 4 アップリンク

ファイバー

以下のファイバタイプがサポートされています。

• ルーセントコネクタ (LC) 付きシングルモードファイバ (SMF)
• マルチモードファイバ (MMF) または MMF OM4 と LC

アップリンク速度と選択するファイバのタイプに応じて、次の光学規格がサポートされます。

アップリンク速度 ファイバータイプ 光学規格

1 Gbps SMF — 1000Base-LX

1 Gbps MMF — 1000Base-SX

10 Gbps SMF — 10GBASE-IR

— 10GBASE-LR

10 Gbps MMF — 10GBASE-SR

40 Gbps SMF — 40GBASE-IR4 (LR4L)

— 40GBASE-LR4

40 Gbps MMF — 40GBASE-ESR4

— 40GBASE-SR4

100 Gbps SMF — 100G PSM4 MSA
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アップリンク速度 ファイバータイプ 光学規格
— 100GBASE-CWDM4

— 100GBASE-LR4

100 Gbps MMF — 100GBASE-SR4

アウトポストリンクアグリゲーションと VLAN

Outpost とネットワークの間には、リンクアグリゲーション制御プロトコル（LACP）が必要です。LACP 
ではダイナミック LAG を使用する必要があります。

各 Outpost ネットワークデバイスには、次の VLAN が必要です。詳細については、「仮想LAN (p. 17)」を
参照してください。

Outpost ネットワークデバイス サービスリンク VLAN ローカルゲートウェイ VLAN

#1 有効な値: 1-4094 有効な値: 1-4094

#2 有効な値: 1-4094 有効な値: 1-4094

Outpost ネットワークデバイスごとに、サービスリンクとローカルゲートウェイに同じ VLAN を使用する
か、異なる VLAN を使用するかを選択できます。ただし、各 Outpost ネットワークデバイスには、他の 
Outpost ネットワークデバイスとは異なる VLAN を設定することをお勧めします。

冗長レイヤ 2 接続も推奨します。LACP はリンクアグリゲーションに使用され、ハイアベイラビリティに
は使用されません。Outpost ネットワークデバイス間の LACP はサポートされていません。

前哨ネットワークデバイスの IP 接続

2 つの Outpost ネットワークデバイスのそれぞれには、サービスリンクとローカルゲートウェイ VLAN の 
CIDR および IP アドレスが必要です。/30 または /31 CIDR を使用して、ネットワークデバイスごとに専用
のサブネットを割り当てることをお勧めします。Outpost が使用するサブネットと IP アドレスを指定しま
す。詳細については、「ネットワークレイヤの接続 (p. 18)」を参照してください。

Outpost ネットワークデバイス サービスリンク要件 ローカルゲートウェイの要件

#1 — サービスリンク CIDR (/30 ま
たは /31)

— サービスリンク IP アドレス

— ローカルゲートウェイ CIDR 
(/30 または /31)

— ローカルゲートウェイ IP アド
レス

#2 — サービスリンク CIDR (/30 ま
たは /31)

— サービスリンク IP アドレス

— ローカルゲートウェイ CIDR 
(/30 または /31)

— ローカルゲートウェイ IP アド
レス

サービスリンク最大送信単位 (MTU)

ネットワーク接続の最大送信単位 (MTU) とは、接続を介して渡すことができる最大許容パケットサ
イズ (バイト単位) です。AWS Outpostsオンプレミスネットワーク全体で最低 1500 バイトが必要で
す。Outpost サービスリンクは、1300 バイトの最大パケットサイズをサポートしています。サービスリン
クの詳細については、「」を参照してください。the section called “リージョン接続” (p. 6)。
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サービスリンクボーダーゲートウェイプロトコル

Outpost は、サービスリンク VLAN を介したサービスリンク接続のために、各 Outpost ネットワークデバ
イスとローカルネットワークデバイスの間に外部 BGP（eBGP）ピアリングセッションを確立します。詳
細については、「サービスリンク BGP 接続 (p. 19)」を参照してください。

Outpost サービスリンク BGP 要件

Outpost — アウトポスト BGP 自律システム番号
（ASN）。2 バイト（16 ビット）または 4 バ
イト（32 ビット）。プライベート ASN 範囲 
(64512-65534 または 420000000-4294967294) か
ら。

— インフラストラクチャ CIDR（/26 が必要、2 つ
の連続した /27s としてアドバタイズされる）。

ローカルネットワークデバイス サービスリンク BGP 要件

#1 — サービスリンク BGP ピア IP アドレス。

— サービスリンク BGP ピア ASN。2 バイト（16 
ビット）または 4 バイト（32 ビット）。

#2 — サービスリンク BGP ピア IP アドレス。

— サービスリンク BGP ピア ASN。2 バイト（16 
ビット）または 4 バイト（32 ビット）。

サービスリンクファイアウォール

UDP および TCP 443 は、ファイアウォールにステートフルにリストされている必要があります。

プロトコル ソースポート 送信元アドレス 発信先 
ポート

送信先アドレス

UDP 443 前哨サービスリンク /26 443 前哨地域の公共ルート

TCP 1025-65535 前哨サービスリンク /26 443 前哨地域の公共ルート

次を使用できます。AWS Direct Connectアウトポストをバックに接続するための接続または公衆インター
ネット接続AWSリージョン。Outpost サービスリンク接続の場合、ファイアウォールまたはエッジルータ
で NAT または PAT を使用できます。サービスリンクの確立は、常に前哨基地から開始されます。

ローカルゲートウェイボーダーゲートウェイプロトコル

Outpost は、ローカルネットワークからローカルゲートウェイへの接続のために、各 Outpost ネットワー
クデバイスからローカルネットワークデバイスへの eBGP ピアリングセッションを確立します。詳細につ
いては、「ローカルゲートウェイ BGP 接続 (p. 20)」を参照してください。

Outpost ローカルゲートウェイ BGP の要件

Outpost — アウトポスト BGP 自律システム番号
（ASN）。2 バイト（16 ビット）または 4 バ
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Outpost ローカルゲートウェイ BGP の要件
イト（32 ビット）。プライベート ASN 範囲 
(64512-65534 または 420000000-4294967294) か
ら。

— アドバタイズする CoIP CIDR（パブリックまた
はプライベート、最小/26）。

ローカルネットワークデバイス ローカルゲートウェイ BGP の要件

#1 — ローカルゲートウェイ BGP ピア IP アドレス。

— ローカルゲートウェイ BGP ピア ASN。2 バイ
ト（16 ビット）または 4 バイト（32 ビット）。

#2 — ローカルゲートウェイ BGP ピア IP アドレス。

— ローカルゲートウェイ BGP ピア ASN。2 バイ
ト（16 ビット）または 4 バイト（32 ビット）。

Power
Outposts 電源シェルフは、5 kVA、10 kVA、または 15 kVA の 3 つの電源構成をサポートします。電源
シェルフの構成は、Outpost キャパシティの総電力消費量によって異なります。たとえば、Outpost リソー
スの最大消費電力 9.7 kVA の場合、10 kVA の電力構成を提供する必要があります。4 x L6-30P または 
IEC309、S1 に 2 滴、冗長単相電力の場合は S2 にドロップします。次の 2 番目の表では、3 つの電源構
成について説明します。

さまざまな Outpost リソースの電力消費要件を確認するには、カタログを参照するのAWS Outpostsでのコ
ンソールhttps://console.aws.amazon.com/outposts/。

ACライン電圧 単フェーズ208～277 VAC（50または60Hz）

三フェーズ346 から 480 VAC (50 から 60 Hz)

消費電力 5 kVA (4 kW)、10 kVA (9 kW)、または 15 kVA (13 kW)

AC 保護（アップストリームパ
ワーブレーカ）

30 A または 32 A と D カーブ回路ブレーカー

AC インレットタイプ (レセプタ
クル)

単フェーズ3xl6-30P、P+P+E、30Aまたは3diec60309 P+N
+E、IP67、32Aプラグ

三相、ワイ1xiEC60309、3P+N+E、IP67、クロック位置7、30Aプラ
グまたは1xiEC60309、3P+N+E、IP67、クロック位置6、32Aプラグ

三相、デルタ1xNon-Nema ツイストロック Hubbell CS8365C、3P
+E、センターグラウンド、50A プラグ

Note

ベストプラクティスは、IP67 プラグを IP67 レセプタクル
と合致させることです。それが不可能な場合、IP67 プラグ
は IP44 レセプタクルと合致します。組み合わせたプラグと
ソケットの定格は、より低い評価（IP44）になります。

34

https://console.aws.amazon.com/outposts/home


AWS Outposts ユーザーガイド
ラックオーダーのフルフィルメント

鞭の長さ 10.25フィート (3m)

Whip-ラック配線入力 ラックの上または下から

電源シェルフには、次のように設定できる 2 つの入力 S1 と S2 があります。

  冗長、単相 冗長、三相 単フェーズ 三フェーズ

5 kVA 2xL6-30PかIEC309、S1に
1滴、S2に1滴

L6-30PかIEC309×1、S1に
1滴

10 kVA 4×L6-30PかIEC309、S1に
2滴、S2に2滴

2×L6-30PかIEC309、S1に
2滴

15 kVA 6×L6-30PかIEC309、S1に
3滴、S2に3滴

2×AH530P7W
または
AH532P6W、S1
に1滴、S2に1滴

3×L6-30PかIEC309、S1に
3滴

1×AH530P7W
または
AH532P6W、S1
に1滴

ACがそれをホイップしたらAWS前述のように、代替電源プラグを取り付ける必要があります。次の点を
考慮してください。

• ACホイップを新しいプラグタイプに合わせて変更する必要があるのは、認定された顧客提供の電気技師
だけです。

• 設置は、該当する国、州、および地域の安全要件をすべて遵守し、電気的安全のために必要に応じて検
査する必要があります。

• お客様、おれは、AWSACホイッププラグの変更の代表。リクエストに応じて、変更に関する情報を提
供していただきます。AWS。また、管轄権を有する当局によって発行された安全検査記録も含まれま
す。これは、インストールの前に設置の安全性を検証するための要件ですAWS従業員は機器の作業を行
います。

ラックオーダーのフルフィルメント
注文を履行するには、AWSは、あなたと日付と時刻をスケジュールします。また、インストール前に確認
または提供する項目のチェックリストが表示されます。

-AWSインストールチームは、スケジュールされた日時にサイトに到着します。チームはラックを特定され
た位置にロールします。ラックへの電気接続と設置は、お客様と電気技師が担当します。

お客様は、電気設備およびそれらの設備に対する変更が、適用されるすべての法律、規範、およびベスト
プラクティスに従って、認定電気技師によって行われることを確認する必要があります。次の場所から承
認を取得する必要がありますAWSOutpost ハードウェアまたは電気設備に変更を加える前に書面で。お客
様は、提供することに同意するものとします。AWSコンプライアンスと変更の安全性を検証する文書を添
付します。AWS前哨の電気設備または施設の電気配線、または変更によって生じるいかなるリスクについ
ても責任を負いません。Outpost ハードウェアに他の変更を加えてはいけません。

チームは、指定したアップリンクを介してラックのネットワーク接続を確立し、ラックの容量を設定しま
す。

お客様の Outpost の Amazon EC2 および Amazon EBS の容量がAWSアカウント.

Outpost サーバーのサイト要件
Outpost サーバーのサイト要件は次のとおりです。
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ファシリティ

要件
• ファシリティ (p. 36)
• ネットワーク (p. 36)
• Power (p. 37)
• サーバー注文のフルフィルメント (p. 38)

ファシリティ
これらは、サーバのファシリティ要件です。

• 温度、湿度、空気の質— 周囲温度は 41° F (5° C) から 95° F (35 ℃) の間でなければなりません。相対湿
度は、結露しないで 8% から 80% の間でなければなりません。MERV8 (またはそれ以上) フィルターを
使用して空気をろ過します。

• エアフロー— 十分な通気を確保するために、サーバの位置は、サーバの前後にあるサーバと壁の間で 6 
インチ（15 cm）の最小クリアランスを確保する必要があります。

• 重量— サーバーの配置先がサーバーの重みをサポートできることを確認する必要があります。

さまざまな Outpost リソースの重量要件を確認するには、カタログを参照するのAWS Outpostsでのコン
ソールhttps://console.aws.amazon.com/outposts/。

• ラック配置— 深さが 36 インチ (914 mm) 以上の標準的な 19 インチ EIA-310D ラックの使用をお勧めし
ます。
• Outpost 2Uサーバーには、高さ3.5インチ（88.9mm）、幅17.5インチ（447 mm）、深さ30インチ

（762 mm）のスペースが必要です。
• Outpost 1Uサーバーには、高さ1.75インチ（44.45 mm）、幅17.5インチ（447 mm）、深さ24インチ

（610 mm）のスペースが必要です。

Note

Outpost 1UサーバーはOutpost 2Uサーバーと同じ幅だが、高さの半分と奥行きは少ない

AWSには、サーバをラックマウントするためのレールキットが用意されています。詳細については、
「the section called “ステップ 2: ラックマウント” (p. 44)」を参照してください。

サーバをラックに配置しない場合でも、このセクションに記載されているその他の要件を満たす必要が
あります。

• サービスビリティ— Outposts サーバーはフロントアイルの保守が可能です。
• 音響— 80° F (27° C) の温度で78 dBA未満のサウンドパワーと評価され、GR-63 CORE NEBSコンプラ

イアンスを満たしています。
• 耐震ブレース-規制またはコードによって要求される範囲で、施設内に設置されている間、サーバーに適

切な耐震アンカーとブレースを設置し、維持します。
• 立面図— ラックを設置する部屋の標高は、10,005 フィート（3,050 m）未満にする必要があります。
• クリーニング— 承認された帯電防止洗浄薬品を含む湿ったワイプで表面を拭きます。

Note

仕様は、通常の動作条件下でのサーバ用です。たとえば、初期設置時に音響が大きく聞こえ、設
置完了後に定格音量で動作することがあります。

ネットワーク
各 Outpost サーバーには非冗長物理アップリンクポート。ポートには、以下に詳述するように、独自の速
度とコネクタの要件があります。
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Power

ポートラベル [Speed] (スピード) アップストリームネッ
トワーキングデバイス
上のコネクタ

トラフィック

ポート 3 10Gbe SFP+ サービスと LNI リンク
トラフィックの両方 — 
QSFP+ ブレークアウト
ケーブルはトラフィッ
クをセグメント化し
ます。詳細について
は、「the section called 
“QSFP ネットワークを
設定する” (p. 48)」を
参照してください。

サービスリンクファイアウォール
UDP および TCP 443 は、ファイアウォールにステートフルにリストされている必要があります。

プロトコル ソースポート 送信元アドレス 発信先 
ポート

送信先アドレス

UDP 53

443

サービスリンクトラ
フィックの 2 というラ
ベルの付いたケーブル

443 Outpost サービスリンク
エンドポイント

前哨登録エンドポイン
ト

TCP 443 サービスリンクトラ
フィックの 2 というラ
ベルの付いたケーブル

443 Outpost サービスリンク
エンドポイント

前哨登録エンドポイン
ト

次を使用できます。AWS Direct Connectアウトポストをバックに接続するための接続または公衆インター
ネット接続AWSリージョン。Outpost サービスリンク接続の場合、ファイアウォールまたはエッジルータ
で NAT または PAT を使用できます。サービスリンクの確立は、常に前哨基地から開始されます。

サービスリンク最大送信単位 (MTU)
ネットワーク接続の最大送信単位 (MTU) とは、接続を介して渡すことができる最大許容パケットサ
イズ (バイト単位) です。AWS Outpostsオンプレミスネットワーク全体で最低 1500 バイトが必要で
す。Outpost サービスリンクは、1300 バイトの最大パケットサイズをサポートしています。サービスリン
クの詳細については、「」を参照してください。the section called “リージョン接続” (p. 6)。

Power
これらは、サーバの電力要件です。

パワーサポート

• AC電源— サーバの定格は 1600 W 90-264 VAC 47/63 Hz の交流電力です。
• DC 電源— DC 電源サポートの詳細については、AWS。
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サーバー注文のフルフィルメント

パワードロー

さまざまな Outpost リソースの電力消費要件を確認するには、カタログを参照するのAWS Outpostsでのコ
ンソールhttps://console.aws.amazon.com/outposts/。

ラック外での電源配線

サーバには、ラックに電源コンセント用のケーブルとコネクタが同梱されています。C14 インレット電源
ケーブルを使用してサーバーをラックの電源に接続していない場合は、電源に接続する C14 インレット用
のアダプタを用意する必要があります。次の図は、C14 ～ C13 電源コードのコネクタを示しています。

電源冗長性

サーバには複数の電源接続があり、電源冗長動作を可能にするケーブルが付属しています。電源の冗長性
を推奨しますが、冗長性は不要です。

サーバには無停電電源装置 (UPS) は含まれていません。

サーバー注文のフルフィルメント
注文を履行するには、AWSは、レールマウント、必要な電源およびネットワークケーブルを含む Outposts 
サーバー機器を、お客様が指定した住所に発送します。チームまたはサードパーティプロバイダーが機器
をインストールする必要があります。サーバーのインストールの詳細については、「」を参照してくださ
い。the section called “Outpost サーバーインストール” (p. 42)。

Outpost の Amazon EC2 の容量がAWSアカウント.
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Outpost を作成し、Outpost 容量を注
文します

AWS Outposts の使用を開始するには、Outpost を作成し、Outpost 容量を注文する必要がありま
す。Outpost の設定の詳細については、カタログを参照してください。

Outpostの容量を注文すると、さまざまなアウトポスト構成から選択できます。各設定では、EC2 インス
タンスタイプと EBS ボリュームが混在しています。

前提条件

• アウトポストサイトは、アウトポスト機器の物理的な場所です。容量を注文する前に、サイトが次の
要件を満たしていることを確認してください。AWS Outposts。詳細については、「前哨サイトの要
件 (p. 29)」を参照してください。

• 必要なものAWSエンタープライズSupport プラン

前哨基地と注文能力を作成するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. 選択注文する。
4. サーバまたはラックを注文するには、サポートされているハードウェアタイプを選択します。
5. キャパシティを追加するには、キャパシティ構成を選択します。使用可能なラック容量構成がニーズ

を満たさない場合は、次のことが可能です。カスタム容量構成をリクエストする代わりに、.
6. [Next] (次へ) を選択します。
7. 以下の いずれかを 実行します。

• 既存のアウトポストとサイトを選択するには、既存のOutpost の使用をクリックし、アウトポスト
を選択します。

• 新しいサイトまたは既存のサイトで新しい Outpost を作成するには、Outpost を新規作成[] の順に
選択し、以下のステップを実行します。
• Outpost の名前と説明を入力します。
• Outpost のアベイラビリティーゾーンを選択します。
• (オプション) [] を選択します。プライベート接続オプション。を使用する場合VPCそしてサブ

ネット[] で、同じ内の VPC とサブネットを選択します。AWS前哨基地としてのアカウントとア
ベイラビリティーゾーン。VPC 要件の詳細については、「」を参照してください。the section 
called “前提条件” (p. 9)。

Note

Outpost のプライベート接続を元に戻す必要がある場合は、AWSエンタープライ
ズSupport 詳細については、「VPC を使用したサービスリンクのプライベート接
続 (p. 8)」を参照してください。

• 送信元サイト ID[] で、次のいずれかを実行します。
• 既存のサイトを選択するには、サイトを選択します。
• 新しいサイトを作成するには、[] を選択します。サイトの作成[] をクリックし、次をクリック

し、サイトの名前、説明、および営業アドレスを入力します。
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受理処理

現場でラックをサポートすることを選択した場合は、次の情報を入力し、施設要件を読んでか
ら、施設要件を読んだことがある。
• 最大重量— このサイトがサポートできる最大ラック重量を指定します。
• パワードロー— ラックのハードウェア配置位置で使用可能な電力消費を kVA 単位で指定し

ます。
• 電源オプション— ハードウェアに提供できる電源オプションを指定します。
• 電源コネクタ— 次の電源コネクタを指定します。AWSは、ハードウェアへの接続を提供する

ことを計画する必要があります。
• 電源フィードドロップ：電源供給がラックの上または下どちらになるかを指定します。
• アップリンク速度— リージョンへの接続でラックがサポートするアップリンク速度を指定し

ます。
• アップリンク数— ラックをネットワークに接続するために使用する Outpost ネットワークデ

バイスのアップリンク数を指定します。
• ファイバータイプ— Outpost をネットワークに接続するために使用するファイバーのタイプ

を指定します。
• 光学規格— ネットワークに Outpost を接続するために使用する光学規格のタイプを指定しま

す。
• 注意— サイトに関するメモを指定します。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. 支払いオプションと配送先住所を選択します。
10. [Next] (次へ) を選択します。
11. を使用する場合レビューと注文[] で、情報を確認して [] を選択します。注文する。

注文のステータスは、AWS Outpostsconsole. 注文の初期ステータスは次のとおりです。注文を受け取りま
した。AnAWS3営業日以内に担当者から連絡があります。注文のステータスがに変更されると、確認メー
ルが届きます。注文処理。AnAWS担当者はあなたに連絡して、次のような追加情報を入手することができ
ます。AWSにはが必要です。

ご注文に関するご質問がございましたら、AWSでのSupport

受理処理
注文のフルフィルメントは、注文するフォームファクタによって異なります。

Outpost ラック

注文を履行するには、AWSは、あなたと日付と時刻をスケジュールします。

また、インストール前に確認または提供する項目のチェックリストが表示されます。-AWSインストー
ルチームは、スケジュールされた日時にサイトに到着します。チームはラックを特定された位置に
ロールし、電気技師がラックに電力を供給できます。チームは、指定したアップリンクを介してラッ
クのネットワーク接続を確立し、ラックの容量を設定します。お客様の Outpost の Amazon EC2 およ
び Amazon EBS の容量がAWSアカウント.

Outpost サーバー

注文を履行するには、AWSは、配達日をスケジュールします。

物理的なインストールやネットワーク構成など、すべてのインストールタスクを担当します。これら
のタスクを実行するために、サードパーティと契約することができます。インストールを行うかサー
ドパーティとの契約を行うかに関わらず、インストールには IAM 認証情報がAWSOutpost を含むアカ
ウントで、新しいデバイスのアイデンティティを検証します。お客様は、このアクセスを提供および
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受理処理

管理する責任があります。インストールは、お客様の Outpost の Amazon EC2 の容量がAWSアカウ
ント.
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Outpost サーバーインストール

AWS Outposts の開始方法
Outpost 機器をインストールすると、Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）インスタンスを起
動してストレージを追加するときに、コンピューティング容量とストレージ容量を使用できます。

タスク
• Outpost サーバーインストール (p. 42)
• アウトポストでインスタンスを起動する (p. 60)

Outpost サーバーインストール
Outpostサーバーを注文するときは、インストールの責任があります。インストールを自分で行うか、サー
ドパーティと契約するかにかかわらず、インストールにはAWS Identity and Access Management(IAM) の
認証情報AWSOutpostを含むアカウント。インストールする当事者は、新しいデバイスのアイデンティ
ティを検証するために、このアクセス権を必要とします。詳細については、このトピックの「権限の付
与」セクションを参照してください。

前提条件

Outpost サーバーのフォームファクターは、自分のサイトに必要です。詳細については、「Outpost を作成
し、Outpost 容量を注文します (p. 39)」を参照してください。

タスク
• アクセス許可を付与する (p. 42)
• ステップ 1: 検査 (p. 43)
• ステップ 2: ラックマウント (p. 44)
• ステップ 3: 電源を投入する (p. 46)
• ステップ 4: ネットワークをConnect (p. 48)
• ステップ 5: サーバーを認証する (p. 49)

アクセス許可を付与する
新しいデバイスの ID を確認するには、インストールで IAM 認証情報がAWSOutpostを含むアカウント。
アクセスの提供については、次の情報を検討してください。

• アクセス権を持たない第三者を使用している場合AWSアカウントにアクセスするには、一時的なアクセ
スを提供する必要があります。

• 一時的な認証情報を使用する場合は、認証情報の存続期間を定義します。サーバーのインストールに必
要なすべての手順を実行するのに十分な時間をインストーラーに与えてください。

• AWS Outposts では、一時認証情報の使用をサポートしています。

IAM アクセスの仕組み

デフォルトでは、IAM ユーザーにはAWS Outpostsリソースおよびオペレーション インストール時に IAM 
ユーザーに Outposts のリソース操作を許可するには、それらのユーザーに許可を明示的に付与する IAM 
ポリシーを作成し、このポリシーを許可を必要とする IAM ユーザーまたはグループにアタッチする必要が
あります。詳細については、「the section called “Identity and Access Management” (p. 82)」を参照し
てください。
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ステップ 1: 検査

一時的なIAMアクセスの仕組み

Outposts リソースにアクセスするための一時的な認証情報を発行する場合、例えば、Outpost をイン
ストールする個人がインストール時に Outposts リソースへのアクセスのみを必要とする場合は、AWS 
Security Token Service(AWS STS) を使用して、信頼されたユーザーを作成および一時的認証情報を提供
する。AWS STSオペレーションは、アクセスkey pair およびセッショントークンを含む一時的セキュリ
ティ認証情報を作成します。ユーザーはこれらの認証情報を使用して、リソースにアクセスできます。ま
た、最大 36 時間の認証情報を設定できます。Outposts では、構成と配布はお客様の責任となりますAWS 
STSすべてのインストーラーに対する認証情報。

詳細については、次を参照してください。the section called “AWS Outposts でのテンポラリ認証情報の使
用” (p. 83)そして一時的なセキュリティ認証情報のリクエストのIAM ユーザーガイド。

ステップ 1: 検査
Outposts 機器の検査を完了するには、出荷パッケージに損傷がないかどうかを確認し、出荷パッケージを
開梱して、Nitroセキュリティキー（NSK）を見つける必要があります。サーバーの検査については、次の
情報を考慮してください。

• 出荷パッケージには、ボックスの最大2つの側面に衝撃センサーがあります。
• 出荷パッケージの内側のフラップには、サーバーを開梱してNSKを見つける方法に関する指示が記載さ

れています。
• NSKは暗号化モジュールです。検査を完了するには、検索しますNSK。NSK は後の手順でサーバーに接

続します。

配送パッケージを確認する

出荷パッケージを検査するには

• 出荷パッケージを開封する前に、どちらの衝撃センサーも作動していないことを確認してください。
ショックセンサーが作動している場合は、取り付けを続行せずに連絡してくださいAWSOutposts s
サーバーの交換に関するガイダンスのSupport。

センサーの中央にあるバーが赤の場合、センサーはアクティブ化されています。

配送パッケージを解凍します

出荷パッケージを開梱するには

• パッケージを開き、次のアイテムが入っていることを確認します。

• サーバー
• Nitro セキュリティキー (暗号化モジュール) — 赤で「NSK」とマークされたパッケージ。詳細につ

いては、出荷パッケージからNSKを見つける手順を参照してください。
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• ラック設置キット (内側レール2本、外側レール2本、ネジ)
• インストールパンフレット
• アクセサリキット

• C13/14電源ケーブルのペア‐10フィート（3m）
• QSFP ブレークアウトケーブル ‐10 フィート (3m)
• USBケーブル、マイクロUSBからUSB-C‐10フィート (3m)
• ブラシガード

NSKを検索する

サーバーを送り返すときに、NSK を使用してサーバー上のデータを破棄します。NSKの本文の指示は無視
してください。

Important

インストール中は、NSK を使用してサーバ上のデータを破壊しないでください。

NSK を検索するには

• 出荷パッケージのフォームパッケージからNSKを取り出します。NSK はサーバーをアクティブ化する
ために必要です。パッケージの蓋の内側に赤でマークされているNSKの正確な場所を見つけます。

ステップ 2: ラックマウント
この手順を完了するには、内側のレールをサーバに、外側のレールをラックに取り付けて、サーバをラッ
クに取り付ける必要があります。これらのステップを実行するには、プラスドライバーが必要です。
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ラックマウントの代替品

サーバーをラックに取り付ける必要はありません。サーバーをラックにマウントしない場合は、次の情報
を考慮してください。

• 高温の空気が循環できるように、サーバーとサーバーの前後の壁の間に 6 インチ（15 cm）以上の隙間
を確保してください。

• サーバーは、湿気や落下物などの機械的な危険のない安定した場所に置いてください。
• サーバに付属のネットワークケーブルを使用するには、サーバを上流のネットワークデバイスから 3 m 

(10 フィート) 以内に配置する必要があります。
• 耐震ブレースとボンディングについては、地域のガイダンスに従ってください。

側面と端を特定する

左から右、前を後ろから識別するには

1. サーバに付属のラックレールの箱を見つけて開きます。
2. レールのマーキングを見て、どちらが左か右かを判断します。これらのマーキングによって、各レー

ルがサーバのどちら側に取り付けられるかが決まります。

3. レールの両端の支柱を見て、どちらが前で、どちらが後ろかを判断します。

フロントエンドには3つの支柱があります。

バックエンドには 2 つの投稿があります。
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インナーレールを取り付ける

インナーレールをサーバーに取り付けるには

1. 両方のレールの外側のレールから内側レールを取り外します。4 本のレールが必要です。
2. 右側の内側レールをサーバーの右側に取り付け、レールをネジで固定します。レールの向きがサー

バーと正しく合っていることを確認してください。レールの前部をサーバーの前面に向けます。
3. 左側の内側レールをサーバの左側に取り付け、レールをネジで固定します。

外側レールを取り付ける

外側のレールをラックに取り付けるには

1. ラックに面し、ラックの右側にある「R」とマークされたレールを使用します。最初にレールの背面
をラックに取り付け、次にレールを伸ばしてラックの前面に接続します。

Tip

レールの向きに注意を払ってください。必要に応じて、付属のピンアダプターを使用してく
ださい。

2. 左側のレールを左側に置いて繰り返します。

サーバーをマウントする

サーバーをラックに取り付けるには

• 前の手順でラックに取り付けた外側のレールにサーバを差し込み、付属の 2 本のネジでサーバの前面
を固定します。

Tip

2人でサーバーをラックにスライドさせます。

ステップ 3: 電源を投入する
電源投入を完了するには、NSK を接続し、サーバを電源に接続して、サーバの電源が入っていることを確
認します。サーバーの電源供給については、次の情報を考慮してください。
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• サーバーは1つの電源で機能しますが、AWSは、冗長性のために 2 つの電源を使用することを推奨しま
す。

• ネットワークケーブルConnect する前に、電源ケーブルを接続してください。
• C13コンセント/C14インレット電源ケーブルのペアを使用して、サーバをラックの電源に接続します。

サーバをラックの電源装置に接続するために C14 インレット電源ケーブルを使用しない場合は、電源に
接続する C14 インレット用のアダプタを用意する必要があります。

NSK をアタッチする

サーバーを送り返すときに、NSK を使用してサーバー上のデータを破棄します。NSKの本文の指示は無視
してください。

Important

インストール中は、NSK を使用してサーバ上のデータを破壊しないでください。

NSK をアタッチするには

• サーバーの前面右側で、NSKコンパートメントを開き、NSKをスロットに装着してNSKを取り付けま
す。ノブを指でひねり、ぴったりと収まるまで回します。サーバー上のデータを破壊するには、この
ノブを六角ドライバーツールで3回回転させます。指を使って、データを破壊するほどノブをきつくひ
ねらないでください。

電源を投入する

サーバーを電源に接続するには

1. サーバに付属のC13/C14電源ケーブルのペアを探します。
2. 両方のケーブルのC14側を電源Connect。
3. 両方のケーブルの C13 側をサーバー前面のポートConnect。

電源の検証

サーバーの電源が入っていることを確認するには

1. サーバーの動作が聞こえることを確認します。

Tip

ノイズレベルは、サーバが自身をプロビジョニングした後に低下します。
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2. 電源ポートの上にあるLED電源ライトが点灯していることを確認します。

ステップ 4: ネットワークをConnect
ネットワーク設定を完了するには、ネットワークケーブルを使用してサーバーを上流のネットワークデバ
イスに接続します。

ネットワークへの接続については、次の情報を考慮してください。

• サーバーには、サービスリンクトラフィックとローカルネットワークインターフェイス (LNI) リンクト
ラフィックの 2 種類のトラフィックに対する接続が必要です。次のセクションの手順では、トラフィッ
クをセグメント化するためにサーバーで使用するポートについて説明します。ITグループと相談して、
アップストリームのネットワーキングデバイスのどのポートが各タイプのトラフィックを伝送すべきか
を判断してください。

• サーバーがアップストリームのネットワークデバイスに接続され、IP アドレスが割り当てられているこ
とを確認します。詳細については、「the section called “サーバーの IP アドレスの割り当て” (p. 27)」を
参照してください。

QSFP ネットワークを設定する

QSFP ブレークアウトケーブルでサーバーをネットワークに接続するには

QSFP ブレークアウトケーブルでは、ブレークアウトを使用してトラフィックをセグメント化しま
す。QSFP ケーブルの一方の端には、1-4 というラベルの付いたブレークアウトケーブルがあります。
サービスリンクトラフィックには 2 のラベルが付いたケーブルを使用し、1 LNI リンクトラフィックとい
うラベルの付いたケーブルを使用します

1. サーバーに付属の QSFP ブレークアウトケーブルを見つけます。
2. QSFP ブレークアウトケーブルの片端をサーバーのポート 3 に接続します。
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3. QSFP ケーブルのブレークアウト 2 と 1 を上流のネットワーキングデバイスConnect。

Important

サービスリンクトラフィックには 2 というラベルの付いたケーブルを、LNI リンクトラ
フィックには 1 というラベルの付いたケーブルを使用する必要があります。

ステップ 5: サーバーを認証する
サーバーを認証するには、ラップトップをUSBケーブルでサーバーに接続し、コマンドベースのシリ
アルプロトコルを使用して接続をテストし、サーバーを承認する必要があります。IAM 認証情報に加え
て、USB ケーブル、ラップトップ、および PuTTY やscreenをクリックして、これらの手順を完了しま
す。

サーバーの認証については、次の情報を考慮してください。

• サーバーを認証するには、ユーザーまたはサーバーをインストールする当事者がAWSOutpostを含むア
カウント。詳細については、「the section called “アクセス許可を付与する” (p. 42)」を参照してくだ
さい。

• 接続をテストするために IAM 認証情報で認証する必要はありません。
• エクスポートコマンドを使用して IAM 認証情報を環境変数として設定する前に、接続をテストすること

を検討してください。
• アカウントを保護するために、Outpost 設定ツールはお客様の IAM 認証情報を保存しません。

トピック
• ラップトップをサーバーConnect する (p. 49)
• 接続のテスト (p. 52)
• サーバーを認証する (p. 55)
• Outpost 設定ツールのコマンドリファレンス (p. 56)

ラップトップをサーバーConnect する
USB ケーブルを使用して、ラップトップをサーバーに接続します。サーバーには、ラップトップで使用可
能な仮想シリアルポートを作成する USB チップが含まれています。この仮想シリアルポートを使用して、
シリアル端末エミュレーションソフトウェアを使用してサーバーに接続できます。この仮想シリアルポー
トは、Outpost 構成ツールのコマンドを実行するためにのみ使用できます。
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ラップトップをサーバーに接続するには

• USB ケーブルを使用して、ラップトップをサーバーに接続します。

Note

USB チップには、仮想シリアルポートを作成するためにドライバが必要です。必要なドライ
バがまだ存在しない場合、オペレーティングシステムによって自動的にインストールされま
す。ドライバーをダウンロードしてインストールするには、「」を参照してください。イン
ストールガイドFTDI からのコピー

サーバーへのシリアル接続を作成する

このセクションには、一般的なシリアルターミナルプログラムの使用方法が含まれていますが、これら
のプログラムを使用する必要はありません。接続速度が次のシリアル端末プログラムを使用してくださ
い115200ボー。

トピック
• Windows シリアル接続 (p. 50)
• Mac シリアル接続 (p. 51)

Windows シリアル接続

以下の手順は Windows の PuTTY に関するものです。PuTTY は無料ですが、ダウンロードが必要な場合
があります。

PuTTY をダウンロード

PuTTY のダウンロードページから、PuTTY をダウンロードしてインストールします。

PuTTY を使用して Windows でシリアルターミナルを作成するには

1. USB ケーブルをサーバーと Windows ラップトップに接続します。
2. デスクトップから、右クリックスタートを選択し、デバイスの管理。
3. In (イン)デバイスの管理、を拡張します。ポート (COM & LPT)USBシリアル接続用のCOMポートを

決定します。という名前のノードが表示されますUSB シリアルポート (COM)#)。COM ポートの値は
ハードウェアによって異なります。

4. PuTTYでは、セッション、選択Serialにとって接続タイプの順に選択し、以下の情報を入力します。

• []直列回線で、デバイスマネージャから COM ポートを入力します。
• []速度[] を選択してから、115200
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5. [Open (開く)] を選択します。

Mac シリアル接続

以下の手順は、screenMacOS で。を見つけることができます。screenオペレーティングシステムに含ま
れています。

macOS でシリアルターミナルを作成するにはscreen

1. USB ケーブルをサーバーとラップトップに接続します。
2. ターミナルで、リスト/devと*usb*出力をフィルタして仮想シリアルポートを見つけます。

ls -ltr /dev/*usb*

シリアルデバイスは次のように表示されます。tty。たとえば、前の list コマンドからの次のサンプル
出力を考えてみます。

ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw-  1 root  wheel   21,   3 Feb  8 15:48 /dev/cu.usbserial-<EXAMPLE1>
crw-rw-rw-  1 root  wheel   21,   2 Feb  9 08:56 /dev/tty.usbserial-<EXAMPLE1>

3. ターミナルで、screenシリアル接続をセットアップするために、シリアルデバイスとシリアル接続の
ボーレートを使用します。次のコマンドで、以下のように置き換えます。<EXAMPLE1>ノートパソコ
ンの価値で。

screen /dev/tty.usbserial-<EXAMPLE1> 115200
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接続のテスト
このセクションでは、Outpost 設定ツールを使用して接続をテストする方法について説明します。接続を
テストするために IAM 認証情報は必要ありません。接続にアクセスするには、DNS を解決できる必要が
ありますAWS リージョン。

1. リンクをテストし、接続情報を取得する
2. DNS リゾルバーのテスト
3. へのアクセスをテストするAWS リージョン

リンクをテストするには

1. USB ケーブルを使用して、ラップトップをサーバーに接続します。
2. PuTTY などのシリアル端末プログラムを使用するscreen[] をクリックしてサーバーに接続します。詳

細については、「the section called “サーバーへのシリアル接続を作成する” (p. 50)」を参照してく
ださい。

3. を押すEnterOutpost 設定ツールのコマンドプロンプトにアクセスします。

Outpost>

Note

電源を入れた後、サーバーのシャーシ内の左側のライトが赤く点灯し、Outpost 
Configuration Tool に接続できない場合は、続行するためにサーバーの電源を切り、ドレイ
ンする必要がある可能性があります。サーバーをドレインするには、すべてのネットワーク
ケーブルと電源ケーブルを外し、5 分待ってから電源を入れ、ネットワークに再度接続しま
す。

4. を使用するdescribe-linksサーバー上のネットワークリンクに関する情報を返します。Outpost サー
バーには、1 つのサービスリンクと 1 つのローカルネットワークインターフェイス (LNI) リンクが必
要です。

Outpost>describe-links
---
service_link_connected: True
local_link_connected: False
links:
- 
  name: local_link 
  connected: False 
  mac: 00:00:00:00:00:00
- 
  name: service_link 
  connected: True 
  mac: 0A:DC:FE:D7:8E:1F
checksum: 0x46FDC542

もし、もしconnected: Falseどちらのリンクでも、ハードウェアのネットワーク接続をトラブル
シューティングします。

5. を使用するdescribe-ip接続されている各リンクの IP 割り当てステータスと設定を返します。

Outpost>describe-ip
---
links:
- 
  name: local_link 
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  configured: True 
  ip: 192.0.2.10 
  netmask: 255.255.0.0 
  gateway: 192.0.2.1 
  dns: [ "198.51.100.17", "198.51.100.18" ] 
  ntp: [ "203.0.113.17", "203.0.113.18" ]
- 
  name: service_link 
  configured: True 
  ip: 10.189.206.29 
  netmask: 255.255.0.0 
  gateway: 0.0.0.0   
  dns: [ "198.51.100.17", "198.51.100.18" ] 
  ntp: [ "203.0.113.17", "203.0.113.18" ]
checksum: 0xD72BBFD5

欠落している値がないはずです。

DNS をテストするには

1. USB ケーブルを使用して、ラップトップをサーバーに接続します。
2. PuTTY などのシリアル端末プログラムを使用するscreen[] をクリックしてサーバーに接続します。詳

細については、「the section called “サーバーへのシリアル接続を作成する” (p. 50)」を参照してく
ださい。

3. を押すEnterOutpost 設定ツールのコマンドプロンプトにアクセスします。

Outpost>

Note

電源を入れた後、サーバーのシャーシ内の左側のライトが赤く点灯し、Outpost 
Configuration Tool に接続できない場合は、続行するためにサーバーの電源を切り、ドレイ
ンする必要がある可能性があります。サーバーをドレインするには、すべてのネットワーク
ケーブルと電源ケーブルを外し、5 分待ってから電源を入れ、ネットワークに再度接続しま
す。

4. を使用するexportをクリックして、Outpost サーバーの親リージョンをの値として入力しま
すAWS_DEFAULT_REGION。

AWS_DEFAULT_REGION=[Region] (リージョン)

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: 0xB2A945RE

• 等号 (=) の前後にスペースを入れないでください。
• 環境値は保存されません。エクスポートする必要がありますAWS リージョンOutpost 設定ツールを

実行するたびに。
• サードパーティを使用してサーバーをインストールする場合は、サードパーティに親リージョンを

提供する必要があります。
5. を使用するdescribe-resolveOutpost サーバーが DNS リゾルバーに到達し、リージョン内の Outpost 

設定エンドポイントの IP アドレスを解決できるかどうかを判断します。IP 構成を持つリンクが少な
くとも 1 つ必要です。

Outpost>describe-resolve
---
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dns_responding: True
dns_resolving: True
dns: [ "198.51.100.17", "198.51.100.18" ]
query: outposts.us-west-2.amazonaws.com
records: [ "18.236.23.100", "44.233.238.216", "44.227.161.215" ]
checksum: 0xB6A961CE

へのアクセスをテストするにはAWS リージョン

1. USB ケーブルを使用して、ラップトップをサーバーに接続します。
2. PuTTY などのシリアル端末プログラムを使用するscreen[] をクリックしてサーバーに接続します。詳

細については、「the section called “サーバーへのシリアル接続を作成する” (p. 50)」を参照してく
ださい。

3. を押すEnterOutpost 設定ツールのコマンドプロンプトにアクセスします。

Outpost>

Note

電源を入れた後、サーバーのシャーシ内の左側のライトが赤く点灯し、Outpost 
Configuration Tool に接続できない場合は、続行するためにサーバーの電源を切り、ドレイ
ンする必要がある可能性があります。サーバーをドレインするには、すべてのネットワーク
ケーブルと電源ケーブルを外し、5 分待ってから電源を入れ、ネットワークに再度接続しま
す。

4. を使用するexportをクリックして、Outpost サーバーの親リージョンをの値として入力しま
すAWS_DEFAULT_REGION。

AWS_DEFAULT_REGION=[Region] (リージョン)

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: 0xB2A945RE

• 等号 (=) の前後にスペースを入れないでください。
• 環境値は保存されません。エクスポートする必要がありますAWS リージョンOutpost 設定ツールを

実行するたびに。
• サードパーティを使用してサーバーをインストールする場合は、サードパーティに親リージョンを

提供する必要があります。
5. を使用するdescribe-reachabilityOutpost サーバーがリージョンのOutpost構成エンドポイントに到達で

きるかどうかを判断します。動作する DNS 設定が必要です。これは、describe-resolve。

Outpost>describe-reachability
---
is_reachable: True
src_ip: 10.189.206.29
dst_ip: 54.190.8.67
dst_port: 443
checksum: 0xCB506615

• is_reachableテストの結果を示します
• src_ipは、サーバーの IP アドレスです
• dst_ipは、リージョンの Outpost 設定エンドポイントの IP アドレスです
• dst_portサーバーが接続に使用したポートですかdst_ip
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サーバーを認証する
このセクションでは、Outpost 設定ツールと IAM 認証情報をAWSサーバーを承認する Outpost を含むアカ
ウント。

サーバーを認証するには

1. USB ケーブルを使用して、ラップトップをサーバーに接続します。
2. PuTTY などのシリアル端末プログラムを使用するscreen[] をクリックしてサーバーに接続します。詳

細については、「the section called “サーバーへのシリアル接続を作成する” (p. 50)」を参照してく
ださい。

3. を押すEnterOutpost 設定ツールのコマンドプロンプトにアクセスします。

Outpost>

Note

電源を入れた後、サーバーのシャーシ内の左側のライトが赤く点灯し、Outpost 
Configuration Tool に接続できない場合は、続行するためにサーバーの電源を切り、ドレイ
ンする必要がある可能性があります。サーバーをドレインするには、すべてのネットワーク
ケーブルと電源ケーブルを外し、5 分待ってから電源を入れ、ネットワークに再度接続しま
す。

4. を使用するexportをクリックして、IAM 認証情報を Outpost 設定ツールに入力します。サードパー
ティを使用してサーバーをインストールする場合は、サードパーティに IAM 認証情報を提供する必要
があります。

認証するには、次の 4 つの変数をエクスポートする必要があります。一度に 1 つの変数をエクスポー
トします。等号 (=) の前後にスペースを入れないでください。Outpost 設定ツールを実行するたびに、
資格情報をエクスポートする必要があります。認証情報は保存されません。

• AWS_ACCESS_KEY_ID=access-key-id
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY=secret-access-key
• AWS_SESSION_TOKEN=#########
• AWS_DEFAULT_REGION=[Region] (リージョン)

Outpost サーバーの親リージョンをの値として使用します。AWS_DEFAULT_REGION。サードパー
ティを使用してサーバーをインストールする場合は、そのサードパーティに親リージョンを提供す
る必要があります。

次の例の出力は、エクスポートが成功したことを示しています。

Outpost>export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SESSION_TOKEN=MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgk
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
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BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: <example-checksum>

5. を使用するstart-connectionをクリックして、リージョンへの安全な接続を作成します。

次の例の出力は、接続が正常に開始されたことを示しています。

Outpost>start-connection

is_started: True
asset_id: <example-asset-id>
connection_id: <example-connection-id>
timestamp: 2021-10-01T23:30:26Z
checksum: <example-checksum>

6. 5 分ほど待ちます。
7. を使用するget-connectionをクリックして、リージョンへの接続が確立されているかどうかを確認しま

す。接続に成功したら、ラップトップをサーバーから切断できます。

次の例の出力は、接続が成功したことを示しています。次の出力の 2 つの値のいずれかがFalse[5 分
後にもう一度お試しください。

Outpost>get-connection

keys_exchanged: True
connection_established: True
timestamp: 2021-10-01T23:35:26Z
checksum: <example-checksum>

Outpost 設定ツールのコマンドリファレンス
このセクションには、Outpost 設定ツールのコマンドと例のリファレンスが含まれます。

コマンド
• [Export] (エクスポート) (p. 57)
• リンクを説明する (p. 58)
• IPを記述する (p. 58)
• resolveの説明 (p. 58)
• 到達可能性を記述する (p. 58)
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• 接続開始 (p. 59)
• 接続を取得 (p. 59)

[Export] (エクスポート)

書き出す

を使用するexportIAM認証情報を環境変数として設定します。
構文

Outpost>export  <variable>=<value>

exportは変数代入文を取ります。

次の形式を使用する必要があります。<variable>=<value>

認証するには、次の 4 つの変数をエクスポートする必要があります。一度に 1 つの変数をエクスポー
トします。等号 (=) の前後にスペースを入れないでください。Outpost 設定ツールを実行するたびに、
資格情報をエクスポートする必要があります。認証情報は保存されません。
• AWS_ACCESS_KEY_ID=access-key-id

• AWS_SECRET_ACCESS_KEY=secret-access-key

• AWS_SESSION_TOKEN=#########

• AWS_DEFAULT_REGION=[Region] (リージョン)

Outpost サーバーの親リージョンをの値として使用します。AWS_DEFAULT_REGION。

Example : 認証情報のインポートが成功しました

Outpost>export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SESSION_TOKEN=MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgk
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

result: OK
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checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: <example-checksum>

リンクを説明する

記述リンク

を使用するdescribe-linksサーバー上のネットワークリンクに関する情報を返します。Outpost サー
バーには、1 つのサービスリンクと 1 つのローカルネットワークインターフェイス (LNI) リンクが必
要です。

構文

Outpost>describe-links

describe-links引数は取らない。

IPを記述する

describe-ip

を使用するdescribe-ip接続されている各リンクの IP 割り当てステータスと設定を返します。
構文

Outpost>describe-ip

describe-ip引数は取らない。

resolveの説明

describe-post

を使用するdescribe-resolveOutpost サーバーが DNS リゾルバーに到達し、リージョン内の Outpost 
設定エンドポイントの IP アドレスを解決できるかどうかを判断します。IP 構成を持つリンクが少な
くとも 1 つ必要です。

構文

Outpost>describe-resolve

describe-resolve引数は取らない。

到達可能性を記述する

記述到達可能性

を使用するdescribe-reachabilityOutpost サーバーがリージョンのOutpost構成エンドポイントに到達で
きるかどうかを判断します。動作する DNS 設定が必要です。これは、describe-resolve。
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構文

Outpost>describe-reachability

describe-reachability引数は取らない。

接続開始

接続開始

を使用するstart-connectionリージョンのOutpostサービスとの接続を開始します。このコマンドは、
でロードした環境変数から署名バージョン 4 (SigV4) の認証情報を取得します。export。接続は非同
期的に実行され、ただちに返ります。接続のステータスを確認するには、以下を使用します。get-
connection。

構文

Outpost>start-connection [0|1]

start-connection別の接続を開始するために、オプションの接続インデックスを取ります。次の値の
み0そして1は有効です。

Example : 接続開始

Outpost>start-connection

is_started: True
asset_id: <example-asset-id>
connection_id: <example-connecdtion-id>
timestamp: 2021-10-01T23:30:26Z
checksum: <example-checksum>

接続を取得

get-connection

を使用するget-connection接続ステータスを返します。
構文

Outpost>get-connection [0|1]

get-connection別の接続のステータスを返すために、オプションの接続インデックスを取ります。次の
値のみ0そして1は有効です。

Example : 正常な接続

Outpost>get-connection

keys_exchanged: True
connection_established: True
timestamp: 2021-10-01T23:35:26Z
checksum: <example-checksum>
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アウトポストでインスタンスを起動する
Outpost をインストールして、コンピューティング容量とストレージ容量を使用できます。リソースを作
成することから始めることができます。利用可能なリソースは、Outpostのフォームファクターによって異
なります。

Outpost ラック

Outpost サブネットを使用して Outpost で Amazon EC2 インスタンスを起動して Amazon EBS ボリュー
ムを作成します。Outpost で Amazon EBS ボリュームのスナップショットを作成することもできま
す。Linux に適用される詳細については、を参照してください。上のローカル Amazon EBS スナッ
プショットAWS OutpostsのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。Windows に適用さ
れる詳細については、「」を参照してください。上のローカル Amazon EBS スナップショットAWS 
OutpostsのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

Outpost サーバー

インスタンスストアを使用する Amazon EC2 インスタンスを起動します。EBS ダイレクト API を使
用して、インスタンスを Amazon EBS にバックアップすることもできます。AWSリージョン。Linux 
に適用される詳細については、を参照してください。EBS direct APIのLinux インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイド。Windows に適用される詳細については、「」を参照してください。EBS direct 
APIのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

詳細については、「the section called “AWSOutposts に関するリソース” (p. 1)」を参照してください。

前提条件

Outpost は、自分のサイトにインストールする必要があります。詳細については、「Outpost を作成
し、Outpost 容量を注文します (p. 39)」を参照してください。

タスク
• ステップ 1: サブネットの作成 (p. 60)
• ステップ 2: Outpost でインスタンスを起動する (p. 61)
• ステップ 3: カスタマー所有の IP アドレスをインスタンスに割り当て、インスタンスに関連付け

る (p. 62)
• ステップ 4: ローカル接続を設定する (p. 64)
• ステップ 5: 接続をテストする (p. 65)

ステップ 1: サブネットの作成
Outpost サブネットは、内の任意の VPC に追加できます。AWSOutpost のためのRegion。その場
合、VPC は出力にも及びます。詳細については、「ネットワークコンポーネント (p. 4)」を参照してくだ
さい。

Note

自分と共有されている Outpost サブネットでインスタンスを起動する場合は、スキップしてス
テップ 2: Outpost でインスタンスを起動する (p. 61)。サブネットの共有の詳細については、
「」を参照してください。サブネットの共有のAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド。

Outpost サブネットを作成するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Outposts。
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3. 前哨基地を選択し、アクション,サブネットの作成。
4. VPC を選択し、サブネットの IP アドレス範囲を指定します。
5. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 2: Outpost でインスタンスを起動する
EC2 インスタンスは、作成した Outpost サブネットまたは共有されている Outpost サブネットで起動でき
ます。セキュリティグループは、アベイラビリティーゾーンサブネットのインスタンスと同様に、Outpost 
サブネットのインスタンスのインバウンドトラフィックとアウトバウンドの VPC トラフィックを制御しま
す。ローカルネットワークインターフェイスはセキュリティグループを使用しません。詳細については、
「the section called “セキュリティグループとローカルネットワークインターフェイス” (p. 25)」を参照し
てください。Outpost サブネットの EC2 インスタンスに接続するには、アベイラビリティーゾーンサブ
ネットのインスタンスと同様に、インスタンスの起動時にkey pair を指定できます。

サーバーについての考慮事項

Outpost がサーバーフォームファクターで、アプリケーションにストレージが必要な場合は、アプリ
ケーションのニーズを満たすのに十分なインスタンスストアがルートボリュームにある AMI を使用しま
す。詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Amazon EC2 Linux インスタン
ス用ユーザーガイド) の「Instance store volumes」(インスタンスストアボリューム) を参照してくださ
い。Windows については、を参照してください。インスタンスストアボリュームのWindows インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

インスタンスストアに関する次の情報を考慮してください。

• インスタンスタイプは 1 つのインスタンスストアボリュームで使用する必要があります。複数のインス
タンスストアボリュームを持つインスタンスタイプはサポートされていません。

• インスタンスストアのボリュームを追加する場合は、起動時に追加します。インスタンスストアは、イ
ンスタンスの起動時にのみ追加できます。詳細については、次を参照してください。ステップ 4: スト
レージの追加のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。Windows については、を参照して
ください。ステップ 4: ストレージの追加のWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

ラックについての考慮事項

Outpost がラックの場合は、プレイスメントグループと顧客所有の IP (CoIP) アドレスプールを使用できま
す。Outpost が CoIP アドレスプールを使用するように設定されている場合、しなければならないローカ
ル接続を設定する前に、起動するインスタンスに Elastic IP アドレスをマッピングします。詳細について
は、「the section called “ステップ 3: カスタマー所有の IP アドレスをインスタンスに割り当て、インスタ
ンスに関連付ける” (p. 62)」を参照してください。

以下のようにインスタンスを起動できます。

AWS Outposts console

インスタンスを Outpost サブネット内で起動するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Outposts。
3. 前哨基地を選択し、アクション、詳細を表示。
4. リポジトリの []Outpost の概要[] ページで、[インスタンスを起動する。Amazon EC2 コンソール

にリダイレクトされます。
5. Amazon EC2 インスタンス起動ウィザードの手順に従って、Outpost サブネットでインスタンス

を起動します。インスタンスストアのボリュームを追加する場合は、ウィザードのステップ 4 を
使用します。インスタンスストアは、インスタンスの起動時にのみ追加できます。
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Linux に適用される詳細については、を参照してください。インスタンス起動ウィザードを使用
してインスタンスを起動するのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。Windows に
適用される詳細については、「」を参照してください。インスタンス起動ウィザードを使用して
インスタンスを起動するのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

AWS CLI

インスタンスを Outpost サブネット内で起動するには

• を使用するrun-instancesをクリックして、Outpost サブネットのインスタンスを起動します。
インスタンスの起動の詳細については、「」を参照してください。run-instancesのAWS CLIコマ
ンドリファレンス。

例

aws ec2 run-instances --image-id ami-abc12345 --count 1 --instance-type c5.large
--key-name MyKeyPair --security-group-ids sg-1a2b3c4d --subnet-id subnet-6e7f829e

プレイスメントグループの操作
前哨ラックは配置グループをサポートします。配置グループを使用して、Amazon EC2 サービスが次の
グループの配置を試みる方法に影響を与えます。相互依存基盤となるハードウェアで起動するインスタン
ス。さまざまなワークロードのニーズを満たすために、さまざまな戦略を使用できます。Outposts では、
リージョンの場合と同じように、クラスター、パーティション、またはスプレッド戦略を使用できます。
シングルラックの Outpost を使用している場合、ホスト分散戦略を利用して、ラックではなく複数のホス
トにインスタンスを配置できます。

プレイスメントグループの操作の詳細については、「」を参照してください。プレイスメントグルー
プそしてプレイスメントグループAWS OutpostsのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド。Windows については、を参照してください。プレイスメントグループそしてプレイスメントグループ
AWS OutpostsのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

ステップ 3: カスタマー所有の IP アドレスをインスタ
ンスに割り当て、インスタンスに関連付ける
次のいずれかのアクションを実行します。

• 出力サーバーをお持ちの場合は、この手順をスキップしてローカル接続を設定する (p. 64)。
• Outpost ラックがある場合は、次のようにして、顧客所有の IP アドレスを割り当てて、それをインスタ

ンスに割り当てます。

Amazon EC2 console

Elastic IP アドレスをインスタンスに割り当て、インスタンスに関連付けるには

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 [Elastic IP] を選択します。
3. [Allocate new address] を選択します。
4. を使用する場合ネットワーク境界グループで、IP アドレスのアドバタイズ元の場所を選択しま

す。
5. を使用する場合パブリック IPv4 アドレスプール、選択カスタマー所有の IPv4 アドレスプール。
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ステップ 3: カスタマー所有の IP アドレスをイン
スタンスに割り当て、インスタンスに関連付ける

6. を使用する場合カスタマー所有の IPv4 アドレスプールで、設定したプールを選択します。
7. [Allocate] を選択し、確認画面を閉じます。
8. ナビゲーションペインで Elastic IP を選択します。
9. Elastic IP アドレスを選択し、アクション,アドレスの関連付け。
10. インスタンスを以下から選択します。インスタンス[] を選択してから、[関連付け。

AWS CLI

Elastic IP アドレスをインスタンスに割り当て、インスタンスに関連付けるには

1. を使用するdescribe-coip-poolsを使用して、指定したカスタマー所有のアドレスプールに
関する情報を取得します。詳細については、次を参照してください。describe-coip-poolsの AWS 
CLIコマンドリファレンス。

注意:PoolId戻り値。

例

aws ec2 describe-coip-pools

出力

{ 
    "CoipPools":[ 
        { 
            "Poolid":  "ipv4pool-coip-0abcdef0123456789", 
            "Poolcidrs":  [ 
            "192.168.0.0/16" 
            ], 
            LocalGatewayRouteTableId":  "lgw-rtb-0abcdef0123456789" 
         } 
      ]
} 

2. を使用するallocate-addressElastic IP アドレスを割り当てます。詳細については、次を参照
してください。allocate-addressのAWS CLIコマンドリファレンス。

を使用するcustomer-owned-ipv4-poolオプションをPoolId前のステップで返った。

例

aws ec2 allocate-address--address 192.0.2.128 --customer-owned-ipv4-pool ipv4pool-
coip-0abcdef0123456789

出力

{ 
    "CustomerOwnedIp": "192.0.2.128", 
    "AllocationId": "eipalloc-02463d08ceEXAMPLE", 
    "CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-coip-0abcdef0123456789",
}

3. を使用するassociate-addressを使用して、Elastic IP アドレスと Outpost インスタンスを関
連付けます。詳細については、次を参照してください。associate-addressのAWS CLIコマンドリ
ファレンス。

例

63

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-coip-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/allocate-address.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/associate-address.html


AWS Outposts ユーザーガイド
ステップ 4: ローカル接続を設定する

aws ec2 associate-address --allocation-id eipalloc-02463d08ceEXAMPLE --network-
interface-id eni-1a2b3c4d

出力

{ 
    "AssociationId": "eipassoc-02463d08ceEXAMPLE",
}

顧客が所有する共有の IP アドレスプールを使用する場合は、設定を開始する前にプールを共有する必要が
あります。カスタマー所有の IPv4 アドレスを共有する方法については、「」を参照してください。リソー
スの共有のAWS RAMユーザーガイド。

ステップ 4: ローカル接続を設定する
接続構成は、前哨基地のフォームファクターによって異なります。Outpost サイトのフォームファクター
と一致する手順を使用します。

接続は次のように構成します。

Racks

VPC とローカルネットワーク間の接続を提供するには、VPC をローカルゲートウェイルートテーブ
ルに明示的に関連付ける必要があります。ルートを作成するときに、IP アドレス、インターネット
ゲートウェイ、ローカルゲートウェイ、仮想プライベートゲートウェイ、およびピア接続を宛先とし
て指定できます。

ラックのルーティングを設定するには

1. VPC とローカルゲートウェイルートテーブルを関連付けます。

a. ナビゲーションペインで、[ローカルゲートウェイルートテーブル。
b. ルートテーブルを選択してから [アクション,VPC の関連付け。
c. を使用する場合VPCで、ローカルゲートウェイルートテーブルに関連付ける VPC を選択し

ます。
d. [Associate VPC] を選択します。

2. Outpost サブネットのインスタンスがローカルネットワークと通信するには、ローカルゲート
ウェイをネクストホップターゲットとするルートを Outpost の VPC サブネットルートテーブル
に追加する必要があります。

a. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
b. ナビゲーションペインで、[Route Tables] を選択します。
c. サブネットに関連付けられているルートテーブルを選択し、[アクション,ルートを編集する。
d. [Add Rule] (ルートの追加) を選択します。
e. を使用する場合送信先で、ローカルネットワークの CIDR を入力します。
f. を使用する場合ターゲットで、ローカルゲートウェイの ID を選択します。
g. [ルートの保存] を選択します。

Servers

インスタンスのローカルネットワークインターフェイスは、ローカルネットワーク上の IP アドレスを
使用して設定する必要があります。通常、この作業は DHCP で行います。詳細については、「インス
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ステップ 5: 接続をテストする

タンスのオペレーティングシステムに関するドキュメント」を参照してください。追加のネットワー
クインターフェイスとセカンダリ IP アドレスの設定に関する情報が記載されています。

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを記述するには

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、[Network Interfaces] を選択します。
3. ネットワークインターフェイスの詳細ページを表示するには、そのネットワークインターフェイ

スの ID を選択します。または、ネットワークインタフェースページを離れずに情報を表示するに
は、ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

Linux に適用される詳細については、「」を参照してください。ネットワークインターフェイスの操
作のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。Windows に適用される詳細については、
「」を参照してください。ネットワークインターフェイスの操作のWindows インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイド。

ステップ 5: 接続をテストする
次のように、適切なユースケースを使用して接続をテストできます。

• ローカルネットワークから Outpost への接続をテストします。ローカルネットワーク内のコンピュー
ターから、テストする前哨基地のフォームファクターに応じて、次のいずれかのアクションを実行しま
す。
• ラックの場合は、pingコマンドを Outpost インスタンスの顧客所有の IP アドレスに送信します。
• サーバの場合は、pingコマンドを Outpost インスタンスのローカルネットワークインターフェイス 

IP アドレスに送信します。

ping 172.16.0.128
Pinging 172.16.0.128

Reply from 172.16.0.128:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.128:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.128:  bytes=32 time=<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.128
Packets:  Sent = 3,  Received = 3,  Lost = 0 (0% lost)

Approximate round trip time in milliseconds
Minimum = 0ms,  Maximum = 0ms,  Average = 0ms

• Outpost インスタンスからローカルネットワークへの接続をテストします。

オペレーティングシステムに応じて、SSHまたはrdpOutpost インスタンスのプライベート IP アドレ
スに接続します。Linux インスタンスに接続する方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイド の「Linux インスタンスへの接続」を参照してください。Windows インスタンスへの接
続の詳細については、「」を参照してください。Windows インスタンスに接続するのWindows インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

Outpost インスタンスが実行されたら、pingコマンドをローカルネットワーク内のコンピュータの IP 
アドレスに送信します。以下の例では、IP アドレスは 172.16.0.130 です。

ping 172.16.0.130
Pinging 172.16.0.130

Reply from 172.16.0.130:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.130:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.130:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
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Ping statistics for 172.16.0.130
Packets:  Sent = 3,  Received = 3,  Lost = 0 (0% lost)

Approximate round trip time in milliseconds
Minimum = 0ms,  Maximum = 0ms,  Average = 0ms

• 間の接続をテストするAWS地域と前哨基地。を使用するrun-instanceのサブネットのインスタンスを
起動するにはAWSリージョン。詳細については、次を参照してください。run-instancesの AWS CLIコ
マンドリファレンス。

例

aws ec2 run-instances \ 
    --image-id ami-abcdefghi1234567898 \ 
    --instance-type c5.large \ 
    --key-name MyKeyPair \ 
    --security-group-ids sg-1a2b3c4d123456787 \ 
    --subnet-id subnet-6e7f829e123445678

インスタンスが実行されたら、次のオペレーションを実行します。
1. 取得AWSリージョンインスタンスのプライベート IP アドレス (10.0.0.5 など)。この情報は、インス

タンスの詳細ページの Amazon EC2 コンソールで確認できます。
2. オペレーティングシステムに応じて、SSHまたはrdpOutpost インスタンスのプライベート IP アドレ

スに接続します。
3. を実行pingコマンドを Outpost インスタンスからAWSRegion インスタンスの IP アドレス。以下の

例では、IP アドレスは 10.0.0.5 です。

ping 10.0.0.5
Pinging 10.0.0.5

Reply from 10.0.0.5:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.5:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.5:  bytes=32 time=<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.5
Packets:  Sent = 3,  Received = 3,  Lost = 0 (0% lost)

Approximate round trip time in milliseconds
Minimum = 0ms,  Maximum = 0ms,  Average = 0ms
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Outposts

Outposts とサイトの操作
Outposts とサイトを管理するAWS Outposts。

Outposts とサイトにタグを付け、組織のニーズに応じて識別または分類できます。タグ付けの詳細につい
ては、「」を参照してください。タグ付けAWSリソースのAWS全般のリファレンスガイド。

トピック
• Outposts の管理 (p. 67)
• Outpost サイトの管理 (p. 69)

Outposts の管理
AWS Outpostsには、Outposts と呼ばれるハードウェアおよび仮想リソースが含まれます。このセクショ
ンを使用して、名前の変更、詳細やタグの追加や表示など、Outposts を作成および管理します。

Outpost を作成するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。Outposts。
4. 選択Outpost の作成。
5. この Outpost のハードウェアタイプを選択します。
6. Outpost の名前と説明を入力します。
7. Outpost のアベイラビリティーゾーンを選択します。
8. (オプション) [] を選択します。プライベート接続オプション。を使用する場合VPCそしてサブネット] 

で、VPC とサブネットを選択します。AWS前哨基地としてのアカウントとアベイラビリティーゾー
ン。

Note

Outpost のプライベート接続を元に戻す必要がある場合は、AWSエンタープライズSupport。
詳細については、「VPC を使用したサービスリンクのプライベート接続 (p. 8)」を参照して
ください。

9. 送信元サイト ID] で、次のいずれかを実行します。

• 既存のサイトを選択するには、サイトを選択します。
• 新しいサイトを作成するには、サイトの作成[] で、次をクリックし、新しいウィンドウにサイトに

関する情報を入力します。

サイトを作成したら、このウィンドウに戻ってサイトを選択します。新しいサイトを表示するに
は、サイトリストを更新する必要がある場合があります。データを更新するには、更新アイコン 

( ).

詳細については、「the section called “サイト” (p. 69)」を参照してください。
10. 選択Outpost の作成。
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Outposts

Tip

新しいアウトポストに容量を追加するには、注文する必要があります。

Outpost の名前と説明を編集するには、次の手順に従います。

Outpost の名前と説明を編集するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。Outposts。
4. 前哨基地を選択し、アクション、Outpost の編集。
5. 名前と説明を変更します。

を使用する場合名前] で、名前を入力します。

を使用する場合説明で、説明を入力します。
6. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

Outpost の詳細を表示するには、次の手順に従います。

Outpost の詳細を表示するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。Outposts。
4. 前哨基地を選択し、アクション、詳細を表示。

また、 を使用することもできますAWS CLIをクリックして、Outpost の詳細を表示します。

で前哨の詳細を表示するにはAWS CLI

• を使用するゲット・アウトポスト AWS CLIコマンド。

Outpost のタグを管理するには、次の手順に従います。

Outpost タグを管理するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。Outposts。
4. 前哨基地を選択し、アクション、タグの管理。
5. タグを追加または削除します。

タグを追加するには、新しいタグを追加] を選択し、次の作業を行います。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

タグを削除するには、を削除します。タグのキーと値の右側にあります。
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サイト

6. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

Outpost サイトの管理
お客様が管理する物理的な建物がどこにあるのかAWSあなたの前哨基地を設置します。サイト
は、Outpost の設備、ネットワーク、および電力要件を満たしている必要があります。詳細については、
「要件 (p. 29)」を参照してください。

Outpost サイトを作成するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。サイト。
4. [サイトの作成] を選択します。
5. サイトでサポートされているハードウェアの種類を選択します。
6. サイトの名前、説明、および営業アドレスを入力します。サイトでラックをサポートするように選択

した場合は、次の情報を入力します。

• 最大重量— このサイトがサポートできる最大ラック重量を指定します。
• パワードロー— ラックのハードウェア配置位置で使用可能な電力消費を kVA 単位で指定します。
• 電源オプション— ハードウェアに提供できる電源オプションを指定します。
• 電源コネクタ— 次の電源コネクタを指定します。AWSは、ハードウェアへの接続を提供することを

計画する必要があります。
• パワーフィードドロップ：電源供給がラックの上または下どちらになるかを指定します。
• アップリンク速度— リージョンへの接続でラックがサポートするアップリンク速度を指定します。
• アップリンク数— ラックをネットワークに接続するために使用する Outpost ネットワークデバイス

のアップリンク数を指定します。
• ファイバーの種類— Outpost をネットワークに接続するために使用するファイバーのタイプを指定

します。
• 光学規格— ネットワークに Outpost を接続するために使用する光学規格のタイプを指定します。
• 注意— サイトに関するメモを指定します。

7. 施設の要件を読み、施設要件を読んだことある。
8. [サイトの作成] を選択します。

Outpost サイトのの名前と説明を編集するには、次の手順に従います。

サイト名と説明を編集するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。サイト。
4. 前哨基地を選択し、アクション、サイトの編集。
5. 名前と説明を変更します。

を使用する場合名前] で、名前を入力します。

を使用する場合説明で、説明を入力します。
6. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

Outpost サイトの詳細を表示するには、次の手順に従います。
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サイトの詳細を表示するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。サイト。
4. サイトを選択し、[] を選択します。アクション、詳細を表示。

Outpost サイトのタグを管理するには、次の手順に従います。

サイトタグを管理するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。サイト。
4. サイトを選択し、[] を選択します。アクション、タグの管理。
5. タグを追加または削除します。

タグを追加するには、新しいタグを追加] を選択し、次の作業を行います。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

タグを削除するには、を削除します。タグのキーと値の右側にあります。
6. [Save changes] (変更の保存) を選択します。
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ローカルゲートウェイの使用
Outpost ラックだけがローカルゲートウェイをサポートします。

ローカルゲートウェイには 2 つの目的があります。オンプレミス送信先トラフィックの送信先を VPC の
ルートテーブルに表示し、顧客所有の IP プールからアドレスが割り当てられているインスタンスに対して
ネットワークアドレス変換 (NAT) を実行します。Outpost とその親の間の通信にローカルゲートウェイを
使用することもできます。AWSリージョン。

各 Outpost ラックは 1 つのローカルゲートウェイをサポートします。-AWSOutpost に関連付けられたアカ
ウントは、ローカルゲートウェイを所有しています。

ローカルゲートウェイには、次のコンポーネントがあります。

• ルートテーブル-AWSは、Outpost のローカルゲートウェイを作成し、インストールプロセスの一環とし
てローカルゲートウェイルートテーブルを作成します。Outpost に存在するサブネットに関連付けられ
た VPC ルートテーブルは、ローカルゲートウェイをルートターゲットとして使用できます。

• 仮想インターフェイス (VIF)-AWSLAG ごとに 1 つの VIF を作成し、VIF をデフォルトのローカルゲー
トウェイルートテーブルに関連付けます。ローカルゲートウェイルートテーブルには、ローカルネット
ワーク接続用の 2 つの VIF へのデフォルトルートがあります。

AWSインストールプロセス中に Outpost のローカルゲートウェイとローカルゲートウェイルートテーブ
ルを設定します。各 Outpost は 1 つのローカルゲートウェイをサポートします。ローカルゲートウェイ
は、AWSアウトポストに関連付けられたアカウント。ローカルゲートウェイルートテーブルを共有できま
す。AWS使用するアカウントまたは組織単位AWS Resource Access Manager。

トピック
• ローカルゲートウェイ (p. 71)
• ローカルゲートウェイルートテーブル (p. 72)
• VPC の関連付け (p. 73)

ローカルゲートウェイ
ローカルゲートウェイは、Outpost ラックをオンプレミスネットワークに接続します。Outpost サーバー
をオンプレミスネットワークに接続するには、を参照してください。the section called “ネットワーク上の
ローカルネットワークインターフェイス” (p. 23)。

ローカルゲートウェイタグの管理
ローカルゲートウェイを識別したり、組織のニーズに応じて分類するのに役立つように、ローカルゲート
ウェイにタグを付けることができます。

AWS Outposts console

ローカルゲートウェイタグを管理するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [] を選択します。ローカルゲートウェイ。
3. ローカルゲートウェイを選択し、タグの管理。
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4. タグを追加または削除します。

タグを追加するには、新しいタグを追加をクリックして、以下の操作を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

タグを削除するには、を削除します。タグのキーと値の右側にあります。
5. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

ローカルゲートウェイルートテーブル
AWSは、Outpost のローカルゲートウェイを作成し、インストールプロセスの一環としてローカルゲート
ウェイルートテーブルを作成します。AWSは、ローカルネットワークに物理的に接続されている Outpost 
ネットワークデバイスごとに 1 つずつ、2 つの VIF を設定します。

ローカルゲートウェイルートテーブルの詳細を表示
ローカルゲートウェイルートテーブルは、各 VIF へのデフォルトルートで設定されます。。ルートテーブ
ルのプロビジョニング後、ローカルゲートウェイルートテーブルを表示するにはAWS Outpostsコンソー
ル、またはAWS CLI。

AWS Outposts console

ローカルゲートウェイルートテーブルの詳細を表示するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [] を選択します。ローカルゲートウェイルートテーブル。
3. ローカルゲートウェイルートテーブルを選択してから [] を選択します。アクション、詳細を表

示。

Tip

詳細に加えて、ルートテーブルページには、ルート、VPC アソシエーション、VIF アソ
シエーション、タグが含まれます。

AWS CLI

ローカルゲートウェイルートテーブルの詳細を表示するには

を使用するdescribe-local-gateway-route-tables AWS CLIコマンド。

例

aws ec2 describe-local-gateway-route-tables --region us-west-2

出力

{ 
    "LocalGatewayRouteTables": [ 
        { 
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7deEXAMPLE", 
            "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE", 
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            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-0dc11b66edEXAMPLE", 
            "State": "available", 
            "Tags": [] 
        } 
    ]
}

ローカルゲートウェイルートテーブルタグの管理
ローカルゲートウェイルートテーブルを識別したり、組織のニーズに応じて分類するのに役立つように、
ローカルゲートウェイルートテーブルにタグを付けることができます。

AWS Outposts console

ローカルゲートウェイルートテーブルタグを管理するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [] を選択します。ローカルゲートウェイルートテーブル。
3. ローカルゲートウェイルートテーブルを選択してから [] を選択します。アクション、タグの管

理。
4. タグを追加または削除します。

タグを追加するには、新しいタグを追加をクリックして、以下の操作を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

タグを削除するには、を削除します。タグのキーと値の右側にあります。
5. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

VPC の関連付け
VPC をローカルゲートウェイルートテーブルに関連付ける必要があります。デフォルトでは関連付けられ
ていません。

VPC 関連付けを作成する
VPC をローカルゲートウェイルートテーブルに関連付けるには、次の手順を実行します。

関連付けを識別したり、組織のニーズに応じて分類するのに役立つように、関連付けにタグを付けること
ができます。

AWS Outposts console

VPC を関連付けるには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [] を選択します。ローカルゲートウェイルートテーブル。
3. ルートテーブルを選択してから [] を選択します。アクション,VPC の関連付け付け。
4. を使用する場合VPC IDで、ローカルゲートウェイルートテーブルに関連付ける VPC を選択しま

す。
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5. (オプション) タグを追加または削除します。

タグを追加するには、新しいタグを追加をクリックして、以下の操作を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

タグを削除するには、を削除します。タグのキーと値の右側にあります。
6. [Associate VPC] を選択します。

AWS CLI

VPC を関連付けるには

を使用するcreate-local-gateway-route-table-vpc-関連付けコマンド。

aws ec2 create-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-
id local gateway route table id --vpc-id vpc id

例

aws ec2 create-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-id 
 lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE --vpc-id vpc-07ef66ac71EXAMPLE

出力

{ 
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": { 
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0ee765bcc8EXAMPLE", 
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE", 
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE", 
        "VpcId": "vpc-07ef66ac71EXAMPLE", 
        "State": "associated" 
    }
}

VPC 関連付けの削除
VPC とローカルゲートウェイルートテーブルの関連付けを解除するには、次の手順を実行します。

AWS Outposts console

VPC の関連付けを解除するには

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [] を選択します。ローカルゲートウェイルートテーブル。
3. ルートテーブルを選択してから [] を選択します。アクション,詳細を表示。
4. EclipseVPC の関連付け] で、関連付けを解除する VPC を選択してから [関連付けを解除する。
5. [関連付け解除] を選択します。

AWS CLI

VPC の関連付けを解除するには
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を使用するdelete-local-gateway-route-table-vpc-関連付けコマンド。

aws ec2 delete-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-
id local gateway route table id --vpc-id vpc id

例

aws ec2 delete-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-id 
 lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE --vpc-id vpc-07ef66ac71EXAMPLE

出力

{ 
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": { 
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0ee765bcc8EXAMPLE", 
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE", 
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE", 
        "VpcId": "vpc-07ef66ac71EXAMPLE", 
        "State": "associated" 
    }
}
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共有 AWS Outposts リソースの使用
Outpost の共有では、Outpost の所有者は Outposts と Outpost リソース (Outpost サイトやサブネットを
含む) を他のユーザーと共有できます。AWS同じアカウントの下にあるAWS組織。Outpost のオーナー
は、Outpost リソースを一元的に作成および管理し、複数のリソースを共有できます。AWS内のアカウン
トAWS組織。これにより、他のコンシューマは Outpost サイトを使用し、VPC を構成し、共有 Outpost 
でインスタンスを起動して実行することができます。

このモデルでは、AWSOutpost リソースを所有するアカウント (オーナー) リソースを他の人と共有する
AWSアカウント (消費者) が同じ組織内に存在する。コンシューマーは、各自のアカウントで作成した 
Outposts にリソースを作成する場合と同じように、共有している Outposts にリソースを作成できます。
所有者は、Outpost およびそこに作成したリソースの管理に責任を負います。所有者は、いつでも共有ア
クセスを変更または取り消すことができます。キャパシティーの予約を消費するインスタンスを除いて、
所有者は、コンシューマーが共有 Outposts 上に作成したリソースを表示、変更、および削除することもで
きます。所有者は、共有した キャパシティーの予約 でコンシューマーが起動したインスタンスを変更する
ことはできません。

コンシューマーは、キャパシティーの予約を消費するすべてのリソースを含む、共有している Outposts 上
に作成したリソースの管理に責任を負います。コンシューマーは、他のコンシューマーまたは Outpost 所
有者が所有するリソースを表示または変更することはできません。また、共有されている Outposts を変更
することはできません。

Outpost の所有者は、Outpost のリソースを以下と共有できます。

• SPICAWSの組織内のアカウントAWS Organizations。
• の組織内の組織単位AWS Organizations。
• の組織全体AWS Organizations。

目次
• 共有可能なOutpost リソース (p. 76)
• Outposts post リソースを共有するための前提条件 (p. 77)
• 関連サービス (p. 78)
• アベイラビリティーゾーン間での共有 (p. 78)
• Outpost リソースの共有 (p. 78)
• Outpost リソースの共有解除 (p. 79)
• 共有の Outpost リソースの識別 (p. 79)
• 共有の Outpost リソースのアクセス許可 (p. 80)
• 請求と使用量測定 (p. 80)
• 制約事項 (p. 80)

共有可能なOutpost リソース
Outpost の所有者は、このセクションに記載されている Outpost リソースを消費者と共有できます。一部
の Outpost リソースは、すべてのフォームファクタで利用できるわけではありません。たとえば、ローカ
ルゲートウェイルートテーブルとオンデマンドキャパシティ予約を共有するには、Outpost ラックが必要
です。
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ラックのみの共有可能なリソース

Outpost ラックの所有者は、以下のOutpostリソースを消費者と共有できます。

• キャパシティーの予約— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができます。
• 共有されているキャパシティ予約を特定します。
• キャパシティ予約を使用するインスタンスを起動して管理します。

• カスタマー所有の IPv4 アドレス— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことが
できます。
• カスタマー所有 IPv4 アドレスをインスタンスに関連付けます。

• ローカルゲートウェイルートテーブル— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のこ
とができます。
• ローカルゲートウェイへの VPC 関連付けを作成し、管理します。
• ローカルゲートウェイルートテーブルおよび仮想インターフェイスの設定を表示します。

• Outposts— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができます。
• Outpost でサブネットを作成し、管理します。
• Outpost で EBS ボリュームを作成および管理します。
• を使用するAWS OutpostsOutpost に関する情報を表示する API。

• S3 on Outposts— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができます。
• Outpost で S3 バケット、アクセスポイント、エンドポイントを作成および管理します。

ラックおよびサーバの共有可能なリソース

すべてのOutpostオーナーは、以下のOutpostのリソースを消費者と共有できます。

• 割り当てられた専用ホスト— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができま
す。
• Dedicated Host で EC2 インスタンスを起動して実行します。

• Outposts— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができます。
• Outpost でサブネットを作成し、管理します。
• を使用するAWS OutpostsOutpost に関する情報を表示する API。

• サイト— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができます。
• サイトで Outpost を作成、管理、管理します。

• サブネット— このリソースへのアクセス権を持つコンシューマーは、次のことができます。
• サブネットに関する情報の表示。
• サブネットで EC2 インスタンスを起動して実行します。

Amazon VPC コンソールを使用して Outpost サブネットを共有します。詳細については、次を参照して
ください。サブネットの共有のAmazon VPC User Guide。

Outposts post リソースを共有するための前提条件
• の組織や組織単位と Outpost リソースを共有するにはAWS Organizationsの場合は、との共有を有効に

する必要があります。AWS Organizations。詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」の「AWS 
Organizations で共有を有効化する」を参照してください。

• Outpost リソースを共有するには、その Outpost リソースをAWSアカウント. 自身と共有されている 
Outpost リソースを共有することはできません。

• Outpost リソースを共有するには、組織内のアカウントと共有する必要があります。
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関連サービス
Outpost リソース共有はと統合しますAWS Resource Access Manager(AWS RAM).AWS RAMは、の共有
を可能にするサービスです。AWS任意のリソースAWSアカウントまたはスルーAWS Organizations。AWS 
RAM を使用したリソース共有。これにより、自身が所有するリソースを共有できます。リソース共有は、
共有するリソースと、それらを共有するコンシューマーを指定します。消費者は個人になり得るAWSのア
カウント、組織単位、または組織全体AWS Organizations。

AWS RAM の詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」を参照してください。

アベイラビリティーゾーン間での共有
リソースがリージョンの複数のアベイラビリティーゾーンに分散されるようにするために、アベイラビリ
ティーゾーンは各 アカウントの名前に個別にマッピングされます。このため、アカウントが異なると、ア
ベイラビリティーゾーンの命名方法が異なる場合があります。たとえば、us-east-1a アカウントのアベ
イラビリティーゾーン AWS の場所は、別の us-east-1a アカウントのアベイラビリティーゾーン AWS 
の場所と異なる可能性があります。

Outpost リソースの場所をアカウントと相対的に特定するには、アベイラビリティーゾーン ID(AZ ID)。AZ 
ID は、すべての AWS アカウントで同じアベイラビリティーゾーンを一貫して示すための一意の識別子で
す。例えば、use1-az1 は us-east-1 リージョンの AZ ID であり、すべての AWS アカウントで同じ場
所を示します。

アカウントのアベイラビリティーゾーンの AZ ID を表示するには

1. AWS RAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ram) を開きます。
2. 現在のリージョンの AZ ID は、画面の右側にある [お客様の AZ ID] パネルに表示されます。

Note

ローカルゲートウェイルートテーブルは Outpost と同じ AZ 内にあるため、ルートテーブルに AZ 
ID を指定する必要はありません。

Outpost リソースの共有
所有者がOutpostをコンシューマーと共有する場合、消費者は自分のアカウントで作成する Outposts にリ
ソースを作成するのと同じ方法で Outpost にリソースを作成できます。共有ローカルゲートウェイルート
テーブルへのアクセス権を持つコンシューマーは、VPC アソシエーションを作成および管理できます。詳
細については、「共有可能なOutpost リソース (p. 76)」を参照してください。

Outpost リソースを共有するには、リソース共有に追加する必要があります。リソース共有とは、AWS 
RAM アカウント間で自身のリソースを共有するための AWS リソースです。リソース共有では、共有対象
のリソースと、共有先のコンシューマーを指定します。を使用して Outpost リソースを共有する場合AWS 
Outpostsコンソールで、既存のリソース共有に追加できます。Outpost リソースを新しいリソース共有に
追加するには、最初にAWS RAMコンソール。

あなたが組織の一員である場合AWS Organizations組織内での共有が有効になっていると、組織内のコン
シューマーにAWS RAMコンソールで共有の Outpost リソースに移動します。これに該当しない場合、コ
ンシューマーはリソースへの参加の招待を受け取り、その招待を受け入れた後で、共有 Outpost リソース
へのアクセス許可が付与されます。

を使用して、自己所有の Outpost リソースを共有できます。AWS Outpostsコンソール、AWS RAMコン
ソール、またはAWS CLI。

78

https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/
https://console.aws.amazon.com/ram/
https://console.aws.amazon.com/ram


AWS Outposts ユーザーガイド
Outpost リソースの共有解除

を使用して、自身が所有するOutpost を共有するにはAWS Outpostsコンソール

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [] を選択します。Outposts。
3. 前哨基地を選択し、アクション,詳細を表示。
4. リポジトリの []Outpost の概要[] ページでリソース共有。
5. [リソース共有の作成] を選択します。

にリダイレクトされます。AWS RAMコンソールで、次の手順を使用して Outpost の共有を終了します。
所有するローカルゲートウェイルートテーブルを共有するには、次の手順も使用します。

を使用して所有している Outpost またはローカルゲートウェイルートテーブルを共有するにはAWS RAM
コンソール

「AWS RAM ユーザーガイド 」の「リソース共有の作成」を参照してください。

を使用して所有している Outpost またはローカルゲートウェイルートテーブルを共有するにはAWS CLI

create-resource-share コマンドを使用します。

Outpost リソースの共有解除
共有前哨基地が共有されていない場合、消費者はアウトポストをAWS Outpostsconsole. Outpost で新しい
サブネットを作成したり、Outpost に新しい EBS ボリュームを作成したり、Outpost を使用してアウトポ
ストの詳細とインスタンスタイプを表示したりすることはできません。AWS Outpostsコンソールまたは
AWS CLI。コンシューマによって作成された既存のサブネット、ボリューム、またはインスタンスは削除
されません。Outpost で作成された既存のサブネットコンシューマは、引き続き新しいインスタンスを起
動するために使用できます。

共有ローカルゲートウェイルートテーブルの共有が解除されると、コンシューマーは新しい VPC 関連付
けを作成できなくなります。作成した既存の VPC アソシエーションコンシューマーは、ルートテーブル
に関連付けられたままになります。これらの VPC 内のリソースは、引き続きローカルゲートウェイにトラ
フィックをルーティングできます。

自己所有の共有 Outpost リソースの共有を解除するには、それをリソース共有から削除する必要がありま
す。これを行うには、AWS RAM コンソールまたは AWS CLI を使用できます。

を使用して、自身が所有する共有 Outpost リソースの共有解除を行うにはAWS RAMコンソール

「AWS RAM ユーザーガイド」の「リソース共有の更新」を参照してください。

を使用して、自身が所有する共有 Outpost リソースの共有解除を行うにはAWS CLI

disassociate-resource-share コマンドを使用します。

共有の Outpost リソースの識別
所有者とコンシューマーは、を使用して、共有Outposts ost を特定できます。AWS Outpostsコンソールと
AWS CLI。を使用して、共有ローカルゲートウェイルートテーブルを特定できます。AWS CLI。

を使用して、共有Outpost を特定するにはAWS Outpostsコンソール

1. AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [] を選択します。Outposts。
3. 前哨基地を選択し、アクション,詳細を表示。
4. リポジトリの []Outpost の概要[] ページで、所有者 IDを特定するにはAWSOutpost 所有者のアカウン

ト ID。

を使用して共有 Outpost リソースを特定するにはAWS CLI

を使用するリスト前哨基地そしてローカルゲートウェイルートテーブルの説明コマンド。このコマンド
は、自己が所有している Outpost リソースと、共有している Outpost リソースを返します。OwnerIdを示
します。AWSOutpost リソース所有者のアカウント ID。

共有の Outpost リソースのアクセス許可
所有者のアクセス許可
所有者は、Outpost およびそこに作成したリソースの管理に責任を負います。所有者は、いつでも共有ア
クセスを変更または取り消すことができます。彼らは使用できます。AWS Organizationsコンシューマー
が共有 Outposts 上に作成したリソースを表示、変更、および削除します。

コンシューマーのアクセス許可
コンシューマーは、各自のアカウントで作成した Outposts にリソースを作成する場合と同じように、共有
している Outposts にリソースを作成できます。コンシューマーは、自己が共有している Outposts に作成
したリソースの管理に責任を負います。コンシューマーは、他のコンシューマーまたは Outpost 所有者が
所有するリソースを表示または変更することはできません。また、自己が共有している Outposts を変更す
ることはできません。

請求と使用量測定
所有者は、共有する Outpost および Outpost のリソースに対して課金されます。また、Outpost のサービ
スリンク VPN トラフィックに関連するデータ転送料金については、AWSリージョン。

ローカルゲートウェイルートテーブルの共有に追加料金はかかりません。共有サブネットの場合、VPC 
所有者に次のようなVPC レベルのリソースに対して請求されます。AWS Direct ConnectVPN 接続、NAT 
ゲートウェイ、プライベートリンク接続。

コンシューマーは、ロードバランサーや Amazon RDS データベースなど、共有 Outposts で作成するアプ
リケーションリソースに対して課金されます。また、消費者は、AWSリージョン。

制約事項
での作業には、以下の制限が適用されます。AWS Outpostsの共有:

• での作業には、共有サブネットの制限が適用されます。AWS Outpostsの共有。VPC 共有制限の詳細に
ついては、「」を参照してください。制約事項のAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド。

• サービスクォータはアカウントごとに適用されます。
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データ保護

AWS Outpostsでのセキュリティ
AWS では、セキュリティが最優先事項です。AWSのお客様は、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から利点を得られます。

セキュリティは、AWSとお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ-AWS は、AWS クラウドでAWS のサービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWSは、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプライ
アンスプログラム の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストお
よび検証しています。AWS Outposts に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、コン
プライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSの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。

のセキュリティとコンプライアンスの詳細については、「」を参照してください。AWS Outposts「」を参
照してください。AWS Outpostsよくある質問。

このドキュメントは、AWS Outposts を使用して共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たす方法を説明します。また、他の使用方法
についても説明します。AWSリソースのモニタリングや保護に役立つサービス。

目次
• AWS Outposts でのデータ保護 (p. 81)
• の Identity and Access Management (IAM)AWS Outposts (p. 82)
• AWS Outpostsでのインフラストラクチャセキュリティ (p. 87)
• AWS Outposts での耐障害性 (p. 87)
• AWS Outposts のコンプライアンス検証 (p. 88)

AWS Outposts でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Outposts でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明した
ように、AWSは、のすべて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を担いま
す。AWS.cloudAWSお客様と APN パートナーは、データコントローラーまたはデータプロセッサの役割
を果たし、その個人データを担当します。AWS.cloud

データ保護目的の場合、AWS アカウント認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management (IAM) 
を用いて個々のユーザーアカウントを セットアップすることにより、そのユーザーに各自の職務を果たす
ために必要なアクセス許可のみが付与されるようにすることをお勧めします。

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。

保管時の暗号化
とAWS Outpostsの暗号化は、デフォルトで有効化されます。

Outpost ラックの場合、Amazon EBS暗号化は、EBS ボリュームおよびスナップショット向けの暗号化
ソリューションです。Amazon EBS暗号化の使用AWS Key Management Service(AWS KMS) と KMS 
キー。Outpost サーバーの場合、Amazon EC2 インスタンスストアはデフォルトで暗号化されます。
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詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EBS 暗号化を参照してください。

転送時の暗号化
AWSOutpost と Outpost の間の移動中のデータを暗号化しますAWSリージョン。詳細については、「サー
ビスリンクを介した接続 (p. 6)」を参照してください。

ローカルゲートウェイ経由でローカルネットワークに送信される機微データは、トランスポートレイヤー
セキュリティ (TLS、Transport Layer Security) といった暗号化プロトコルを使用して暗号化されます。

データの削除
EC2 インスタンスを停止または終了すると、そのインスタンスに割り当てられていたメモリをハイパーバ
イザーがスクラブ (ゼロに設定) し、そのメモリが新たなインスタンスに割り当てられ、すべてのストレー
ジブロックがリセットされます。

必要なハードウェア保守時のデータ削除の詳細については、を参照してください。ハードウェアのメンテ
ナンス (p. 97)。

の Identity and Access Management (IAM)AWS 
Outposts

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
ロールするために役立つ AWS のサービスです。IAM管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS リ
ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM では、自分の AWS アカウント
の下にユーザーとグループを作成できます。ユーザーが AWS リソースを使用してタスクを実行するため
に必要なアクセス許可を制御します。IAMは追加料金なしでご利用いただけます。

デフォルトでは、IAM ユーザーにはのアクセス許可がありませんAWS Outpostsリソースおよびオペレー
ション。IAM ユーザーに AWS Outposts リソースの管理を許可するには、それらのユーザーに許可を明示
的に付与する IAM ポリシーを作成し、許可を必要とする IAM ユーザーまたはグループにアタッチする必
要があります。

ポリシーをユーザーまたはユーザーのグループに添付する場合、ポリシーによって特定リソースの特定タ
スクを実行するユーザーの権限が許可または拒否されます。詳細については、IAM ユーザーガイド の 「ポ
リシーとアクセス許可」を参照してください。

IAM を使用して、へのアクセスを管理する前にAWS Outpostsの場合、で使用できる IAM 機能についてご
覧くださいAWS Outposts。AWS Outposts およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の概要
を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

ポリシーの構造
IAM ポリシーは 1つ以上のステートメントで構成されるJSONドキュメントです。各ステートメントは次の
ように構成されます。

{ 
  "Statement":[{ 
    "Effect":"effect", 
    "Action":"action", 
    "Resource":"*", 
    "Condition":{ 
      "condition":{ 
        "key":"value" 
        } 
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      } 
    } 
  ]
}

ステートメントはさまざまなエレメントで構成されます。

• [効果]: effect はAllowまたはDeny。デフォルトでは、IAM ユーザーはリソースおよび API アクションを
使用するアクセス許可がないため、リクエストはすべて拒否されます。明示的な許可はデフォルトに優
先します。明示的な拒否はすべての許可に上書きされます。

• アクション: [Action (アクション)] は、アクセス許可を付与または拒否する対象とする、特定の API アク
ションです。

• リソース: アクションによって影響を及ぼされるリソースです。 API アクションの中には、アクション
によって作成/変更できるリソースをポリシー内で特定できるものもあります。ステートメント内でリ
ソースを指定するには、Amazon リソースネーム (ARN) を使用する必要があります。

• 条件: 条件はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。

ポリシーの例
IAM ポリシーステートメントで、IAM をサポートするすべてのサービスから任意の API アクションを指
定できます。を使用する場合AWS Outpostsの場合、API アクションの名前にプレフィックスを付けま
す。outposts:。 次に例を示します。

• outposts:CreateOutpost
• outposts:DescribeOutposts

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": ["outposts:action1", "outposts:action2"]

ワイルドカードを使用して複数のアクションを指定することもできます。たとえば、all と指定することが
できます。AWS Outposts名前が「Get」という単語で始まるAPIアクション。

"Action": "outposts:Get*"

すべてを指定するにはAWS OutpostsAPI アクション、* ワイルドカードを使用します。

"Action": "outposts:*"

AWS Outposts でのテンポラリ認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。を呼び出して、一時的な認証情報を取得しま
す。AWS STSAPI オペレーション。AssumeRoleまたはGetFederationToken。

AWS Outposts では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール
[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) によって、AWS サービスが他のサービスのリ
ソースにアクセスしてユーザーに代わってアクションを完了する事ができます。サービスリンクロール
は、IAM アカウント内に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者はサービスリンクロール
の許可を表示できますが、編集することはできません。
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AWS Outposts はサービスにリンクされたロールをサポートします。の作成または管理の詳細について
は、AWS Outpostsサービスにリンクされたロールについては、「」を参照してください。AWS Outposts 
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 84)。

管理に許可が必要なサービスAWS Outpostsリソース
ある程度AWSサービスには、ローカルゲートウェイルートテーブルや顧客所有の IP（CoIP）アドレス
プールなど、Outpost リソースを管理する権限が必要です。これらのサービスは、権限のみこれらのリ
ソースを管理するアクション。権限のみのアクションは、AWSサービスサービス。これらのアクションを
利用できるようにするには、サービスにリンクされたロールを割り当てて、呼び出し元のサービスにこれ
らのリソースを管理する権限を付与します。

たとえば、DB インスタンスにこれらのアクセス権限の 1 つ以上を追加する Amazon RDS サービスにリ
ンクされたロールを割り当てると、Amazon RDS はユーザーに代わってこれらのアクセス許可のみのアク
ションを呼び出すことができます。詳細については、「」を参照してください。での Amazon RDS の使用
AWS OutpostsそしてAmazon RDS のサービスにリンクされたロールのアクセス許可『Amazon RDS ユー
ザーガイド』の「」を参照してください。

次のリストには、次の権限のみのアクションが含まれています。AWSサービスがお客様に代わっての電話
をかける場合があります。使用しているサービスのサービスにリンクされたロールを参照して、サービス
でこれらのアクションが必要かどうかを判断します。

LocalGatewayRouteTable権限の作成

サービスがローカルゲートウェイのルートテーブルへのアクセス許可を付与します。
LocalGateWayRouteTableの削除権限

サービスがローカルゲートウェイのルートテーブルへのアクセスを拒否する許可を付与します。
LocalGatewayRoute テーブルのアクセス許可を記述する

サービスがローカルゲートウェイのルートテーブルのアクセス許可を説明するためのアクセス許可を
付与します。

coippool パーミッションの作成

サービスが顧客所有の IP (CoIP) プールへのアクセス許可を付与します。
Delete coippool パーミッション

サービスが顧客所有の IP (CoIP) プールへのアクセスを拒否する許可を付与します。

考慮事項
AWS Outpostsは、IAM ポリシーでのリソース ARN の指定、またはタグに基づいたアクセスの制御をサ
ポートしません。

AWS Outpostsには特定のサービスのための条件キーがありませんが、いくつかのグローバル条件キーの
使用がサポートされています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイド
の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。

AWS Outposts のサービスにリンクされたロールの使
用
AWS Outposts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
ビスにリンクされたロールは、AWS Outposts に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サー
ビスにリンクされたロールは、AWS Outposts による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代わって
サービスから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス権限を備えています。
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サービスにリンクされたロールは、AWS Outposts必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないため、
効率的です。AWS Outpostsは、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義さ
れている場合を除き、のみAWS Outposts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を削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Outposts リソースは保護さ
れます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照して、[Service-Linked Role (サービスにリンクされたロール)]列がはいになっているサービス
を探してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リ
ンク付きの [Yes] (はい) を選択します。

AWS Outposts のサービスにリンクされたロールの権限
AWS Outpostsでは、 と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用しま
す。AWSServiceRoleForOutposts_OutpostId— Outposts へのアクセスを許可するAWSユーザーに代
わってプライベート接続のリソース。このサービスにリンクされたロールは、プライベート接続の設定を
許可し、ネットワークインターフェイスを作成し、サービスリンクエンドポイントインスタンスにアタッ
チします。

-AWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdサービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次
のサービスを信頼します。

• outposts.amazonaws.com

-AWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdサービスにリンクされたロールには、以下のポリシーが含まれ
ます。

• AWSOutpostsServiceRolePolicy
• AWSOutpostsPrivateConnectivityPolicy_OutpostId

-AWSOutpostsServiceRolePolicyPolicy は、へのアクセスを有効にするサービスにリンクされたロールのポ
リシーですAWSによって管理されたリソースAWS Outposts。

このポリシーではAWS Outpostsをクリックして、指定したリソースに対して以下のアクションを完了しま
す。

• アクション: all AWS resources での ec2:DescribeNetworkInterfaces
• アクション: all AWS resources 上でec2:DescribeSecurityGroups
• アクション: all AWS resources 上でec2:CreateSecurityGroup
• アクション: all AWS resources 上でec2:CreateNetworkInterface

-AWSOutpostsPrivateConnectivityPolicy_OutpostIdポリシーが許すAWS Outpostsをクリックして、指定
したリソースに対して以下のアクションを完了します。

• アクション: all AWS resources that match the following Condition: での
ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress

{ "StringLike" : { "ec2:ResourceTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "OutpostID" }} and { "StringEquals" : { "ec2:Vpc" : "vpcArn" }}

• アクション: all AWS resources that match the following Condition: 上
でec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
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{ "StringLike" : { "ec2:ResourceTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "OutpostID" }} and { "StringEquals" : { "ec2:Vpc" : "vpcArn" }}

• アクション: all AWS resources that match the following Condition: 上
でec2:CreateNetworkInterfacePermission

{ "StringLike" : { "ec2:ResourceTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "OutpostID" }} and { "StringEquals" : { "ec2:Vpc" : "vpcArn" }}

• アクション: all AWS resources that match the following Condition: 上
でec2:CreateTags

{ "StringLike" : { "aws:RequestTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "{{OutpostId}}*"}}

IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) がサービスリンクロールの作成、編集、削除を実行
できるようにするための許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サー
ビスリンクロールの許可」を参照してください。

のサービスにリンクされたロールの作成AWS Outposts
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。で Outpost のプライベート接続を設定する場
合AWS Management Console,AWS Outpostsは、サービスにリンクされたロールを作成します。詳細につ
いては、「VPC を使用したサービスリンクのプライベート接続 (p. 8)」を参照してください。

AWS Outposts のサービスにリンクされたロールの編集
AWS Outpostsを編集することはできませんAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdサービスにリンク
されたロール。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照して
ください。

AWS Outposts のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングま
たはメンテナンスされることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールのリ
ソースをクリーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除する際に、AWS Outposts サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗
することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。
Warning

Outpostを削除する前に、Outpostを削除する必要があります
AWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdサービスにリンクされたロール。次の手順で
は、Outpostを削除します。

先に進む前に、Outpostがを使用して共有されていないことを確認してくださいAWS Resource Access 
Manager(AWS RAM). 詳細については、「Outpost リソースの共有解除 (p. 79)」を参照してください。

削除するにはAWS Outpostsで使用されているリソースAWSServiceRoleForOutposts_OutpostId

• 連絡先AWSエンタープライズSupport で Outpost を削除できます。
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IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには

IAM コンソールを使用してAWS CLI、またはAWS削除する
APIAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdサービスにリンクされたロール。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削除」を参照してください。

AWS Outposts サービスにリンクされたロールをサポートする
リージョン
AWS Outposts では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロール
の使用をサポートしています。詳細については、「AWS Outposts エンドポイントとクォータ」を参照し
てください。

AWS Outpostsでのインフラストラクチャセキュリ
ティ

マネージドサービスとして、AWS Outpostsによって保護されているAWSで説明されているグローバル
ネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Outposts にアクセスします。クライアン
トで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降を推奨
します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)など
の Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があ
ります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキーID と、IAMプリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

Outpost で実行されている EC2 インスタンスおよび EBS ボリュームに提供されるインフラストラクチャ
セキュリティの詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 でのインフラストラクチャセ
キュリティ。

VPC フローログは、AWSリージョン。これは、これらをに発行できることを意味します。CloudWatchロ
グ、Amazon S3、またはアマゾンにGuardDuty分析用。これらのサービスに公開するには、データをリー
ジョンに送り返す必要があるため、CloudWatchまたは、アウトポストが切断状態にある場合は、その他の
サービス。

AWS Outposts での耐障害性
AWS Outposts は高い可用性を持つように設計されています。アウトポストラックは、冗長電源および
ネットワーク機器を使用して設計されています。Outpost に回復力を強化するために、Outpost にデュアル
電源と冗長ネットワーク接続を提供することをお勧めします。

高可用性を実現するために、Outpost で追加の組み込みおよび常にアクティブなキャパシティをプロビ
ジョニングできます。Outpost のキャパシティ構成は、本番環境で動作するように設計されており、その
ようにキャパシティをプロビジョニングするときに、各インスタンスファミリーに対して N+1 インスタ
ンスをサポートします。AWS基になるホストの問題が発生した場合に回復とフェイルオーバーを可能にす
るために、ミッションクリティカルなアプリケーション用に十分な追加容量を割り当てることを推奨しま
す。Amazonを使えるよ CloudWatch キャパシティアベイラビリティメトリクスとアプリケーションのヘ
ルスのモニタリングにアラームを設定し、 CloudWatch 自動回復オプションを構成し、Outpost の容量使
用率を時間の経過とともに監視するためのアクション。
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Outpost を作成するとき、アベイラビリティーゾーンをAWSリージョン。このアベイラビリティーゾー
ンは、API 呼び出しへの応答、Outpost の監視、Outpost の更新などのコントロールプレーンの操作をサ
ポートします。によって提供されるレジリエンシーから利益を得るためAWSアベイラビリティーゾーンで
は、アプリケーションを複数の Outposts にデプロイできます。それぞれ異なるアベイラビリティーゾー
ンに接続されています。これにより、追加のアプリケーションの復元力を構築し、単一のアベイラビリ
ティーゾーンへの依存を回避できます。AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、
「AWS グローバルインフラストラクチャ」を参照してください。

プレイスメントグループをスプレッドストラテジーとともに使用して、インスタンスを個別の Outpost 
ラックに配置できます。そうすることで、相関障害を減らすことができます。詳細については、the 
section called “Outpost のプレイスメントグループ” (p. 100)を参照してください。

AWS Outposts のコンプライアンス検証
AWSの特定の範囲内コンプライアンス認定のリストを公開します。AWS Outposts。詳細については、
「」を参照してください。AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス。ただし、ロー
カルで実行している場合はこれらのサービスは範囲外です。AWS Outpostsでない限りAWS Outpostsま
た、特定のコンプライアンスプログラムまたは保証プログラムについて個別にリストされています。

サードパーティーの監査者は、複数の AWS Outposts コンプライアンスプログラムの一環として AWS の
セキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、ISO および PCI、HIPAA などがあ
ります。

で責任共有モデル,AWSが動作するハードウェアとソフトウェアを担当しているAWSのサービス。これ
は、以下に適用されるものとします。AWS Outpostsとまったく同じようにAWSリージョン。これには、
インフラストラクチャソフトウェアへのパッチ適用とインフラストラクチャデバイスの構成が含まれま
す。お客様は、データの暗号化、ゲストオペレーティングシステムとアプリケーションのパッチ適用、ア
イデンティティとアクセス管理、オペレーティングシステム、ネットワーク、ファイアウォールの設定に
関するベストプラクティスの実装を担当します。

のセキュリティとコンプライアンスについては、「」を参照してください。AWS Outposts「」を参照して
ください。AWS Outpostsよくある質問。

AWSは、製造からアウトポスト機器の設置と配送まで、安全なチャネルを使用します。Outpost 機器がお
客様のサイトに設置されている場合、交換部品は同じ安全なチャネルを介して配送され、改ざんがないか
チェックされます。サイト上でサーバーやスイッチのリペアは発生しません。

お客様は、アウトポストがある施設における物理的セキュリティおよび環境管理、およびアウトポストと
アウトポスト間のネットワーキングを提供する責任を負うものとします。AWSリージョン。責任には、以
下が含まれます。

• 前哨設備の物理的および環境的セキュリティ。前哨設備がお客様の施設に到着した瞬間から始まり、期
末または修理のために前哨設備が撤去される時点までである。

• 施設の Outpost 機器周辺の物理的なアクセス制御。これには、施設スタッフのバックグラウンドチェッ
クとセキュリティトレーニングが含まれます。

• データ管理ポリシー。期間終了時または修理のために Outpost 機器が削除される前に EC2 インスタンス
を終了し、データボリュームの削除を含みます。

• Outpost と Outpost の間のネットワーク接続の設定と保守AWSリージョン。アウトポストと地域間のこ
の接続を介して送信される通信は、AWS。

• ネットワーク経由でローカルゲートウェイに送信されるトラフィックを暗号化します。
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Outpost の監視
AWS Outpostsは、モニタリングおよびログ記録機能を提供する次のサービスと統合されます。

CloudWatchメトリックス

Amazon を使用するCloudWatchOutposts のデータポイントについての統計情報を、順序付けられた
時系列データのセットとして取得するにはメトリックス。これらのメトリクスを使用して、システム
が正常に実行されていることを確認できます。詳細については、「AWS Outposts の CloudWatch メ
トリクス (p. 89)」を参照してください。

CloudTrailログ

を使用するAWS CloudTrailに行われたコールに関する詳細情報をキャプチャするにはAWSAPI。これ
らの呼び出しを Amazon S3 のログファイルとして保存できます。これらを使用できます。CloudTrail
ログを使用して、行われた呼び出し、呼び出し元のソース IP アドレス、呼び出し元、呼び出し時間な
どを判断できます。

-CloudTrailログには、の API アクションの呼び出しに関する情報が含まれます。AWS Outposts。ま
た、Amazon EC2 や Amazon EBS などの Outpost 上のサービスからの API アクションへの呼び出し
に関する情報も含まれています。詳細については、「CloudTrail 内の AWS Outposts 情報 (p. 94)」
を参照してください。

VPC フローログ

VPC フローログを使用して、Outpost との間で送受信されるトラフィックに関する詳細情報を取得
できます。詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイドの「VPC フローログ」を参照してくださ
い。

トラフィックのミラーリング

トラフィックミラーリングを使用して、Outpost からネットワークトラフィックをコピーして転送し
ます。out-of-bandOutpost のセキュリティと監視アプライアンス。ミラートラフィックは、コンテン
ツインスペクション、脅威の監視、またはトラブルシューティングに使用できます。詳細について
は、「」を参照してください。トラフィックミラーリングガイドAmazon Virtual Private Cloud。

AWS Health Dashboard

-AWS Health Dashboardのヘルスの変更によって開始される情報と通知を表示します。AWSリソース
の使用料金を見積もることができます。情報は 2 つの方法で表示されます。ダッシュボードには、最
近のイベントおよび予定されているイベントがカテゴリ別に分類されて表示されます。詳細なイベン
トログには、過去 90 日間のすべてのイベントが表示されます。たとえば、サービスリンクの接続の
問題により、ダッシュボードとイベントログに表示されるイベントが開始され、90 日間イベントロ
グに残ります。の一部です。AWS Healthサービス,AWS Health Dashboardセットアップを行う必要
はなく、アカウントで認証されているすべてのユーザーが表示できます。詳細については、「Getting 
started with the AWS Health Dashboard」を参照してください。

AWS Outposts の CloudWatch メトリクス
AWS OutpostsデータポイントをAmazonに発行するCloudWatchOutposts のために。CloudWatchを使用す
ると、それらのデータポイントについての統計を、順序付けられた時系列データのセットとして取得でき
ます。メトリックス。メトリクスは監視対象の変数、データポイントは時間の経過と共に変わる変数の値
と考えることができます。たとえば、指定した期間中の Outpost で使用可能なインスタンス容量を監視す
ることができます。各データポイントには、タイムスタンプと、オプションの測定単位が関連付けられて
います。
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メトリクスを使用して、システムが正常に実行されていることを確認できます。たとえば、CloudWatch
をモニタリングするためのアラームConnectedStatusメトリクス。平均指標が以下の場合1,CloudWatch
は、電子メールアドレスに通知を送信するなど、アクションを開始できます。その後、Outpost の運用に
影響を与える可能性のあるオンプレミスまたはアップリンクネットワークの潜在的な問題を調査できま
す。よくある問題としては、ファイアウォールと NAT ルールに対するオンプレミスのネットワーク構成の
変更や、インターネット接続の問題などがあります。を使用する場合ConnectedStatus問題がある場合
は、への接続を確認することをお勧めします。AWSオンプレミスネットワーク内からのリージョン、との
連絡AWS問題が解消されない場合は、Support します。

の作成についての詳細は、CloudWatchアラーム、参照Amazon を使用するCloudWatchアラームのアマゾ
ンCloudWatchユーザーガイド。の詳細CloudWatch「」を参照してください。アマゾンCloudWatchユー
ザーガイド。

目次
• Outpost メトリクス (p. 90)
• Outpost のメトリクスの (p. 93)
• 表示CloudWatch前哨基地に関する指標 (p. 93)

Outpost メトリクス
AWS/Outposts 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

ConnectedStatus

Outpost のサービスリンク接続のステータス。平均統計量が以下の場合1とすると、接続が損なわれ
る。

Unit: カウント

最大解像度: 1 分

統計: 最も有用な統計はAverage。

ディメンション

• OutpostId
CapacityExceptions

インスタンスの起動時の容量不足エラーの数。

Unit: カウント

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はMaximumそしてMinimum。

ディメンション

• OutpostId
• InstanceType, OutpostId

InstanceFamilyCapacityAvailability

使用可能なインスタンスキャパシティの割合。

Unit: 割合 (%)

最大解像度: 5 分
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統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション
• InstanceFamily, OutpostId

InstanceFamilyCapacityUtilization

使用中のインスタンスキャパシティの割合。

Unit: 割合 (%)

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション
• Account, InstanceFamily, OutpostId

InstanceTypeCapacityAvailability

使用可能なインスタンスキャパシティの割合。

Unit: 割合 (%)

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション
• InstanceType, OutpostId

InstanceTypeCapacityUtilization

使用中のインスタンスキャパシティの割合。

Unit: 割合 (%)

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション
• Account, InstanceType, OutpostId

UsedInstanceType_Count

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) やApplication Load Balancer などのマネージド
サービスで使用されるインスタンスタイプを含む、現在使用されているインスタンスタイプの数。

Unit: カウント

最大解像度: 5 分

ディメンション
• Account, InstanceType, OutpostId

AvailableInstanceType_Count

使用可能なインスタンスタイプの数。

Unit: カウント
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最大解像度: 5 分

ディメンション

• InstanceType, OutpostId
AvailableReservedInstances

Outpost で使用可能なリザーブドインスタンスの数。

Unit: カウント

最大解像度: 5 分

ディメンション

• InstanceType, OutpostId
UsedReservedInstances

Outpost で現在使用中のリザーブドインスタンスの数。

Unit: カウント

最大解像度: 5 分

ディメンション

• InstanceType, OutpostId
TotalReservedInstances

Outpost でリザーブドインスタンスの合計数。

Unit: カウント

最大解像度: 5 分

ディメンション

• InstanceType, OutpostId
EBSVolumeTypeCapacityUtilization

使用中の EBS ボリュームタイプのキャパシティの割合。

Unit: 割合 (%)

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション

• VolumeType, OutpostId
EBSVolumeTypeCapacityAvailability

利用可能な EBS ボリュームタイプのキャパシティの割合。

Unit: 割合 (%)

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。
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ディメンション
• VolumeType, OutpostId

EBSVolumeTypeCapacityUtilizationGB

EBS ボリュームタイプに使用されているギガバイト数。

Unit: ギガバイト

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション
• VolumeType, OutpostId

EBSVolumeTypeCapacityAvailabilityGB

EBS ボリュームタイプで使用可能な容量のギガバイト数。

Unit: ギガバイト

最大解像度: 5 分

統計: 最も有用な統計はAverageそしてpNN.NN(百分位数)。

ディメンション
• VolumeType, OutpostId

Outpost のメトリクスの
Outpost のメトリクスをフィルタするには、次のディメンションを使用できます。

ディメンション 説明

Account キャパシティを使用するアカウントまたはサービス。

InstanceFamily インスタンスファミリー。

InstanceType インスタンスタイプ。

OutpostId Outpost のID。

VolumeType EBS ボリュームタイプ。

表示CloudWatch前哨基地に関する指標
CloudWatch コンソールを使用して、ロードバランサーに関する CloudWatch メトリクスを表示できま
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 (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [メトリクス] を選択します。
3. を選択します。Outposts名前空間。
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4. (オプション) すべてのディメンションでメトリクスを表示するには、検索ボックスに名称を入力しま
す。

AWS CLI を使用してメトリクスを表示する

以下のを使用します。メトリクスの一覧表示コマンドを使用して、使用可能なメトリクスを表示します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/Outposts

AWS CLI を使用してメトリクスの統計を取得するには

以下のを使用します。get-metric-statisticsコマンドを使用して、指定されたメトリクスとディメンションの
統計情報を取得します。CloudWatchでは、ディメンションの一意の組み合わせをそれぞれ別のメトリクス
として扱います。特に発行されていないディメンションの組み合わせを使用した統計を取得することはで
きません。メトリクス作成時に使用した同じディメンションを指定する必要があります。

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/Outposts \
--metric-name InstanceTypeCapacityUtilization --statistics Average  --period 3600 \
--dimensions Name=OutpostId,Value=op-01234567890abcdef \
Name=InstanceType,Value=c5.xlarge \
--start-time 2019-12-01T00:00:00Z --end-time 2019-12-08T00:00:00Z

AWS Outposts による AWS CloudTrail API 呼び出
しのログ記録

AWS Outposts は AWS CloudTrail という、AWS Outposts の ユーザーやロール、または AWS のサービ
スによって実行されたアクションを記録するサービスと統合しています。CloudTrail は、AWS Outposts 
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、AWS 
Outposts コンソールの呼び出しと、AWS Outposts API オペレーションへのコード呼び出しが含まれま
す。証跡を作成する場合は、S3 バケットへの CloudTrail イベント (AWS Outposts のイベントなど) の継
続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event 
history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用し
て、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べ
て、AWS Outposts に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

の詳細CloudTrail「」を参照してください。AWS CloudTrailユーザーガイド。

CloudTrail 内の AWS Outposts 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウントで有効になります。AWS Outposts でアクティビティ
が発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベント
とともに CloudTrail イベントに記録されます。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。

AWS のイベントなど、AWS Outposts アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。あるトレイル可能にするCloudTrailログファイルを親の S3 バケットに配信するにはAWS リージョ
ン。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 パーティションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定した 
S3 バケットにログファイルが配信されます。さらに、より詳細な分析と CloudTrail ログで収集されたデー
タに基づいた行動のためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下を参照してく
ださい:
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• 証跡を作成するための概要
• CloudTrailでサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 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 AWS Outposts アクションが CloudTrail によりログに記録されます。これらは、AWS 
OutpostsAPI リファレンス。たとえば、CreateOutpost、GetOutpostInstanceTypes、および
ListSites の各アクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この ID 情報は、リ
クエストがどのようにして送信されたかを確認するのに役立ちます:

• root またはAWS Identity and Access Management(IAM) ユーザー認証情報。
• 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キュリティ認証情報を使用して行われたか。
• 別の AWS サービスによって行われたか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS Outposts ログファイルエントリの概要
証跡は、指定した 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 
ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは、任意の送信元からの単一のリク
エストを表します。これには、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。

以下の例は、CreateOutpost アクションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:jdoe", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/example/jdoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/example", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "example" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-08-14T16:28:16Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-08-14T16:32:23Z", 
    "eventSource": "outposts.amazonaws.com", 
    "eventName": "SetSiteAddress", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "XXX.XXX.XXX.XXX", 
    "userAgent": "userAgent", 
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    "requestParameters": { 
        "SiteId": "os-123ab4c56789de01f", 
        "Address": "***" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Address": "***", 
        "SiteId": "os-123ab4c56789de01f" 
    }, 
    "requestID": "1abcd23e-f4gh-567j-klm8-9np01q234r56", 
    "eventID": "1234a56b-c78d-9e0f-g1h2-34jk56m7n890", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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Outpost のメンテナンス
で責任共有モデル,AWSは動作するハードウェアとソフトウェアに責任がありますAWSのサービス。これ
は以下に適用されるものとします。AWS Outposts、同じようにAWSリージョン。例:AWSセキュリティ
パッチの管理、ファームウェアの更新、Outpost機器のメンテナンスを行います。AWSまた、Outpost のパ
フォーマンス、ヘルス、メトリクスを監視し、メンテナンスが必要かどうかを判断します。

トピック
• ハードウェアのメンテナンス (p. 97)
• ファームウェアの更新 (p. 98)
• 計画的および計画外の電源切断 (p. 98)
• Amazon EC2 を最適化AWS Outposts (p. 98)
• AWS Outpostsラックネットワークのトラブルシューティングのチェックリスト (p. 103)

ハードウェアのメンテナンス
もしAWSが、Outpost で実行されている EC2 インスタンスをホストしているハードウェアで修復不可能な
問題を検出した場合、影響を受けたインスタンスのインスタンスリタイア通知を送信します。影響を受け
るインスタンスを停止または終了すると、ハイパーバイザーはハードウェアからインスタンスに割り当て
られたすべてのデータをスクラブ（ゼロに設定）します。次に実行する操作は、Outpost のフォームファ
クターによって異なります。

• Outpost ラックの場合、停止した影響を受けるインスタンスを起動して、インスタンスを利用可能な容
量に移行できます。

• Outpost サーバーの場合、AMI を使用してインスタンスをAWS リージョン登録されている場所。

影響を受けるインスタンスを停止して起動しない場合、AWS停止し、リタイア予定日に達すると自動的に
開始します。詳細については、次を参照してください。インスタンスのリタイアのAmazon EC2 ユーザー
ガイド。

ハードウェアのメンテナンスが必要な場合、AWSの日時を確認するために、から連絡がありますAWSイン
ストールチームがあなたのOutpostサイトを訪問します。訪問のスケジュールは、担当者と話した時点から
2営業日後に行うことができます。AWSチーム。

時AWS設置チームが現場に到着したら、異常のあるホスト、スイッチ、またはラック要素を交換して、
新しい容量をオンラインにします。現場ではハードウェアの診断や修理は行いません。ホストを交換す
ると、NIST 準拠の物理セキュリティキーを削除して破棄し、ハードウェアに残っている可能性のある
データを効果的にシュレッダ処理します。これにより、データがサイトから出てこないことが保証され
ます。Outpost ネットワークデバイスを交換すると、サイトから削除されたときに、ネットワーク構成
情報がデバイスに存在する可能性があります。この情報には、ローカルネットワークへのパス、または
リージョンに戻るパスを構成するための仮想インターフェイスを確立するために使用される IP アドレスと 
ASN が含まれる場合があります。

Note

に連絡することをお勧めしますAWS前哨基地と前哨基地の間の接続に影響するおそれのある物理
的な施設に変更を加える前にSupport してくださいAWSリージョン。詳細については、次を参照
してください。サポートケースの作成のAWSSupport ユーザーガイド。
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ファームウェアの更新
Outpost ファームウェアの更新は、通常、Outpost のインスタンスには影響しません。まれに、更新をイン
ストールするために Outpost の機器を再起動する必要がある場合、その容量で実行されているすべてのイ
ンスタンスについて、インスタンスリタイア通知が届きます。

計画的および計画外の電源切断
でケースを開くことをおすすめしますAWS Support前哨基地と Outpost サイト間の接続を中断するような
電源変更を行う前にAWS リージョン。予期しない停電が発生した場合、サポートに連絡してください。詳
細については、次を参照してください。サポートケースの作成のAWSSupport ユーザーガイド。

Amazon EC2 を最適化AWS Outposts
とは対照的にAWS リージョン、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon EC2 の容量は
有限です。注文した計算処理能力の総量に制約があります。このトピックでは、Amazon EC2 の容量を最
大限に活用するために役立つベストプラクティスと最適化戦略を紹介しますAWS Outposts。

トピック
• Outpost の Amazon EC2 Dedicated Hosts (p. 98)
• インスタンスの復元または auto Scaling を設定する (p. 99)
• Outpost のプレイスメントグループ (p. 100)

Outpost の Amazon EC2 Dedicated Hosts
Amazon EC2 Dedicated Host は、EC2 インスタンス容量を利用したお客様専用の物理サーバーです。す
でにOutpostは専用ハードウェアを提供していますが、Dedicated Hosts を利用すると、既存のソフトウェ
アライセンスを、既存のソケット単位、コア単位、または VM 単位のライセンス単位で活用できるよう
になります。詳細については、次を参照してください。Dedicated HostAWS OutpostsのLinux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。Windows については、を参照してください。Dedicated HostAWS 
OutpostsのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

ライセンス以外にも、Outpost の所有者は Dedicated Hosts を使用して、Outpost デプロイメント内のサー
バーを 2 つの方法で最適化できます。

• サーバーのキャパシティレイアウトを変更する
• ハードウェアレベルでインスタンスの配置を制御する

サーバーのキャパシティレイアウトを変更する

Dedicated Hosts は、連絡を取らずに Outpost 展開内のサーバーのレイアウトを変更する機能を提供しま
す。AWS Support。Outpost の容量を購入するときは、各サーバーが提供する EC2 容量レイアウトを指定
します。各サーバーは、インスタンスタイプの 1 つのファミリーをサポートします。レイアウトは、1 つ
のインスタンスタイプまたは複数のインスタンスタイプを提供できます。Dedicated Hosts では、その初
期レイアウトで選択した内容を変更できます。キャパシティ全体で単一のインスタンスタイプをサポート
するホストを割り当てる場合、そのホストからは 1 つのインスタンスタイプしか起動できません。次の図
は、同種のレイアウトの m5.24xlarge サーバーを示しています。
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同じ容量を複数のインスタンスタイプに割り当てることができます。複数のインスタンスタイプをサポー
トするようにホストを割り当てると、明示的な容量レイアウトを必要としない異種混合レイアウトが得ら
れます。次の図は、フルキャパシティで異種混在レイアウトのm5.24xlargeサーバを示しています。

詳細については、次を参照してください。Dedicated Hosts の割り当てのLinux インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイドまたはDedicated Hosts の割り当て Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド。

ハードウェアレベルでインスタンスの配置を制御する

Dedicated Hosts を使用して、ハードウェアレベルでインスタンスの配置を制御できます。Dedicated 
Hosts の自動配置を使用して、起動するインスタンスについて、特定のホストで起動されるようにする
か、設定が合致する任意のホストで起動されるようにするかを管理できます。ホストアフィニティを使
用して、インスタンスと Dedicated Host の間に関係を作成します。Outpost ラックがある場合は、これ
らの Dedicated Hosts 機能を使用して、相関するハードウェア障害の影響を最小限に抑えることができま
す。インスタンスの回復の詳細については、「」を参照してください。自動配置とアフィニティについ
てのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたは自動配置とアフィニティについて Windows 
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

Dedicated Hosts は次の方法で共有できますAWS Resource Access Manager。Dedicated Hosts を共有
すると、Outpost デプロイメント内のホストをAWS アカウント。詳細については、「共有リソースの使
用 (p. 76)」を参照してください。

インスタンスの復元または auto Scaling を設定する
ハードウェア障害が原因で異常な状態になる Outpost のインスタンスは、正常なホストに移行する必要
があります。インスタンスのステータスチェックに基づいてこの移行が自動的に実行されるように、自
動リカバリを設定できます。自動回復の詳細については、「」を参照してください。インスタンスの復
旧のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはインスタンスの復旧 Windows インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

Auto Scaling を必要とするワークロードの場合、auto to Scaling グループを設定して同じ効果を得ること
ができます。auto Scaling の詳細については、「」を参照してください。Auto Scaling インスタンスのヘ
ルスチェック。

99

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/how-dedicated-hosts-work.html#dedicated-hosts-allocating
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/how-dedicated-hosts-work.html#dedicated-hosts-allocating
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/how-dedicated-hosts-work.html#dedicated-hosts-understanding
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/how-dedicated-hosts-work.html#dedicated-hosts-understanding
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/how-dedicated-hosts-work.html#dedicated-hosts-understanding
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-instance-recover.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/healthcheck.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/healthcheck.html


AWS Outposts ユーザーガイド
Outpost のプレイスメントグループ

Outpost のプレイスメントグループ
前哨ラックは配置グループをサポートします。配置グループを使用して、Amazon EC2 サービスが次の
グループの配置を試みる方法に影響を与えます。相互依存基盤となるハードウェアで起動するインスタン
ス。さまざまなワークロードのニーズを満たすために、さまざまな戦略を使用できます。Outposts では、
リージョンの場合と同じように、クラスター、パーティション、またはスプレッド戦略を使用できます。
シングルラックの Outpost を使用している場合、ホスト分散戦略を利用して、ラックではなく複数のホス
トにインスタンスを配置できます。

スプレッドプレイスメントグループ
スプレッドプレイスメントグループを使用して、単一のインスタンスを個別のハードウェアに分散させま
す。スプレッドプレイスメントグループでインスタンスを起動すると、インスタンスが同じ機器を共有
するときに発生する可能性のある､同時障害のリスクが軽減されます。プレイスメントグループは、ラッ
クまたはホスト全体でインスタンスを分散できます。ホストレベルのスプレッドプレイスメントグループ
は、AWS Outposts を使用する場合にのみ使用できます。

ラックスプレッドレベルのプレイスメントグループ

ラックスプレッドレベルの配置グループは、Outpost デプロイ内のラックと同じ数のインスタンスを保持
できます。次の図は、ラックスプレッドレベルのプレイスメントグループで 3 つのインスタンスを実行す
る 3 ラックの Outpost デプロイを示しています。

ホストスプレッドレベルのプレイスメントグループ

ホストスプレッドレベルのプレイスメントグループは、Outpost デプロイ内のホストと同じ数のインスタ
ンスを保持できます。次の図は、ホストスプレッドレベルのプレイスメントグループで 3 つのインスタン
スを実行するシングルラックの Outpost デプロイを示しています。
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パーティションプレイスメントグループ
パーティションプレイスメントグループを使用して、複数のインスタンスをパーティションのあるラック
に分散させます。各パーティションは複数のインスタンスを保持できます。自動分散を使用して、複数の
パーティションにインスタンスを分散したり、インスタンスをターゲットパーティションにデプロイした
りできます。次の図は、自動配布のパーティション配置グループを示しています。
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また、インスタンスをデプロイすることもできます。次の図は、ターゲットを絞った配布を持つパーティ
ション配置グループを示しています。
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プレイスメントグループの使用方法の詳細については、「」を参照してください。プレイスメントグ
ループそしてプレイスメントグループAWS OutpostsのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド。Windows については、を参照してください。プレイスメントグループそしてプレイスメントグループ
AWS OutpostsのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

の詳細AWS Outposts高可用性、を参照してくださいAWS Outposts高可用性設計とアーキテクチャに関す
る考慮事項。

AWS Outpostsラックネットワークのトラブル
シューティングのチェックリスト

このチェックリストを使用して、ステータスが「」のサービスリンクのトラブルシューティングに役立ち
ます。DOWN。
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Outpost ネットワークデバイスとの接続
サービスリンクがダウンしている場合は、Outpost ネットワークデバイスに接続されているカスタマー
ローカルネットワークデバイスで BGP ピアリングステータスを確認します。

BGP ピア接続ステータスがの場合DOWNでは、以下の手順を実行します。

1. カスタマーデバイスから Outpost ネットワークデバイス上のリモートピア IP に ping を実行します。
ピア IP アドレスは、デバイスの BGP 設定で確認できます。「」も参照できます。ネットワーク準備
チェックリスト (p. 31)インストール時に提供されます。

2. ping が失敗した場合は、物理接続をチェックし、接続ステータスがUP。
a. お客様のローカルネットワークデバイスの LACP ステータスを確認します。
b. デバイスのインターフェイスステータスを確認します。もしDOWNでは、ステップを完了します。cそ

してd。もしUPでは、ステップ 3 に進みます。
c. お客様のローカルネットワークデバイスを調べ、光モジュールが動作していることを確認します。
d. 障害のあるファイバーを交換し、ライト（Tx/Rx）が許容範囲内であることを確認します。

3. ping が成功した場合は、お客様のローカルネットワークデバイスを確認し、次の BGP 設定が正しいこ
とを確認します。
a. ローカル自律システム番号（カスタマー ASN）が正しく設定されていること。
b. リモート自律システム番号（Outpost ASN）が正しく設定されていること。
c. インターフェイス IP アドレスとリモートピア IP アドレスが正しく設定されていること。
d. アドバタイズされたルートと受信ルートが正しいこと。

4. BGP セッションがアクティブ状態と接続状態の間でフラッピングしている場合は、TCP ポート 179 お
よびその他の関連するエフェメラルポートが顧客のローカルネットワークデバイスでブロックされてい
ないことを確認します。

5. さらにトラブルシューティングする必要がある場合は、次の項目を確認してください。
a. お客様のローカルネットワークデバイス上の BGP および TCP デバッグ
b. BGP がお客様のローカルネットワークデバイス上でログを記録する
c. お客様のローカルネットワークデバイスのパケットキャプチャ

6. 問題が解決しない場合は、Outpost 接続ルータから Outpost ネットワークデバイスのピア IP への MTR/
traceroute/パケットキャプチャを実行します。のエンタープライズサポートプランを使用するAWSテス
ト結果を共有するためのSupport コンソールAWSSupport。

BGP ピアリングステータスがの場合UP顧客のローカルネットワークデバイスと Outpost ネットワークデ
バイスの間にあるが、サービスリンクはまだあるDOWNでは、お客様のローカルネットワークデバイス上の
次のデバイスを確認して、さらにトラブルシューティングを行うことができます。サービスリンク接続の
プロビジョニング方法に応じて、次のいずれかのチェックリストを使用します。
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• に接続されているエッジルータAWS Direct Connect— サービスリンク接続に使用されているパブリック
仮想インターフェイス。詳細については、「AWS Direct Connectへのパブリック仮想インターフェイス
接続AWSリージョン (p. 105)」を参照してください。

• に接続されているエッジルータAWS Direct Connect— サービスリンク接続に使用されているプライベー
ト仮想インターフェイス。詳細については、「AWS Direct Connectへのプライベート仮想インターフェ
イス接続AWSリージョン (p. 106)」を参照してください。

• インターネットサービスプロバイダー (ISP) に接続されたエッジルータ — サービスリンク接続に使用さ
れているパブリックインターネット。詳細については、「ISP パブリックインターネット接続AWSリー
ジョン (p. 106)」を参照してください。

AWS Direct Connectへのパブリック仮想インターフェ
イス接続AWSリージョン
に接続されているエッジルータのトラブルシューティングには、次のチェックリストを使用します。AWS 
Direct Connectパブリック仮想インターフェイスがサービスリンク接続に使用されている場合。

1. Outpost ネットワークデバイスに直接接続しているデバイスが、BGP を介してサービスリンク /26 IP 範
囲を受信していることを確認します。
a. デバイスから BGP 経由で受信されているルートを確認します。
b. サービスリンク仮想ルーティングおよび転送インスタンス（VRF）のルートテーブルを確認しま

す。/26 IP 範囲を使用していることを示すはずです。
2. リージョンの接続を確認するには、サービスリンク VRF のルートテーブルを確認します。これに

は、AWSパブリック IP 範囲またはデフォルトルート。
3. 受信していない場合AWSサービスリンク VRF のパブリック IP 範囲で、次の項目をチェックします。

a. をチェックします。AWS Direct ConnectエッジルータからのリンクステータスまたはAWSマネジメ
ントコンソール。

b. 物理リンクがUPで、エッジルータから BGP ピアリングステータスを確認します。
c. BGP ピア接続ステータスがの場合DOWNで、ピアにpingするAWSIP を実行し、エッジルータの BGP 

設定を確認します。詳細については、「」を参照してください。のトラブルシューティングAWS 
Direct ConnectのAWS Direct Connectユーザーガイドそして仮想インターフェイスの BGP ステータ
スがダウンしているAWSconsole. どうすればよいですか?。

d. BGP が確立され、デフォルトルートが表示されない場合AWSVRF のパブリック範囲、連絡先
AWSSupport、エンタープライズサポートプランを使用します。

4. オンプレミスのファイアウォールを使用している場合は、以下の項目を確認してください。
a. サービスリンク接続に必要なポートがネットワークファイアウォールで許可されていることを確認し

ます。ポート 443 またはその他のネットワークトラブルシューティングツールで traceroute を使用
して、ファイアウォールおよびネットワークデバイスを介した接続を確認します。サービスリンク接
続のファイアウォールポリシーで、次のポートを設定する必要があります。
• TCP プロトコル— ソースポート: TCP 1025-65535、宛先ポート: 443年。
• UDP プロトコル— ソースポート: TCP 1025-65535、宛先ポート: 443年。

b. ファイアウォールがステートフルである場合は、アウトバウンドルールで、Outpost のサービスリン
ク IP 範囲（/26 — お客様から提供）をAWSパブリック IP 範囲。詳細については、「Outpost への接
続AWSリージョン (p. 6)」を参照してください。

c. ファイアウォールがステートフルでない場合は、インバウンドフローも許可してください（AWSパ
ブリック IP の範囲はサービスリンク (/26 IP) です。

d. ファイアウォールで仮想ルータを設定した場合は、Outpost と Outpost とのトラフィックに対して適
切なルーティングが設定されていることを確認します。AWSリージョン。

5. オンプレミスネットワークで NAT を設定して Outpost のサービスリンク /26 IP 範囲を所有するパブ
リック IP に変換した場合は、次の項目を確認してください。
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a. NAT デバイスが過負荷にならず、新しいセッションに割り当てる空きポートがあることを確認しま
す。

b. NAT デバイスがアドレス変換を実行するように正しく設定されていることを確認します。
6. 問題が解決しない場合は、エッジルータから MTR/traceroute/パケットキャプチャを実行してAWS 

Direct Connectピア IP。のエンタープライズサポートプランを使用するAWSテスト結果を共有するため
のSupport コンソールAWSSupport。

AWS Direct Connectへのプライベート仮想インター
フェイス接続AWSリージョン
に接続されているエッジルータのトラブルシューティングには、次のチェックリストを使用します。AWS 
Direct Connectプライベート仮想インターフェイスがサービスリンク接続に使用されている場合。

1. アウトポストラックとを接続している場合AWSリージョンはAWS Outpostsプライベート接続機能で
は、次の項目を確認してください。
a. リモートピアリングに ping を実行するAWSエッジルータから IP を送信し、BGP ピアリングステー

タスを確認します。
b. BGP ピアリングがであることを確認します。AWS Direct Connectサービスリンクエンドポイント 

VPC とオンプレミスにインストールされている Outpost の間のプライベート仮想インターフェイ
スは次のとおりです。UP。詳細については、「」を参照してください。のトラブルシューティング
AWS Direct ConnectのAWS Direct Connectユーザーガイド,仮想インターフェイスの BGP ステータ
スがダウンしているAWSconsole. どうすればよいですか?, およびダイレクトコネConnect 経由で 
BGP 接続の問題のトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか。。

c. -AWS Direct Connectプライベート仮想インターフェイスは、選択したエッジルータへのプライベー
ト接続です。AWS Direct Connectロケーションを設定し、BGP を使用してルートを交換します。プ
ライベート Amazon VPC CIDR 範囲は、この BGP セッションを通じてエッジルーターにアドバタイ
ズされます。同様に、Outpost サービスリンクの /26 IP アドレス範囲は、エッジルータから BGP を
介してリージョンにアドバタイズされます。

d. VPC 内のサービスリンクプライベートエンドポイントに関連付けられているネットワーク ACL で、
関連するトラフィックが許可されていることを確認します。詳細については、「ネットワーク準備
チェックリスト (p. 31)」を参照してください。

e. オンプレミスのファイアウォールを使用している場合は、VPC または VPC CIDR にあるサービ
スリンク IP 範囲と Outpost サービスエンドポイント（ネットワークインターフェイス IP アドレ
ス）を許可するアウトバウンドルールがファイアウォールに含まれていることを確認します。TCP 
1025-65535 および UDP 443 ポートがブロックされていないことを確認します。詳細については、
「」を参照してください。のご紹介AWS Outpostsプライベート接続。

f. ファイアウォールがステートフルでない場合は、ファイアウォールに VPC の Outpost サービスエン
ドポイントから Outpost へのインバウンドトラフィックを許可するルールとポリシーがあることを確
認します。

2. オンプレミスネットワークに 100 を超えるネットワークがある場合、BGP セッションでデフォルト
ルートをアドバタイズできます。AWSをプライベート仮想インターフェイス上で設定します。デフォル
トルートをアドバタイズしない場合は、アドバタイズされたルートの数が 100 未満になるようにルート
を要約します。

3. 問題が解決しない場合は、エッジルータから MTR/traceroute/パケットキャプチャを実行してAWS 
Direct Connectピア IP。のエンタープライズサポートプランを使用するAWSテスト結果を共有する
SupportAWSSupport。

ISP パブリックインターネット接続AWSリージョン
パブリックインターネットがサービスリンク接続に使用されている場合に、ISP に接続されたエッジルー
タのトラブルシューティングを行うには、次のチェックリストを使用します。
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ISP パブリックインターネット接続AWSリージョン

• インターネットリンクがアップしていることを確認します。
• ISP に接続しているエッジデバイスからパブリックサーバーにアクセスできることを確認します。

ISP リンクからインターネットサーバーまたはパブリックサーバーにアクセスできない場合は、次の手順
を実行します。

1. ISP ルータの BGP ピアリングステータスが確立されているかどうかを確認します。
a. BGP がフラッピングしていないことを確認します。
b. BGP が ISP から必要なルートを受信してアドバタイズしていることを確認します。

2. スタティックルート設定の場合は、デフォルトルートがエッジデバイス上で適切に設定されていること
を確認します。

3. 別の ISP 接続を使用してインターネットに接続できるかどうかを確認します。
4. 問題が解決しない場合は、エッジルータで MTR/traceroute/パケットキャプチャを実行します。詳細な

トラブルシューティングについては、ISP のテクニカルサポートチームと結果を共有してください。

ISP リンクを介してインターネットおよびパブリックサーバーにアクセスできる場合は、次の手順を実行
します。

1. Outpost ホームリージョンのパブリックアクセス可能な EC2 インスタンスまたはロードバランサーのい
ずれかがエッジデバイスからアクセス可能かどうかを確認します。ping を実行するか telnet を使用して
接続を確認し、traceroute を使用してネットワークパスを確認できます。

2. VRF を使用してネットワーク内のトラフィックを分離する場合は、サービスリンク VRF に ISP（イン
ターネット）および VRF との間でトラフィックを誘導するルートまたはポリシーがあることを確認し
ます。次のチェックポイントを参照してください。
a. ISP に接続しているエッジルータ。エッジルータの ISP VRF ルートテーブルを調べて、サービスリ

ンク /26 IP 範囲が存在することを確認します。
b. Outpost に接続しているお客様のローカルネットワークデバイス。VRF の設定を確認し、サービスリ

ンク VRF と ISP VRF 間のルーティングに必要なルーティングとポリシーが正しく設定されているこ
とを確認します。通常、インターネットへのトラフィックのために、デフォルトルートが ISP VRF 
からサービスリンク VRF に送信されます。

c. Outpost に接続されたルータでソースベースのルーティングを設定した場合は、設定が正しいことを
確認します。

3. オンプレミスのファイアウォールが、Outpost サービスリンク IP 範囲からパブリックへのアウトバウン
ド接続（TCP 1025-65535 および UDP 443 ポート）を許可するように構成されていることを確認しま
す。AWSIP 範囲。ファイアウォールがステートフルでない場合は、Outpost へのインバウンド接続も設
定されていることを確認します。

4. Outpost のサービスリンク /26 IP 範囲をパブリック IP に変換するように、オンプレミスネットワーク
で NAT が設定されていることを確認します。また、以下の項目を確認してください。
a. NAT デバイスは過負荷にならず、新しいセッションに割り当てる空きポートがあります。
b. NAT デバイスは、アドレス変換を実行するように正しく設定されています。

問題が解決しない場合は、MTR/traceroute/パケットキャプチャを実行します。

• traceroute の結果から、オンプレミスネットワークでパケットがドロップまたはブロックされているこ
とが示された場合は、ネットワークまたは技術チームにお問い合わせください。

• traceroute の結果から、ISP のネットワークでパケットがドロップまたはブロックされていることが示
された場合は、ISP のテクニカルサポートチームにお問い合わせください。

• traceroute の結果に問題が表示されない場合は、すべてのテスト（MTR、telnet、traceroute、パケッ
トキャプチャ、BGP ログなど）の結果を収集し、のエンタープライズサポートプランを使用しま
す。AWS連絡するSupport コンソールAWSSupport。
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AWS Outpostsおよびその他のサービスService Quotas

のService QuotasAWS Outposts
このトピックでは、のデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) の一覧を示します。AWS 
Outposts。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについ
ては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

• AWS Outposts のクォータを表示するには、[Service Quotas コンソール] を開きます。[] ナビゲーション
ペインで、[] を選択します。AWS サービスを選択し、AWS Outposts。

• クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げ
リクエスト」を参照してください。

お客様の AWS アカウントには、AWS Outposts に関連する以下のクォータがあります。

Resource デフォルト 調整可能 コメント

Outpost サイト 100 はい Outpost サイトは、お客
様が管理する物理的な
建物で、Outpost 機器に
電力を供給してネット
ワークに接続します。

あなたの各リージョン
に100のOutposts サイト
を持つことができます
AWSアカウント.

サイトごとのOutposts 10 はい AWS Outpostsに
は、Outposts と呼ば
れるハードウェアおよ
び仮想リソースが含ま
れます。このクォータ
は、Outpost 仮想リソー
スを制限します。

各Outposts サイトには
10台の前哨基地を設置
できます。

AWS Outpostsおよびその他のサービスService 
Quotas

AWS Outpostsは他のサービスのリソースに依存しており、これらのサービスには独自のデフォルトクォー
タが設定されている場合があります。たとえば、ローカルネットワークインターフェイスのクォータは、
ネットワークインターフェイスの Amazon VPC クォータから外れます。詳細については、次を参照してく
ださい。AWSサービスクォータAmazon Web Services 全般リファレンスの「」を参照してください。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home
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ドキュメント履歴
以下の表は、AWS Outposts ユーザーガイドの重要な変更点をまとめたものです。

update-history-change update-history-description update-history-date

AWS Outposts の専有ホスト Outposts で専用ホストを使用で
きるようになりました。

2022 年 5 月 31 日

Outpost サーバーの導入 Outpostsサーバーを追加しまし
た。AWS Outpostsフォームファ
クタ。

2021 年 11 月 30 日

共有前哨サイト Outpost サイトを一元的に作成し
て管理し、他のまたは他のユー
ザーと共有しますAWS組織内の
アカウント。

2021 年 10 月 18 日

新規 CloudWatch ディメンショ
ン

新しい CloudWatch の指標のディ
メンションAWS Outposts名前空
間。

2021 年 10 月 13 日

S3 バケットの共有 Outpost で S3 バケットを共有お
よび管理します。

2021 年 8 月 5 日

一部のプレイスメントグループ
のSupport

リージョンの場合と同様に、クラ
スタ、パーティション、またはス
プレッドの配置ストラテジーを使
用できます。

2021 年 7 月 28 日

追加の CloudWatch メトリック
ス

追加の CloudWatch リザーブドイ
ンスタンスではメトリクスを使用
できます。

2021 年 5 月 24 日

ネットワークのトラブルシュー
ティングのチェックリスト

ネットワークトラブルシューティ
ングチェックリストを利用できま
す。

2021 年 2 月 22 日

追加の CloudWatch メトリック
ス

追加の CloudWatch EBS ボ
リュームのメトリックが利用可能
です。

2021 年 2 月 2 日

コンソール注文が更新されまし
た。

コンソールの注文プロセスが更新
されます。

2021 年 1 月 14 日

プライベート接続 Outpost を作成するとき
に、Outpost のプライベート
接続を設定できます。AWS 
Outpostsconsole.

2020 年 12 月 21 日

ネットワーク準備チェックリス
ト

Outpost 設定の情報を収集する場
合は、ネットワーク準備チェック
リストを使用します。

2020 年 10 月 28 日
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共有AWS Outpostsリソース Outpost の共有では、Outpost の
オーナーは Outposts と Outpost 
リソース (ローカルゲートウェ
イルートテーブルを含む) を他の
ユーザーと共有できます。AWS
同じアカウントの下にあるAWS
組織。

2020 年 10 月 15 日

追加の CloudWatch メトリック
ス

追加の CloudWatch インスタンス
タイプのカウントのメトリックス
を使用できます。

2020 年 9 月 21 日

追加の CloudWatch メトリック 追加 CloudWatch サービスリンク
接続ステータスのメトリックが使
用可能です。

2020 年 9 月 11 日

カスタマー所有 IPv4 アドレス共
有のSupport

を使用するAWS Resource 
Access Managerを使用してカス
タマー所有の IPv4 アドレスを共
有します。

2020 年 4 月 20 日

追加の CloudWatch メトリック
ス

追加の CloudWatch EBS ボ
リュームのメトリックが利用可能
です。

2020 年 4 月 4 日

初回リリース (p. 109) これはの最初のリリースで
す。AWS Outposts。

2019 年 12 月 3 日

110

https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/sharing-outposts.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/sharing-outposts.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/sharing-outposts.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-cloudwatch-metrics.html


AWS Outposts ユーザーガイド

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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