AWS ParallelCluster
AWS ParallelCluster ユーザーガイド

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

AWS ParallelCluster: AWS ParallelCluster ユーザーガイド

Copyright © 2022 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Amazon の商標およびトレードドレスは、お客様に混乱を招く可能性がある態様、または Amazon の信用を傷つけ
たり、失わせたりする態様において、Amazon のものではない製品またはサービスに関連して使用してはなりませ
ん。Amazon が所有しない商標はすべてそれぞれの所有者に所属します。所有者は必ずしも Amazon との提携や関連
があるわけではありません。また、Amazon の支援を受けているとはかぎりません。

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

Table of Contents
AWS ParallelCluster とは .................................................................................................................... 1
AWS ParallelCluster バージョン 3 ........................................................................................................ 2
AWS ParallelCluster のセットアップ ............................................................................................. 2
AWS ParallelCluster のインストール ..................................................................................... 2
インストール後に実行する手順 ............................................................................................. 4
クラスターへの複数のユーザーアクセス ................................................................................. 5
AWS ParallelCluster の設定 ................................................................................................ 12
ベストプラクティス .......................................................................................................... 18
AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移動 .............................................................................. 20
のサポート対象リージョンAWS ParallelClusterバージョン 3 ................................................... 27
AWS ParallelCluster を使用する .................................................................................................. 28
AWS ParallelCluster 3.x での AWS Identity and Access Management のロール ........................... 29
ネットワークの設定 .......................................................................................................... 52
カスタムブートストラップアクション .................................................................................. 62
Amazon S3 での使用 ........................................................................................................ 65
スポットインスタンスの操作 .............................................................................................. 65
AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ ............................................... 67
タグ付け .......................................................................................................................... 89
アマゾン CloudWatch ダッシュボード ................................................................................. 91
Amazon との統合 CloudWatch ログ .................................................................................... 92
Elastic Fabric Adapter ....................................................................................................... 93
Intel MPI を有効にする ...................................................................................................... 93
AWS ParallelCluster API .................................................................................................... 94
NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 ............................................................. 100
pcluster update-cluster を使用する ......................................................................... 101
AWS ParallelClusterAMI のカスタマイズ ............................................................................ 104
ODCR を使用してインスタンスを起動 ............................................................................... 106
AMI パッチ適用と EC2 インスタンスの置換 ........................................................................ 111
AWS ParallelCluster のリファレンス .......................................................................................... 114
AWS ParallelCluster バージョン 3 CLI コマンド .................................................................. 114
設定ファイル .................................................................................................................. 145
AWS ParallelCluster の仕組み ................................................................................................... 201
AWS ParallelCluster プロセス ........................................................................................... 201
AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS ................................................................. 201
チュートリアル ....................................................................................................................... 206
AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する ................................................................... 206
カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 .......................................................................... 208
アクティブディレクトリを統合 ......................................................................................... 214
共有ストレージの暗号化をAWS KMSキー ........................................................................... 234
マルチキューモードのクラスターでジョブを実行する ........................................................... 236
AWS ParallelCluster API の使用 ........................................................................................ 241
AWS ParallelCluster のトラブルシューティング ........................................................................... 250
ログの取得と保存 ............................................................................................................ 251
クラスターデプロイの問題のトラブルシューティング ........................................................... 252
スケーリング問題のトラブルシューティング ....................................................................... 256
プレイスメントグループとインスタンスの起動に関する問題 .................................................. 261
置き換えられないディレクトリ ......................................................................................... 261
NICE DCV の問題のトラブルシューティング ...................................................................... 262
AWS Batch 統合されたクラスターにおける問題のトラブルシューティング .............................. 262
Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブルシュー ................................................... 263
カスタム AMI 問題のトラブルシューティング ...................................................................... 270
クラスタ更新タイムアウトのトラブルシューティングcfn-hup実行されません ........................ 270
ネットワークのトラブルシューティング ............................................................................. 271
追加のサポート ............................................................................................................... 271

iii

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

AWS ParallelCluster バージョン 2 .....................................................................................................
AWS ParallelCluster のセットアップ ..........................................................................................
AWS ParallelCluster のインストール ..................................................................................
AWS ParallelCluster の設定 ..............................................................................................
ベストプラクティス .........................................................................................................
から移動する CfnCluster にAWS ParallelCluster ..................................................................
サポートされるリージョン ................................................................................................
AWS ParallelCluster を使用する ................................................................................................
ネットワークの設定 .........................................................................................................
カスタムブートストラップアクション ................................................................................
Amazon S3 の操作 ..........................................................................................................
スポットインスタンスの操作 .............................................................................................
AWS ParallelCluster における AWS Identity and Access Management の役割 ...........................
AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ .............................................
タグ付け ........................................................................................................................
アマゾン CloudWatch ダッシュボード ................................................................................
Amazon との統合 CloudWatch ログ ...................................................................................
Elastic Fabric Adapter ......................................................................................................
インテル Select ソリューション ........................................................................................
Intel MPI を有効にする ....................................................................................................
インテル HPC プラットフォームの仕様 ..............................................................................
Arm パフォーマンスライブラリ .........................................................................................
NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 .............................................................
pcluster update を使用する ........................................................................................
AMI のパッチ適用と EC2 インスタンスの交換 .....................................................................
AWS ParallelCluster CLI コマンド .............................................................................................
pcluster ......................................................................................................................
pcluster-config .........................................................................................................
設定 ......................................................................................................................................
レイアウト .....................................................................................................................
[global] セクション .....................................................................................................
[aws]セクションを開いて、 .............................................................................................
[aliases]セクションを開いて、 .....................................................................................
[cluster]セクション ....................................................................................................
[compute_resource]セクション ....................................................................................
[cw_log]セクションを開いて、 .......................................................................................
[dashboard]セクションを開いて、 .................................................................................
[dcv]セクション ............................................................................................................
[ebs]セクション ............................................................................................................
[efs]セクション ............................................................................................................
[fsx]セクション ............................................................................................................
[queue]セクション ........................................................................................................
[raid]セクション ..........................................................................................................
[scaling]セクションを開いて、 .....................................................................................
[vpc]セクション ............................................................................................................
例 .................................................................................................................................
How AWS ParallelCluster works ................................................................................................
AWS ParallelClusterプロセス ............................................................................................
AWSで使用されるサービスAWS ParallelCluster ...................................................................
AWS ParallelCluster オートスケーリング ............................................................................
チュートリアル .......................................................................................................................
AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する ...................................................................
カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 ..........................................................................
AWS ParallelCluster と awsbatch スケジューラを使用して MPI ジョブを実行する ...................
カスタム KMS キーを使用したディスク暗号化 ....................................................................
マルチキューモードのチュートリアル ................................................................................
開発 ......................................................................................................................................

iv

272
272
272
282
287
289
290
291
291
296
298
299
301
329
343
345
345
347
347
348
349
350
351
352
354
357
357
372
373
374
374
375
375
376
397
399
400
401
402
406
410
419
422
427
427
298
432
432
437
442
443
444
446
449
454
456
464

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

カスタムを設定するAWS ParallelClusterクックブック .......................................................... 464
カスタムを設定するAWS ParallelClusterノードパッケージ .................................................... 465
トラブルシューティング ........................................................................................................... 466
ログの取得と保存 ............................................................................................................ 467
スタックデプロイ時のトラブルシューティング .................................................................... 467
マルチキューモードクラスターでの問題のトラブルシューティング ........................................ 468
シングルキューモードのクラスターにおける問題のトラブルシューティング ............................ 471
プレイスメントグループとインスタンスの起動に関する問題 .................................................. 473
置き換えられないディレクトリ ......................................................................................... 474
NICE DCV の問題のトラブルシューティング ...................................................................... 474
AWS Batch 統合されたクラスターにおける問題のトラブルシューティング .............................. 475
リソースの作成に失敗した場合のトラブルシューティング ..................................................... 476
IAM ポリシーのサイズ問題のトラブルシューティング .......................................................... 477
追加のサポート ............................................................................................................... 477
AWS ParallelCluster サポートポリシー ............................................................................................... 478
セキュリティ .................................................................................................................................. 479
によって使用されるサービスのセキュリティ情報AWS ParallelCluster ............................................. 479
データ保護 ............................................................................................................................. 480
データの暗号化 ............................................................................................................... 480
以下の資料も参照してください。 ...................................................................................... 481
Identity and Access Management .............................................................................................. 481
コンプライアンス検証 .............................................................................................................. 482
TLS 1.2 の適用 ....................................................................................................................... 483
現在サポートされているプロトコルの確認 .......................................................................... 483
OpenSSL と Python のコンパイル ..................................................................................... 484
ドキュメント履歴 ............................................................................................................................ 486
.................................................................................................................................................. dxxxii

v

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

AWS ParallelCluster とは
AWS ParallelClusterはAWSがサポートするオープンソースのクラスター管理ツール。このツールは、AWS
クラウド。オープンソースの cfnCluster プロジェクト上に構築され、AWS ParallelClusterでは、ですばや
く HPC コンピューティング環境を構築できます。AWS。必要なコンピューティングリソースと共有ファ
イルシステムが自動的に設定されます。ではを使用できます。AWS ParallelClusterバッチスケジューラ
(など)AWS BatchそしてSlurm。AWS ParallelClusterクイックスタートの概念実証のデプロイと実稼働環境
のデプロイを容易にします。また、AWS ParallelCluster には、DNA シーケンスワークフロー全体を自動
化するゲノミクスポータルなど、高度なワークフローを構築することもできます。
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AWS ParallelCluster バージョン 3
で始まるAWS ParallelClusterバージョン 3.1.1 では、Active Directory (AD) ドメインを使用するようにクラ
スタを設定できます。この AD ドメインは、AWS Directory Serviceの製品。この構成を設定して、複数の
ユーザー間でクラスターを共有することで、コラボレーションを簡素化すると同時に、コストと管理オー
バーヘッドを削減できます。詳細については、「クラスターへの複数のユーザーアクセス (p. 5)」を参
照してください。
最新のAWS ParallelCluster3 バージョン: 3.2.0
トピック
• AWS ParallelCluster のセットアップ (p. 2)
• AWS ParallelCluster を使用する (p. 28)
• AWS ParallelCluster のリファレンス (p. 114)
• AWS ParallelCluster の仕組み (p. 201)
• チュートリアル (p. 206)
• AWS ParallelCluster のトラブルシューティング (p. 250)

AWS ParallelCluster のセットアップ
トピック
• AWS ParallelCluster のインストール (p. 2)
• インストール後に実行する手順 (p. 4)
• クラスターへの複数のユーザーアクセス (p. 5)
• AWS ParallelCluster の設定 (p. 12)
• ベストプラクティス (p. 18)
• AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移動 (p. 20)
• のサポート対象リージョンAWS ParallelClusterバージョン 3 (p. 27)

AWS ParallelCluster のインストール
AWS ParallelClusterは Python パッケージとして配信され、Python を使用してインストールされま
すpipパッケージマネージャー。Python パッケージのインストール手順については、「」を参照してくだ
さい。パッケージのインストール()Python パッケージユーザーガイド。

AWS ParallelCluster をインストールする方法
• 仮想環境への AWS ParallelCluster のインストール (推奨) (p. 3)
• pip を使用して非仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 4)
最新の CLI のバージョン番号は、リリースページの GitHub。このガイドのコマンド例では、バージョン
3.6 以降の Python がインストールされていることを前提としています。pip コマンド例は pip3 バージョ
ンを使用します。
両方を管理する AWS ParallelCluster 2 および AWS ParallelCluster 3
両方ご利用のお客様へAWS ParallelCluster2 とAWS ParallelCluster3、両方のパッケージのCLIを管理し
たい場合は、インストールすることをお勧めしますAWS ParallelCluster2 とAWS ParallelCluster3 つは違
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う仮想環境 (p. 3)。これにより、各バージョンの AWS ParallelCluster と関連するクラスターリソース
を継続して使用することができます。

仮想環境への AWS ParallelCluster のインストール (推奨)
他の pip パッケージとのバージョンに関する要件の競合を回避するために、仮想環境に AWS
ParallelCluster をインストールすることをお勧めします。

前提条件
• AWS ParallelClusterには Python 3.7 以降が必要です。まだインストールされていない場合
は、python.org からお使いのプラットフォームに対応したバージョンをダウンロードしてください。

仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールするには
1.

もしvirtualenvインストールされていません、インストールvirtualenvを使用しま
すpip3。python3 -m virtualenv help がヘルプ情報を表示する場合は、ステップ 2 に進みま
す。
$ python3 -m pip install --upgrade pip
$ python3 -m pip install --user --upgrade virtualenv

exit を実行して現在のターミナルウィンドウを終了し、新しいターミナルウィンドウを開いて環境
への変更を取得します。
2.

仮想環境を作成して名前を付けます。
$ python3 -m virtualenv ~/apc-ve

または、-p オプションを使用して Python の特定のバージョンを指定することもできます。
$ python3

3.

-m virtualenv -p $(which python3) ~/apc-ve

新しい仮想環境をアクティブ化します。
$ source ~/apc-ve/bin/activate

4.

仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールします。
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"

5.

ノードバージョンマネージャーと Node.js をインストールします。必要な理由は次のとおりで
す。AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)テンプレート生成に使用します。
$
$
$
$
$

6.

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
source ~/.nvm/nvm.sh
nvm install --lts
node --version

AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認します。
$ pcluster version
{
"version": "3.2.0"
}
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deactivate コマンドを使用して、仮想環境を終了できます。新しいセッションを開始するたびに、環境
を再度アクティブ化する (p. 3)必要があります。
AWS ParallelCluster を最新バージョンにアップグレードするには、インストールコマンドを再度実行しま
す。
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"

pip を使用して非仮想環境に AWS ParallelCluster をインストー
ルする
前提条件
• AWS ParallelClusterには Python 3.7 以降が必要です。まだインストールされていない場合
は、python.org からお使いのプラットフォームに対応したバージョンをダウンロードしてください。

AWS ParallelCluster をインストールする
1.

pip を使用して AWS ParallelCluster をインストールします。
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user

2.

--user スイッチを使用すると、pip は AWS ParallelCluster を ~/.local/bin にインストールしま
す。
ノードバージョンマネージャーと Node.js をインストールします。必要な理由は次のとおりで
す。AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)テンプレート生成に使用します。
$
$
$
$
$

3.

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
source ~/.nvm/nvm.sh
nvm install --lts
node --version

AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認します。
$ pcluster version
{
"version": "3.2.0"
}

4.

最新バージョンにアップグレードするには、インストールコマンドを再び実行します。
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user

インストール後に実行する手順
AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認するには、pcluster version (p. 144)
を実行します。
$ pcluster version
{
"version": "3.2.0"
}
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AWS ParallelCluster は定期的に更新されます。AWS ParallelCluster を最新バージョンに更新するには、
インストールコマンドを再度実行します。の最新バージョンの詳細についてはAWS ParallelCluster、「」
を参照してくださいAWS ParallelClusterリリースノート。
$ pip3 install aws-parallelcluster --upgrade --user

AWS ParallelCluster をアンインストールするには、pip3 uninstall を使用します。
$ pip3 uninstall aws-parallelcluster

Python と pip3 がインストールされていない場合は、使用している環境に応じた手順に従ってください。

クラスターへの複数のユーザーアクセス
単一クラスターへの複数のユーザーアクセスを実装および管理する方法を学びます。
このトピックの内容AWS ParallelClusterユーザーとは、コンピュートインスタンスのシステムユーザーを
指します。例:ec2-user男性用AWSEC2 インスタンス。
AWS ParallelClusterマルチユーザーアクセスのサポートはAWS リージョンどこAWS ParallelCluster現在
表示されています。他の人と連携しますAWSサービスを含むAmazon FSx for LustreそしてAmazon Elastic
File System。
を使用することができますAWS Directory Service for Microsoft Active DirectoryまたはSimple
ADクラスタアクセスを管理します。クラスターをセットアップするには、AWS ParallelCluster
DirectoryService (p. 192)の設定AWS Directory Serviceディレクトリは複数のクラスターに接続できま
す。これにより、複数の環境にまたがる ID を一元管理し、統一されたログイン環境を実現できます。
使用するバージョンAWS Directory ServiceにとってAWS ParallelClusterマルチアクセスでは、ディレクト
リで定義されているユーザー認証情報を使用してクラスターにログインできます。これらの資格情報は、
有効なユーザー名とパスワードで構成されます。クラスターに初めてログインすると、ユーザー SSH キー
が自動的に生成されます。これを使用して、パスワードなしでログインできます。
ディレクトリサービスをデプロイした後で、クラスターのユーザーまたはグループを作成、削除、変更
できます。とAWS Directory Service、で登録できますAWS Management Consoleまたはを使用すること
により行いますActive Directory のユーザーとコンピュータツール。このツールには、Active Directory に
結合されている任意の EC2 インスタンスからアクセスできます。詳細については、次を参照してくださ
い。Active Directory 管理ツールのインストール。
使用する予定の場合AWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない単一のサブネットでは、を参
照してくださいAWS ParallelClusterインターネットアクセスがない単一サブネット (p. 58)追加要件につ
いて。
トピック
•
•
•
•

アクティブディレクトリを作成する (p. 5)
AD ドメインを使用してクラスターを作成する (p. 6)
AD ドメインと統合されているクラスターにログインする (p. 8)
MPI ジョブの実行 (p. 8)

• 例AWS Managed Microsoft ADLDAP (S) クラスタ構成以上 (p. 9)

アクティブディレクトリを作成する
クラスターを作成する前に、必ずアクティブディレクトリ (AD) を作成してください。クラスター用の
アクティブディレクトリタイプを選択する方法については、「」を参照してください。オプションの選
択()AWS Directory Service管理ガイド。
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ディレクトリが空の場合は、ユーザー名とパスワードを使用してユーザーを追加します。詳細につい
ては、に指定されているドキュメントを参照してください。AWS Directory Service for Microsoft Active
DirectoryまたはSimple AD。

Note
AWS ParallelClusterすべての Active Directory ユーザディレクトリが/home/$userディレクト
リ。

AD ドメインを使用してクラスターを作成する
Warning
この入門セクションでは、設定方法について説明します。AWS ParallelClusterLDAP経由のマネー
ジドADサーバーを使用する。LDAP は安全でないプロトコルです。実稼働システムでは、で説明
されているように TLS 証明書 (LDAPS) の使用を強くお勧めします。例AWS Managed Microsoft
ADLDAP (S) クラスタ構成以上 (p. 9)次のセクションを参照してください。
関連情報を指定して、クラスタをディレクトリと統合するように設定します。DirectoryServiceク
ラスター設定ファイルのセクション。詳細については、『』を参照してくださ
い。DirectoryService (p. 192)設定セクション。
次の例を使用して、クラスターをAWS Managed Microsoft ADLDAP。

に必要な特定の定義AWS Managed Microsoft ADLDAP構成上:
• を設定する必要がありますldap_auth_disable_tls_never_use_in_productionパラメータから
へTrue下DirectoryService (p. 192)/AdditionalSssdConfigs (p. 196)。
• コントローラのホスト名または IP アドレスのいずれかを指定できま
す。DirectoryService (p. 192)/DomainAddr (p. 193)。
• DirectoryService (p. 192)/DomainReadOnlyUser (p. 194)構文は次のとおりです。
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com

手に入れるAWS Managed Microsoft AD設定データ:
$ aws ds describe-directories --directory-id "d-abcdef01234567890"

{

"DirectoryDescriptions": [
{
"DirectoryId": "d-abcdef01234567890",
"Name": "corp.pcluster.com",
"DnsIpAddrs": [
"203.0.113.225",
"192.0.2.254"
],
"VpcSettings": {
"VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
"SubnetIds": [
"subnet-1234567890abcdef0",
"subnet-abcdef01234567890"
],
"AvailabilityZones": [
"region-idb",
"region-idd"
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}

]

}

}

]

のクラスター設定AWS Managed Microsoft AD:
Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
Ssh:
KeyName: pcluster
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
ComputeResources:
- Name: t2micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
DomainName: dc=corp,dc=pcluster,dc=com
DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254
PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
AdditionalSssdConfigs:
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

この構成を Simple AD に使用するには、DomainReadOnlyUserのプロパティ値DirectoryServiceセ
クション:
DirectoryService:
DomainName: dc=corp,dc=pcluster,dc=com
DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254
PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:SimpleAD.Admin.Password-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
AdditionalSssdConfigs:
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

考慮事項:
• LDAPのみではなく、TLS/SSL (またはLDAPS) 経由で LDAP を使用することをお勧めします。TLS/SSL
は接続が暗号化されることを保証します。
• -DirectoryService (p. 192)/DomainAddr (p. 193)プロパティ値は、のエントリと一致しま
すDnsIpAddrsからのリストdescribe-directories出力。
• クラスターは、同じアベイラビリティーゾーンにあるサブネットを使用することをお勧めしま
すDirectoryService (p. 192)/DomainAddr (p. 193)をを指す。使用するものカスタムDynamic
Host Directory Host rectoryこれはディレクトリ VPC とサブネットに推奨されますじゃない次の場所に所
在するDirectoryService (p. 192)/DomainAddr (p. 193)アベイラビリティーゾーン。アベイラビ
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リティーゾーン間のトラフィックは可能です カスタム DHCP 構成の使用ではないマルチユーザーAD統
合機能を利用するために必要です。
• -DirectoryService (p. 192)/DomainReadOnlyUser (p. 194)プロパティ値は、ディレクトリに作
成する必要があるユーザーを指定します。このユーザではないデフォルトで作成されます。以下をお勧
めしますしないでこのユーザーにディレクトリデータを変更する権限を与えます。
• -DirectoryService (p. 192)/PasswordSecretArn (p. 193)プロパティ
値はAWS Secrets Managerに指定したユーザーのパスワードを含むシークレッ
トDirectoryService (p. 192)/DomainReadOnlyUser (p. 194)プロパティ。このユーザーのパ
スワードが変更された場合は、シークレット値を更新してクラスターを更新してください。新しい
シークレット値に合わせてクラスターを更新するには、コンピュートフリートをpcluster updatecompute-fleetコマンドを実行してから、クラスタヘッドノード内から次のコマンドを実行します。
sudo ./opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh

別の例については、こちらも参照してくださいアクティブディレクトリを統合 (p. 214)。

AD ドメインと統合されているクラスターにログインする
AD ドメイン統合機能を有効にすると、クラスタヘッドノードでパスワードによる認証が有効になりま
す。AD ユーザーのホームディレクトリは、ユーザーがヘッドノードに初めてログインしたとき、または
sudo ユーザーがヘッドノードで初めて AD ユーザーに切り替えたときに作成されます。
クラスタコンピュートノードではパスワード認証は有効になっていません。AD ユーザーは SSH キーを使
用してコンピュートノードにログインする必要があります。
デフォルトでは、SSH キーは AD ユーザーに設定されます/${HOME}/.sshヘッドノードへの
最初の SSH ログイン時のディレクトリ。この動作は、次のように設定することで無効にできま
す。DirectoryService (p. 192)/GenerateSshKeysForUsers (p. 195)ブールからプロパ
ティfalseクラスタ構成で。デフォルトで
は、DirectoryService (p. 192)/GenerateSshKeysForUsers (p. 195)はに指定されていま
すtrue。
もしAWS ParallelClusterアプリケーションでは、クラスタノード間でパスワードなしのSSHが必要で
す。SSHキーがユーザーのホームディレクトリに正しく設定されていることを確認してください。
AWS Managed Microsoft ADパスワードは 42 日後に有効期限が切れます。詳細については、次を参照し
てください。のパスワードポリシーを管理するAWS Managed Microsoft AD()AWS Directory Service管理
ガイド。パスワードの有効期限が切れた場合、クラスターアクセスを復元するにはパスワードをリセット
する必要があります。詳細については、「ユーザーパスワードと期限切れのパスワードをリセットする方
法 (p. 265)」を参照してください。

Note
AD 統合機能が期待どおりに動作しない場合、SSSD ログは問題のトラブルシューティングに役立
つ診断情報を提供できます。これらのログは/var/log/sssdクラスターノード上のディレクト
リ。デフォルトでは、それらはクラスターのAmazonにも保存されます CloudWatch ロググルー
プ。
詳細については、「Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブルシュー (p. 263)」を参
照してください。

MPI ジョブの実行
SchedMD で提案されているように、MPI ジョブは Slurm を MPI ブートストラップ方法として使用して
ブートストラップする必要があります。詳細については、公式を参照してくださいSlurm ドキュメンテー
ションまたはMPIライブラリの公式ドキュメント。
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たとえば、IntelMPI 公式ドキュメント、StarCCM ジョブを実行する場合、環境変数をエクス
ポートして Slurm をプロセスオーケストレーターとして設定する必要があることがわかりま
すI_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm。

Note
既知の問題点
MPI アプリケーションが MPI ジョブを生成するメカニズムとして SSH に依存している場
合、Slurm の既知のバグこれにより、ディレクトリユーザー名が「nobody」に誤って解決されま
す。
MPI ブートストラップ方式として Slurm を使用するようにアプリケーションを設定するか、を参
照してくださいユーザー名の解決に関する既知の問題 (p. 269)詳細と考えられる回避策について
は、「トラブルシューティング」セクションを参照してください。

例AWS Managed Microsoft ADLDAP (S) クラスタ構成以上
AWS ParallelClusterと統合することで複数のユーザーアクセスをサポートしますAWS Directory
ServiceLDAP、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル、TLS/SSL、LDAPS
以下の例では、と統合するクラスター設定を作成する方法を示します。AWS Managed Microsoft ADLDAP
(S) を超えています。

AWS Managed Microsoft AD証明書検証付きのLDAPS経由
この例を使用して、クラスターをAWS Managed Microsoft ADLDAPS経由で、証明書検証付き。

の具体的な定義AWS Managed Microsoft AD証明書付きのLDAPS経由の構成：
• DirectoryService (p. 192)/LdapTlsReqCert (p. 194)をに設定する必要がありますhard証明書
検証付きの LDAPS の場合 (デフォルト)。
• DirectoryService (p. 192)/LdapTlsCaCert (p. 194)認証機関 (CA) 証明書へのパスを指定する必
要があります。
CA 証明書は、AD ドメインコントローラの証明書を発行した CA チェーン全体の証明書を含む証明書バ
ンドルです。
CA 証明書と証明書はクラスターノードにインストールする必要があります。
• にはコントローラのホスト名を指定する必要がありま
すDirectoryService (p. 192)/DomainAddr (p. 193)、IP アドレスではありません。
• DirectoryService (p. 192)/DomainReadOnlyUser (p. 194)構文は次のとおりです。
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com

LDAPS 経由で AD を使用する場合のクラスター設定ファイルの例:
Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
Ssh:
KeyName: pcluster
Iam:
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
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CustomActions:
OnNodeConfigured:
Script: s3://aws-parallelcluster/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
ComputeResources:
- Name: t2micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
Iam:
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
CustomActions:
OnNodeConfigured:
Script: s3://aws-parallelcluster-pcluster/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
DirectoryService:
DomainName: dc=corp,dc=pcluster,dc=com
DomainAddr: ldaps://win-abcdef01234567890.corp.pcluster.com,ldaps://winabcdef01234567890.corp.pcluster.com
PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
LdapTlsCaCert: /etc/openldap/cacerts/corp.pcluster.com.bundleca.cer
LdapTlsReqCert: hard

ポストインストールスクリプトで証明書を追加し、ドメインコントローラを設定します。
*#!/bin/bash*
set -e
AD_CERTIFICATE_S3_URI="s3://corp.pcluster.com/bundle/corp.pcluster.com.bundleca.cer"
AD_CERTIFICATE_LOCAL="/etc/openldap/cacerts/corp.pcluster.com.bundleca.cer"
AD_HOSTNAME_1="win-abcdef01234567890.corp.pcluster.com"
AD_IP_1="192.0.2.254"
AD_HOSTNAME_2="win-abcdef01234567890.corp.pcluster.com"
AD_IP_2="203.0.113.225"
# Download CA certificate
mkdir -p $(dirname "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}")
aws s3 cp "${AD_CERTIFICATE_S3_URI}" "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"
chmod 644 "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"
# Configure domain controllers reachability
echo "${AD_IP_1} ${AD_HOSTNAME_1}" >> /etc/hosts
echo "${AD_IP_2} ${AD_HOSTNAME_2}" >> /etc/hosts

次の例に示すように、ドメインに参加しているインスタンスからドメインコントローラーのホスト名を取
得できます。
Windows インスタンスから
$ nslookup 192.0.2.254
Server:

corp.pcluster.com
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Address:

192.0.2.254

Name:
win-abcdef01234567890.corp.pcluster.com
Address: 192.0.2.254

Linux インスタンスから
$ nslookup 192.0.2.254

192.0.2.254.in-addr.arpa
192.0.2.254.in-addr.arpa

name = corp.pcluster.com
name = win-abcdef01234567890.corp.pcluster.com

AWS Managed Microsoft AD証明書検証なしのLDAPS経由
この例を使用して、クラスターをAWS Managed Microsoft ADLDAPS 経由で、証明書の検証は行いませ
ん。
の具体的な定義AWS Managed Microsoft AD証明書検証設定なしの LDAPS 経由:
• DirectoryService (p. 192)/LdapTlsReqCert (p. 194)をに設定する必要がありますnever。
• コントローラのホスト名または IP アドレスのどちらかを指定できま
すDirectoryService (p. 192)/DomainAddr (p. 193)。
• DirectoryService (p. 192)/DomainReadOnlyUser (p. 194)構文は次のとおりです。
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com

を使用する場合のクラスター設定ファイルの例AWS Managed Microsoft AD証明書検証なしのLDAPS経
由：
Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
Ssh:
KeyName: pcluster
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
ComputeResources:
- Name: t2micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
DomainName: dc=corp,dc=pcluster,dc=com
DomainAddr: ldaps://203.0.113.225,ldaps://192.0.2.254
PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
LdapTlsReqCert: never
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AWS ParallelCluster の設定
AWS ParallelCluster をインストールしたら、以下の設定のステップを完了します。
自分のアカウントで確認するAWSアカウントには、の実行に必要な権限を含むロールがありま
すpcluster (p. 115)CLI。詳細については、「AWS ParallelCluster ユーザーポリシーの例 (p. 29)」
を参照してください。
AWS 認証情報をセットアップします。詳細については、次を参照してください。設定:AWS CLI()AWS
CLIユーザーガイド。
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [us-east-1]: us-east-1
Default output format [None]:

-AWS リージョンクラスターの起動場所には、少なくとも 1 つの Amazon EC2 key pair が必要です。詳細
については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド) の「Amazon EC2 key pairs」(Amazon EC2 キーペア) を参照してください。
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml

構成ウィザードでは、クラスターの作成に必要なすべての情報の入力を求められます。スケジューラ AWS
Batch として使用する場合のシーケンス内容は、Slurm を使用する場合と異なります。
スラム
有効な AWS リージョン 識別子のリストから、クラスターを実行するリージョンを選択します。

Note
表示されるリージョンのリストは、お客様のアカウントのパーティションに基づいてお
り、お客様のアカウントで有効になっているリージョンのみが含まれます。お客様のア
カウントでリージョンを有効化する詳細については、「」を参照してください。管理する
AWS リージョン()AWS全般のリファレンス。ここでは、AWS グローバルパーティショ
ンの例を示します。お客様のアカウントが AWS GovCloud (US) パーティションにある場
合、そのパーティション内のリージョンのみがリストアップされます (gov-us-east-1
と gov-us-west-1)。同様に、お客様のアカウントが AWS 中国パーティションである場
合、cn-north-1 と cn-northwest-1 のみが表示されます。AWS ParallelCluster でサ
ポートされているリージョンの詳細なリストについては、「のサポート対象リージョンAWS
ParallelClusterバージョン 3 (p. 27)」を参照してください。
Allowed values for AWS Region ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ca-central-1
9. eu-central-1
10. eu-north-1
11. eu-south-1
12. eu-west-1
13. eu-west-2
14. eu-west-3
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
AWS

me-south-1
sa-east-1
us-east-1
us-east-2
us-west-1
us-west-2
##### ID [ap-northeast-1]:

key pair は、選択したリージョンに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択されます。キー
ペアを選択します。
Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. your-key-1
2. your-key-2
EC2 Key Pair Name [your-key-1]:

クラスターで使用するスケジューラを選択します。
Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]:

オペレーティングシステムを選択します。
Allowed values for Operating System:
1. alinux2
2. centos7
3. ubuntu1804
4. ubuntu2004
Operating System [alinux2]:

ヘッドノードのインスタンスタイプを選択します。
Head node instance type [t2.micro]:

キューの構成を選択します。[Note:] (メモ:) 同一キュー内の複数のコンピューティングリソースに対し
てインスタンスタイプを指定することはできません。
Number of queues [1]:
Name of queue 1 [queue1]:
Number of compute resources for queue1 [1]: 2
Compute instance type for compute resource 1 in queue1 [t2.micro]:
Maximum instance count [10]:

EFAが、高レベルのインスタンス間通信を必要とするアプリケーションを大規模に実行できるように
するAWS追加料金なし:
• 次のようなインスタンスタイプを選択してくださいElastic Fabric Adapter (EFA) サポート。
• の有効化EFA (p. 93)。
• 既存のものを指定する配置グループ名前。空白のままにすると、AWS ParallelClusterあなたのため
に1つ作成します。

Compute instance type for compute resource 2 in queue1 [t2.micro]: c5n.18xlarge
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Enable EFA on c5n.18xlarge (y/n) [y]: y
Maximum instance count [10]:
Placement Group name []:

前のステップが完了したら、既存の VPC を使用するか、AWS ParallelCluster が VPC を作成できる
ようにするかを決定します。VPC が正しく設定されていない場合、AWS ParallelClusterあなたのた
めに新しいものを作成することができます。ヘッダーノードとコンピューティングノードの両方を
同じパブリックサブネットに配置するか、プライベートサブネット内のすべてのコンピューティング
ノードを持つパブリックサブネット内にヘッダーノードのみを配置します。あなたがさせればAWS
ParallelClusterVPC を作成するには、すべてのノードをパブリックサブネットに配置するかどうかを
決定する必要があります。詳細については、「ネットワークの設定 (p. 52)」を参照してください。
複数のネットワークインターフェイスまたは 1 つのネットワークカードを持つインスタンスタイプを
使用するようにクラスターを設定する場合は、を参照してください。ネットワークの設定 (p. 52)追
加のネットワーク要件について。
リージョンで許可されている VPC 数の上限に達することは可能です。リージョンあたりのデフォルト
の割り当ては 5 つの VPC です。このクォータの詳細および引き上げをリクエストする方法について
は、「」を参照してください。VPC とサブネット()Amazon VPC User Guide。

Important
AWS ParallelCluster で作成された VPC は、デフォルトでは VPC フローログを有効にしませ
ん。VPC フローログは、VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP トラ
フィックに関する情報をキャプチャすることができます。詳細については、「Amazon VPC
User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「VPC Flow Logs」(VPC フローログ) を参照
してください。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized

新しい VPC を作成しない場合、既存の VPC を選択する必要があります。
持っていることを選択した場合AWS ParallelClusterVPC を作成し、VPC ID をメモしておくと、AWS
CLI後で削除してください。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
# id
name
--- --------------------- --------------------------------1 vpc-0b4ad9c4678d3c7ad ParallelClusterVPC-20200118031893
2 vpc-0e87c753286f37eef ParallelClusterVPC-20191118233938
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

number_of_subnets
------------------2
5

VPC を選択したら、既存のサブネットを使用するか、新しいサブネットを作成するかを決定します。
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Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

AWS Batch
有効な AWS リージョン 識別子のリストから、クラスターを実行するリージョンを選択します。

Note
表示されるリージョンのリストは、お客様のアカウントのパーティションに基づいていま
す。お客様のアカウントで有効になっているリージョンのみが含まれます。お客様のアカ
ウントでリージョンを有効化する詳細については、「」を参照してください。管理する
AWS リージョン()AWS全般のリファレンス。ここでは、AWS グローバルパーティショ
ンの例を示します。お客様のアカウントが AWS GovCloud (US) パーティションにある場
合、そのパーティション内のリージョンのみがリストアップされます (gov-us-east-1
と gov-us-west-1)。同様に、お客様のアカウントが AWS 中国パーティションである場
合、cn-north-1 と cn-northwest-1 のみが表示されます。AWS ParallelCluster でサ
ポートされているリージョンの詳細なリストについては、「のサポート対象リージョンAWS
ParallelClusterバージョン 3 (p. 27)」を参照してください。
Allowed values for AWS Region ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ca-central-1
9. eu-central-1
10. eu-north-1
11. eu-south-1
12. eu-west-1
13. eu-west-2
14. eu-west-3
15. me-south-1
16. sa-east-1
17. us-east-1
18. us-east-2
19. us-west-1
20. us-west-2
AWS Region ID [us-east-1]:

キーペアは、選択したリージョンに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択されます。キー
ペアを選択します。
Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. your-key-1
2. your-key-2
EC2 Key Pair Name [your-key-1]:

クラスターで使用するスケジューラを選択します。
Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]: 2
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awsbatch がスケジューラとして選択されている場合、alinux2 がオペレーティングシステムとして
使用されます。ヘッドノードのインスタンスタイプが入力されます。
Head node instance type [t2.micro]:

キューの構成を選択します。-AWS Batchscheduler にはキューが 1 つだけ含まれています。コン
ピューティングノードのクラスターの最大サイズを入力します。これは vCPU 単位で測定されます。
Number of queues [1]:
Name of queue 1 [queue1]:
Maximum vCPU [10]:

既存の VPC を使用するか、AWS ParallelCluster が VPC を作成できるようにするかを決定します。適
切に設定された VPC がない場合は、AWS ParallelCluster で新しい VPC を作成できます。同じパブ
リックサブネット内のヘッダーノードとコンピューティングノードの両方を使用するか、プライベー
トサブネット内のすべてのノードを持つパブリックサブネット内のヘッダーノードのみを使用しま
す。リージョンで許可されている VPC 数の上限に達することは可能です。VPC のデフォルト数は 5
です。このクォータの詳細および引き上げをリクエストする方法については、「」を参照してくださ
い。VPC とサブネット()Amazon VPC User Guide。

Important
AWS ParallelCluster で作成された VPC は、デフォルトでは VPC フローログを有効にしませ
ん。VPC フローログは、VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP トラ
フィックに関する情報をキャプチャすることができます。詳細については、「Amazon VPC
User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「VPC Flow Logs」(VPC フローログ) を参照
してください。
あなたがさせればAWS ParallelClusterVPC を作成し、すべてのノードをパブリックサブネットに配置
するかどうかを決定するようにします。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: *1*
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized

新しい VPC を作成しない場合、既存の VPC を選択する必要があります。
持っていることを選択した場合AWS ParallelClusterVPC を作成し、VPC ID をメモしておくと、AWS
CLIまたはAWS Management Console後で削除してください。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
# id
name
--- --------------------- --------------------------------1 vpc-0b4ad9c4678d3c7ad ParallelClusterVPC-20200118031893
2 vpc-0e87c753286f37eef ParallelClusterVPC-20191118233938
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1
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VPC を選択したら、既存のサブネットを使用するか、新しいサブネットを作成するかを決定するよう
にします。
Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

前述の手順が完了すると、VPC にシンプルなクラスターが起動します。VPC では、パブリック IP アドレ
スをサポートする既存のサブネットを使用しています。サブネットのルートテーブルは、0.0.0.0/0 =>
igw-xxxxxx です。以下の条件をご確認ください。
• VPC には DNS Resolution = yes と DNS Hostnames = yes が必要です。
• VPC には適切な DHCP オプションも必要ですdomain-nameリージョン用。デフォルトの DHCP オプ
ションセットでは、必要な AmazonProvidedDNS がすでに指定されています。複数のドメインネーム
サーバーを指定する場合は、「Amazon VPC User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「DHCP
options sets」(DHCP オプションセット) を参照してください。プライベートサブネットを使用する場合
は、NAT ゲートウェイまたは内部プロキシを使用して、コンピューティングノードへのウェブアクセス
を有効にします。詳細については、「ネットワークの設定 (p. 52)」を参照してください。
すべての設定に有効な値が入力されたら、create コマンドを実行して、クラスターを起動することができ
ます。
$ pcluster create-cluster --cluster-name test-cluster --cluster-configuration clusterconfig.yaml
{
"cluster": {
"clusterName": "test-cluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/test-cluster/
abcdef0-f678-890a-5abc-021345abcdef",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
},
"validationMessages": []
}

クラスターの進行状況に従います。
$ pcluster describe-cluster --cluster-name test-cluster

または
$ pcluster list-clusters --query 'clusters[?clusterName==`test-cluster`]'

クラスターが "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE" ステータスになったら、通常の SSH クライ
アント設定を使用して接続できます。EC2 インスタンスに接続する方法の詳細については、「Amazon
EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「EC2 User
Guide」(EC2 ユーザーガイド) を参照してください。または、クラスターに接続することもできます。
$ pcluster ssh --cluster-name test-cluster -i ~/path/to/keyfile.pem

クラスターを削除するには、次のコマンドを実行します。
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$ pcluster delete-cluster --region us-east-1 --cluster-name test-cluster

クラスターを削除した後で、VPC 内のネットワークリソースを削除するには、 CloudFormation
ネットワークスタック。スタックの名前は「paralclusternetworking-」で始まり、
「YHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM を使用してスタックを一覧表示でき
ます。list-stacksコマンド。
$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \
--stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \
--query "StackSummaries[].StackName" | \
grep -e "parallelclusternetworking-"
"parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

スタックは、次のもので削除することができます。delete-stackコマンド。
$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \
--stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

その VPCpcluster configure (p. 117)あなたのために作りますじゃないで作成 CloudFormation ネッ
トワークスタック。その VPC は、コンソールで手動で削除するか、AWS CLI。
$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

ベストプラクティス
ベストプラクティスヘッドノードインスタンスタイプの選択
ヘッドノードはジョブを実行しませんが、その機能とサイジングは、クラスターの全体的なパフォーマン
スにとって重要です。ヘッドノードに使用するインスタンスタイプを選択するときは、次の項目を評価し
ます。
クラスターサイズ: ヘッドノードはいかなるジョブも実行しませんが、その機能とサイズはクラスターの
全体的なパフォーマンスにとって重要です。かなりの数のノードのクラスターをスケールアップまたはス
ケールダウンする必要がある場合、ヘッドノードの処理能力を向上させることを検討してください。
共有ファイルシステム: 共有ファイルシステムを使用してコンピューティングノードとヘッドノード間で
アーティファクトを共有する場合、マスターが NFS サーバーを公開しているノードであることを考慮して
ください。このため、ワークフローを処理するのに十分なネットワーク帯域幅と Amazon EBS の専用帯域
幅を持つインスタンスタイプを選択する必要があります。

ベストプラクティス: ネットワークパフォーマンス
ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) アプリケーションが期待通りの能力を発揮するためには、
ネットワークのパフォーマンスが重要です。ネットワークのパフォーマンスを最適化するために、以下の
3 つのベストプラクティスをお勧めします。
• プレイスメントグループ: クラスタープレイスメントグループは、単一のアベイラビリティーゾー
ン内のインスタンスを論理的にグループ化したものです。プレイスメントグループの詳細について
は、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド) の「placement groups」(プレイスメントグループ) を参照してください。Slurm を使用している場合
は、キューの Networking (p. 163) 設定に PlacementGroup (p. 164) を指定することで、各 Slurm
キューがクラスタープレイスメントグループを使用するように設定できます。
Networking:

18

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
ベストプラクティス
PlacementGroup:
Enabled: true
Id: your-placement-group-name

または、AWS ParallelCluster にプレースメントグループを作成させます。
Networking:
PlacementGroup:
Enabled: true

詳細については、「Networking (p. 163)」を参照してください。
• 拡張ネットワーキング: 拡張ネットワークをサポートするインスタンスタイプの選択を検討してくだ
さい。これは、すべての現行世代のインスタンスに適用されます。詳細については、「Amazon EC2
User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「enhanced
networking on Linux」(Linux での拡張ネットワーク) を参照してください。
• Elastic Fabric 高レベルのスケーラブルなインスタンス間通信をサポートするには、ネットワーク
に EFA ネットワークインターフェイスを選択することを検討してください。EFAのカスタムビル
ドのオペレーティングシステム（OS）バイパスハードウェアは、オンデマンドの弾力性と柔軟
性により、インスタンス間の通信を強化します。AWSクラウド。それぞれを設定できますSlurm
キューComputeResource (p. 166)を使用するにはEfa (p. 168)。EFAの使用方法の詳細について
は、AWS ParallelCluster「」を参照してください。Elastic Fabric Adapter (p. 93)。
ComputeResources:
- Name: your-compute-resource-name
Efa:
Enabled: true

EFA の詳細については、「」を参照してください。Elastic Fabric AdapterのLinux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド。
• インスタンス帯域幅: 帯域幅はインスタンスサイズに応じて拡大します。どの ID が最もニーズに合っ
ているかを選ぶには、「」を参照してください。Amazon EBS 最適化インスタンスを使用するそし
てAmazon EBS ボリュームの種類のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

ベストプラクティス:予算アラート
管理するAWS ParallelClusterリソースコスト、を使用することをお勧めしますAWS Budgets選択した予算
と定義された予算しきい値アラートを作成するためのアクションAWSリソースの使用料金を見積もるこ
とができます。詳細については、次を参照してください。予算アクションを設定するのAWS Budgetsユー
ザーガイド。また、Amazonを使用することもできます CloudWatch をクリックして請求アラームを作成
します。詳細については、「AWS 予想料金をモニタリングする請求アラームの作成」を参照してくださ
い。

ベストプラクティス:クラスタを新しいクラスタに移動するAWS
ParallelClusterマイナーバージョンまたはパッチバージョン
現在、それぞれAWS ParallelClusterマイナーバージョンはそのバージョンとともに自己完結型で
すpclusterCLI。クラスターを新しいマイナーバージョンまたはパッチバージョンに移動するには、新し
いバージョンの CLI を使用してクラスターを再作成する必要があります。
クラスターを新しいマイナーバージョンまたはパッチバージョンに移行するプロセスを最適化するには、
次のベストプラクティスを使用することをお勧めします。
• Amazon EFS や FSx for Lustre など、クラスター外で作成された外部ボリュームに個人データを保存し
ます。これにより、クラスター間でのデータの移行が容易になります。
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• 次のコマンドを使用して、以下のタイプの共有ストレージシステムを作成します。AWS CLIまたはAWS
Management Console:
• SharedStorage (p. 176) / EbsSettings (p. 178) / VolumeId (p. 180)
• SharedStorage (p. 176) / EfsSettings (p. 181) / FileSystemId (p. 182)
• SharedStorage (p. 176) / FsxLustreSettings (p. 182) / FileSystemId (p. 186)
それらを既存のファイルシステムとして新しいクラスタ構成に追加します。これにより、クラスターを
削除しても保持され、新しいクラスターにアタッチできます。
Amazon EFS または FSx for Lustre ファイルシステムを使用することをお勧めします。これは、複数の
クラスターに同時にアタッチでき、古いクラスターを削除する前に新しいクラスターにアタッチできる
ためです。
• を使用するカスタムブートストラップアクション (p. 62)カスタム AMI ではなくインスタンスをカス
タマイズします。これにより、新しいバージョンごとに新しいカスタム AMI を作成する必要がないた
め、作成プロセスが最適化されます。
• 推奨シーケンス。
1. 既存のファイルシステム定義を使用するように、既存のクラスタ構成を更新します。
2. の検証pclusterバージョンを更新し、必要に応じて更新します。
3. 新しいクラスターを作成してテストします。
• データが新しいクラスターで使用可能であることを確認します。
• アプリケーションが新しいクラスターで動作することを確認してください。
4. 新しいクラスターが完全にテストされ、動作していて、古いクラスターを使用しないことが確実な場
合は、削除します。

AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移動
カスタムブートストラップアクション
とAWS ParallelCluster3 の場合、ヘッドノードとコンピュートノードに異なるカスタムブートストラッ
プアクションスクリプトを指定できます。OnNodeStart(pre_installにAWS ParallelClusterバー
ジョン 2) とOnNodeConfigured(post_installにAWS ParallelClusterバージョン 2) のパラメー
タHeadNode (p. 148)そしてScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)セクション。詳細について
は、「カスタムブートストラップアクション (p. 62)」を参照してください。
用に開発されたカスタムブートストラップアクションスクリプトAWS ParallelCluster2 はで使用するため
に適応しなければならないAWS ParallelCluster3:
• 使用することは推奨されません/etc/parallelcluster/cfnconfigそしてcfn_node_typeヘッ
ドノードとコンピューティングノードを区別することができます。代わりに、2 つ
の異なるスクリプトを指定することをお勧めします。HeadNode (p. 148)そし
てScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)。
• ロードを続けたい場合/etc/parallelcluster/cfnconfigブートストラップアクションスクリプト
で使用するには、次の値を書き留めておきます。cfn_node_type「MasterServer」から「HeadNode」
に変更されました (参照:包括的言語 (p. 25)).
• OnAWS ParallelCluster2 では、ブートストラップアクションスクリプトの第 1 入力引数は、スクリプト
の S3 URL であり、予約されていました。AWS ParallelCluster 3 では、構成で設定された引数のみがス
クリプトに渡されます。

Warning
を通じて提供される内部変数を使用する/etc/parallelcluster/cfnconfigファイルは公式
にはサポートされていません。このファイルはfuture のリリースの一部として削除される可能性
があります。
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AWS ParallelCluster 2.x と 3.x では設定ファイルの構文が異なり
ます。
AWS ParallelCluster3.x の設定は YAML 構文を使用します。完全なリファレンスについては、「」を参照
してください。設定ファイル (p. 145)。
AWS ParallelCluster 3.x では、YAML ファイル形式の必須化に加えて、多くの設定セクション、設
定、パラメータ値が更新されました。このセクションでは、「」の主要な変更点に注意してくださ
い。AWS ParallelCluster設定とともに side-by-side の各バージョンにおけるこれらの違いを示す例AWS
ParallelCluster。
ハイパースレッディングを有効または無効にした場合の複数スケジューラキュー構成例
AWS ParallelCluster 2:
[cluster default]
queue_settings = ht-enabled, ht-disabled
...
[queue ht-enabled]
compute_resource_settings = ht-enabled-i1
disable_hyperthreading = false
[queue ht-disabled]
compute_resource_settings = ht-disabled-i1
disable_hyperthreading = true
[compute_resource ht-enabled-i1]
instance_type = c5n.18xlarge
[compute_resource ht-disabled-i1]
instance_type = c5.xlarge

AWS ParallelCluster 3:
...
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: ht-enabled
Networking:
SubnetIds:
- compute_subnet_id
ComputeResources:
- Name: ht-enabled-i1
DisableSimultaneousMultithreading: true
InstanceType: c5n.18xlarge
- Name: ht-disabled
Networking:
SubnetIds:
- compute_subnet_id
ComputeResources:
- Name: ht-disabled-i1
DisableSimultaneousMultithreading: false
InstanceType: c5.xlarge

新しい FSx for Lustre ファイルシステムの構成例
AWS ParallelCluster 2:
[cluster default]
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fsx_settings = fsx
...
[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
storage_capacity = 1200
imported_file_chunk_size = 1024
import_path = s3://bucket
export_path = s3://bucket/export_dir
weekly_maintenance_start_time = 3:02:30
deployment_type = PERSISTENT_1
data_compression_type = LZ4

AWS ParallelCluster 3:
...
SharedStorage:
- Name: fsx
MountDir: /shared-fsx
StorageType: FsxLustre
FsxLustreSettings:
StorageCapacity: 1200
ImportedFileChunkSize: 1024
ImportPath: s3://bucket
ExportPath: s3://bucket/export_dir
WeeklyMaintenanceStartTime: "3:02:30"
DeploymentType: PERSISTENT_1
DataCompressionType: LZ4

既存の FSx for Lustre ファイルシステムをマウントしたクラスター構成例
AWS ParallelCluster 2:
[cluster default]
fsx_settings = fsx
...
[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
fsx_fs_id = fsx_fs_id

AWS ParallelCluster 3:
...
SharedStorage:
- Name: fsx
MountDir: /shared-fsx
StorageType: FsxLustre
FsxLustreSettings:
FileSystemId: fsx_fs_id

インテル HPC プラットフォーム仕様ソフトウェアスタックを搭載したクラスターの例
AWS ParallelCluster 2:
[cluster default]
enable_intel_hpc_platform = true
...

AWS ParallelCluster 3:
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...
AdditionalPackages:
IntelSoftware:
IntelHpcPlatform: true

注記:
• インテル HPC プラットフォーム仕様ソフトウェアのインストールには、該当するインテルエンドユー
ザーライセンス契約。
インスタンスプロファイル、インスタンスロール、インスタンスの追加ポリシー、クラスターに関連する
Lambda 関数のロールなどのカスタム IAM 構成の例
AWS ParallelCluster 2:
[cluster default]
additional_iam_policies = arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3ReadOnlyAccess,arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
ec2_iam_role = ec2_iam_role
iam_lambda_role = lambda_iam_role
...

AWS ParallelCluster 3:
...
Iam:
Roles:
CustomLambdaResources: lambda_iam_role
HeadNode:
...
Iam:
InstanceRole: ec2_iam_role
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
...
Iam:
InstanceProfile: iam_instance_profile
- Name: queue2
...
Iam:
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
- Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

注記:
• を使用する場合AWS ParallelCluster2 の場合、IAM 設定はクラスターのすべてのインスタンスに適用さ
れ、additional_iam_policiesは、と組み合わせて使用することはできませんec2_iam_role。
• を使用する場合AWS ParallelCluster3 では、ヘッドノードとコンピューティングノードに異なる IAM 設
定をしたり、コンピューティングキューごとに異なる IAM 設定を指定することもできます。
• を使用する場合AWS ParallelCluster3 では、IAM ロールの代わりに、IAM インスタンスプロファイルを
使用できます。InstanceProfile,InstanceRoleまたはAdditionalIamPolicies一緒に構成する
ことはできません。
カスタムブートストラップアクションの例
AWS ParallelCluster 2:
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[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::bucket_name/*
pre_install = s3://bucket_name/scripts/pre_install.sh
pre_install_args = 'R curl wget'
post_install = s3://bucket_name/scripts/post_install.sh
post_install_args = "R curl wget"
...

AWS ParallelCluster 3:
...
HeadNode:
...
CustomActions:
OnNodeStart:
Script: s3://bucket_name/scripts/pre_install.sh
Args:
- R
- curl
- wget
OnNodeConfigured:
Script: s3://bucket_name/scripts/post_install.sh
Args: ['R', 'curl', 'wget']
Iam:
S3Access:
- BucketName: bucket_name
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
...
CustomActions:
OnNodeStart:
Script: s3://bucket_name/scripts/pre_install.sh
Args: ['R', 'curl', 'wget']
OnNodeConfigured:
Script: s3://bucket_name/scripts/post_install.sh
Args: ['R', 'curl', 'wget']
Iam:
S3Access:
- BucketName: bucket_name

S3 バケットのリソースに読み取りと書き込みのアクセスがあるクラスターの例
AWS ParallelCluster 2:
[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::bucket/read_only/*
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::bucket/read_and_write/*
...

AWS ParallelCluster 3:
...
HeadNode:
...
Iam:
S3Access:
- BucketName: bucket_name
KeyName: read_only/
EnableWriteAccess: False
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- BucketName: bucket_name
KeyName: read_and_write/
EnableWriteAccess: True
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
...
Iam:
S3Access:
- BucketName: bucket_name
KeyName: read_only/
EnableWriteAccess: False
- BucketName: bucket_name
KeyName: read_and_write/
EnableWriteAccess: True

包括的言語
AWS ParallelCluster3 は「マスター」が使用された場所で「ヘッドノード」という単語を使用しますAWS
ParallelCluster2. これには以下が含まれます。
• でエクスポートされた変数AWS Batchジョブ環境が変更されました:か
らMASTER_IPにPCLUSTER_HEAD_NODE_IP。
• すべてAWS CloudFormation出力がから変更されましたMaster*にHeadNode*。
• すべて NodeType タグがから変更されましたMasterにHeadNode。

スケジューラサポート
AWS ParallelCluster3.x は SGE (Son of Grid Engine) および Torque スケジューラをサポートしていませ
ん。
-AWS Batchコマンドawsbhosts,awsbkill,awsbout,awsbqueues,awsbstat, およびawsbsub別として
配布されるaws-parallelcluster-awsbatch-cliPyPi パッケージ。このパッケージは、ヘッドノー
ドの AWS ParallelCluster によってインストールされます。これでも使えよAWS Batchクラスタのヘッド
ノードからのコマンド。ただし、AWS Batchヘッドノード以外の場所からコマンドを実行する場合は、最
初にaws-parallelcluster-awsbatch-cliPyPi パッケージ。

AWS ParallelCluster CLI
-AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) が変更されました。新しい構文については、
を参照してください。AWS ParallelCluster CLI コマンド (p. 114)。CLI の出力形式は JSON 文字列で
す。
新しいクラスターを構成する
-pcluster configureコマンドには、のさまざまなパラメータが含まれています。AWS
ParallelCluster3 と比較するとAWS ParallelCluster2. 詳細については、「pcluster
configure (p. 117)」を参照してください。
また、設定ファイルの構文がから変更されていることにも注意してください。AWS ParallelCluster2. ク
ラスター構成設定の詳細リファレンスについては、「」を参照してください。クラスター設定ファイ
ル (p. 145)。
新しいクラスターを作成する
AWS ParallelCluster 2 の pcluster create コマンドが pcluster create-cluster (p. 117) コマ
ンドに変更されました。
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のデフォルトの動作に注意してください。AWS ParallelCluster2.x、なし-nwオプションは、クラスタ作成
イベントを待機することです。AWS ParallelCluster3.x コマンドは直ちに制御を戻します。クラスター作
成の進行状況は、pcluster describe-cluster (p. 122)。
AWS ParallelCluster 3 の設定ファイルには、1 つのクラスター定義が含まれているため、-t パラメータは
必要ありません。
設定ファイルの例を以下に示します。
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster create \
-r REGION \
-c V2_CONFIG_FILE \
-nw \
-t CLUSTER_TEMPLATE \
CLUSTER_NAME
# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster create-cluster \
--region REGION \
--cluster-configuration V3_CONFIG_FILE \
--cluster-name CLUSTER_NAME

クラスターの一覧表示
pcluster list AWS ParallelCluster 2.x コマンドを pcluster list-clusters (p. 136) コマンドに
変更する必要があります。
[Note:] (メモ:) お前が必要だAWS ParallelClusterの 2.x バージョンで作成されたクラスターをリストアップ
する v2 CLIAWS ParallelCluster。仮想環境を利用して複数のバージョンの AWS ParallelCluster をインス
トールする方法については、「仮想環境への AWS ParallelCluster のインストール (推奨) (p. 3)」を参
照してください。
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster list -r REGION
# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster list-clusters --region REGION

クラスターの起動と停止
pcluster start と pcluster stop AWS ParallelCluster 2.x のコマンドは、pcluster updatecompute-fleet (p. 143) コマンドに置き換える必要があります。
コンピューティングフリートの開始:
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster start \
-r REGION \
CLUSTER_NAME
# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
--region REGION \
--cluster-name CLUSTER_NAME \
--status START_REQUESTED
# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
--region REGION \
--cluster-name CLUSTER_NAME \
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--status ENABLED

コンピューティングフリートの停止:
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster stop \
-r REGION \
CLUSTER_NAME
# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
--region REGION \
--cluster-name CLUSTER_NAME \
--status STOP_REQUESTED
# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
--region REGION \
--cluster-name CLUSTER_NAME \
--status DISABLED

クラスターへの接続
pcluster ssh AWS ParallelCluster 2.x のコマンドでは、AWS ParallelCluster 3.x ではパラメータ名が異
なります。「pcluster ssh (p. 141)」を参照してください。
クラスターへの接続:
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster ssh \
-r REGION \
CLUSTER_NAME \
-i ~/.ssh/id_rsa
# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster ssh \
--region REGION \
--cluster-name CLUSTER_NAME \
-i ~/.ssh/id_rsa

IMDS 設定アップデート
バージョン 3.0.0 以降、AWS ParallelClusterデフォルトでは、ヘッドノードの IMDS（およびインスタンス
プロファイル認証情報）へのアクセスをスーパーユーザーのサブセットに制限するためのサポートが導入
されました。詳細については、Imds プロパティ (p. 157)を参照してください。

のサポート対象リージョンAWS ParallelClusterバー
ジョン 3
AWS ParallelClusterバージョン 3 は以下のバージョンで利用可能です。AWS リージョン:
リージョン名

リージョン

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

米国東部 (バージニア北部)

us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア)

us-west-1
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リージョン名

リージョン

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

アフリカ (ケープタウン)

af-south-1

アジアパシフィック (香港)

ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

Asia Pacific (Seoul)

ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

カナダ (中部)

ca-central-1

中国 (北京)

cn-north-1

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

欧州 (パリ)

eu-west-3

欧州 (ストックホルム)

eu-north-1

中東 (バーレーン)

me-south-1

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

AWS GovCloud (米国東部)

us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国西部)

us-gov-west-1

AWS ParallelCluster を使用する
トピック
• AWS ParallelCluster 3.x での AWS Identity and Access Management のロール (p. 29)
•
•
•
•

ネットワークの設定 (p. 52)
カスタムブートストラップアクション (p. 62)
Amazon S3 での使用 (p. 65)
スポットインスタンスの操作 (p. 65)

•
•
•
•
•

AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ (p. 67)
AWS ParallelClusterリソースとタグ付け (p. 89)
アマゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 91)
Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 92)
Elastic Fabric Adapter (p. 93)
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• Intel MPI を有効にする (p. 93)
• AWS ParallelCluster API (p. 94)
• NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 (p. 100)
• pcluster update-cluster を使用する (p. 101)
• AWS ParallelClusterAMI のカスタマイズ (p. 104)
• ODCR を使用してインスタンスを起動 (p. 106)
• AMI パッチ適用と EC2 インスタンスの置換 (p. 111)

AWS ParallelCluster 3.x での AWS Identity and
Access Management のロール
AWS ParallelCluster使用するAWS Identity and Access Managementに関連するアクセス許可を制御する
(IAM) ロールAWSにデプロイされたリソースAWSアカウント。AWS ParallelCluster では、2 種類の IAM
ロールを識別することができます。1 つは CLI コマンドを呼び出すユーザーが想定するもので、もう 1 つ
はクラスターで起動される EC2 インスタンスなどの AWS ParallelCluster リソースに関連するものです。
デフォルトでは、AWS ParallelCluster は、AWS ParallelCluster リソースが必要とする最小限のポリ
シーセットが設定された、必要なすべての IAM ロールの作成を行います。ただし、さまざまな AWS
ParallelCluster オペレーションを呼び出すユーザーは、必要なすべてのリソースを作成または変更するた
めの適切なレベルの権限を持っている必要があります。
トピック
• 既存の IAM ロールを AWS ParallelCluster で使用する (p. 29)
• AWS ParallelCluster ユーザーポリシーの例 (p. 29)
• IAM アクセス許可を制御する AWS ParallelCluster パラメータ (p. 43)

既存の IAM ロールを AWS ParallelCluster で使用する
クラスターの作成やカスタム EC2 イメージの構築時に、既存の IAM ロールを使用することができます。
一般的には、AWS ParallelCluster リソースやクラスターのユーザに付与される許可を完全にコントロール
するために、既存の IAM ロールを選択します。以下の例では、クラスター EC2 インスタンスに関連する
AWS ParallelCluster 機能の呼び出しと権限のカスタマイズの両方に必要な IAM ポリシーとロールを示し
ています。
どちらのポリシーでも、<REGION>、<AWS ACCOUNT ID> などの文字列を適切な値に置き換えます。

AWS ParallelCluster ユーザーポリシーの例
AWS ParallelCluster ユーザーロールは、AWS ParallelCluster CLI のユーザーが想定する IAM ロールを指
します。ポリシーをユーザーロールにアタッチします。
次のポリシーの例では、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれています。AWS GovCloud
(US) または AWS 中国パーティションで作業する場合は、ARN を変更する必要があります。具体的に
は、それらを「arn:aws」から「arn:」に変更する必要があります。aws-us-gov「のためのAWS GovCloud
(US)パーティションまたは「arn:aws-cn」AWS中国パーティション。詳細については、次を参照してくだ
さい。での Amazon リソースネーム (ARN)AWS GovCloud (US)リージョン()AWS GovCloud (US)ユーザー
ガイドそしての ARNAWS中国でのサービスにの使用開始AWS中国でのサービス。
トピック
• AWS ParallelCluster 機能の起動に必要なベースユーザーポリシー (p. 30)
• AWS Batch スケジューラを使用する際のユーザーポリシーの追加 (p. 33)
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• Amazon FSx for Lustre を使用する場合の追加のユーザーポリシー (p. 35)
• AWS ParallelCluster イメージ構築機能を使用するユーザーポリシー (p. 36)
• IAM リソースを管理するユーザーポリシー (p. 39)

AWS ParallelCluster 機能の起動に必要なベースユーザーポリシー
次のポリシーは、実行に必要なアクセス許可を示していますAWS ParallelClusterコマンド。を作成する必
要がありますIAM リソースのアクセス権限を管理するポリシー (p. 39)クラスター作成用。
ポリシーにリストされている最後のアクションは、クラスター構成で指定されたシークレッ
トを検証するためのものです。たとえば、AWS Secrets Managersecret は設定に使用され
ますDirectoryService (p. 192)統合。この場合、クラスターは、有効なシークレット
がPasswordSecretArn (p. 193)。このアクションを省略すると、シークレット検証はスキップされま
す。セキュリティ体制を改善するには、クラスター構成で指定されたシークレットのみを追加して、この
ポリシーステートメントの範囲を狭めることをお勧めします。

Note
クラスターで使用されているファイルシステムが、既存の Amazon EFS ファイルシステムだけで
ある場合は、Amazon EFS ポリシーステートメントの例を、で参照されている特定のファイルシ
ステムに絞り込むことができます。SharedStorageセクション (p. 176)クラスター設定ファイ
ルの。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:Describe*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Read"
},
{
"Action": [
"ec2:AllocateAddress",
"ec2:AssociateAddress",
"ec2:AttachNetworkInterface",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateFleet",
"ec2:CreateLaunchTemplate",
"ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateVolume",
"ec2:DeleteLaunchTemplate",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeletePlacementGroup",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteVolume",
"ec2:DisassociateAddress",
"ec2:ModifyLaunchTemplate",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:ModifyVolume",
"ec2:ModifyVolumeAttribute",
"ec2:ReleaseAddress",
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"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:RunInstances",
"ec2:TerminateInstances"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Write"

"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListTagsOfResource",
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:DeleteTable",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:TagResource"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDB"
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets",
"route53:ChangeTagsForResource",
"route53:CreateHostedZone",
"route53:DeleteHostedZone",
"route53:GetChange",
"route53:GetHostedZone",
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ListQueryLoggingConfigs"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "Route53HostedZones"
"Action": [
"cloudformation:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormation"
"Action": [
"cloudwatch:PutDashboard",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:DeleteDashboards",
"cloudwatch:GetDashboard"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudWatch"
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy",
"iam:GetInstanceProfile"
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},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/*",
"arn:aws:iam::aws:policy/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamRead"
"Action": [
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamInstanceProfile"
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"iam:PassedToService": [
"lambda.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com",
"spotfleet.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamPassRole"
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:GetFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:AddPermission",
"lambda:RemovePermission",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration",
"lambda:TagResource",
"lambda:ListTags",
"lambda:UntagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*",
"arn:aws:lambda:*:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Lambda"
"Action": [
"s3:*"
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},
{

},
{

},
{

},
{
NAME>",

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*",
"arn:aws:s3:::aws-parallelcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ResourcesBucket"
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*-aws-parallelcluster*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ParallelClusterReadOnly"
"Action": [
"elasticfilesystem:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticfilesystem:*:<AWS ACCOUNT ID>:*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "EFS"
"Action": [
"logs:DeleteLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:FilterLogEvents",
"logs:GetLogEvents",
"logs:CreateExportTask",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeExportTasks"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudWatchLogs"
"Action": "secretsmanager:DescribeSecret",
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:secret:<SECRET
"Effect": "Allow"

AWS Batch スケジューラを使用する際のユーザーポリシーの追加
を使用してクラスターを作成、管理する必要がある場合AWS Batchschedulerには、以下の追加ポリシーが
必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"iam:PassedToService": [
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}

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

]

"ecs-tasks.amazonaws.com",
"batch.amazonaws.com",
"codebuild.amazonaws.com"

},
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamPassRole"
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"batch.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:DeleteServiceLinkedRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/batch.amazonaws.com/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"codebuild:*"
],
"Resource": "arn:aws:codebuild:*:<AWS ACCOUNT ID>:project/pcluster-*",
"Effect": "Allow"
"Action": [
"ecr:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "ECR"
"Action": [
"batch:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "Batch"
"Action": [
"events:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "AmazonCloudWatchEvents"
"Action": [
"ecs:DescribeContainerInstances",
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}

]

}

"ecs:ListContainerInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "ECS"

Amazon FSx for Lustre を使用する場合の追加のユーザーポリシー
Amazon FSx for Lustre を使用してクラスターを作成、管理する必要がある場合は、以下の追加ポリシーが
必要です。

Note
クラスターで使用されているファイルシステムが、既存の Amazon FSx ファイルシステムだけで
ある場合は、Amazon FSx ポリシーステートメントの例を、で参照されている特定のファイルシ
ステムに絞り込むことができます。SharedStorageセクション (p. 176)クラスター設定ファイ
ルの。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"fsx.amazonaws.com",
"s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:DeleteServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"fsx:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:fsx:*:<AWS ACCOUNT ID>:*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
},
{
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/s3.datasource.lustre.fsx.amazonaws.com/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*",
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}

]

}

"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::<S3 NAME>",
"Effect": "Allow"

AWS ParallelCluster イメージ構築機能を使用するユーザーポリシー
AWS ParallelCluster を使用してカスタム EC2 イメージを作成しようとするユーザーは、以下の一連の許
可が必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DeregisterImage",
"ec2:DeleteSnapshot"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2"
},
{
"Action": [
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/ParallelClusterImage*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAM"
},
{
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"lambda.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMPassRole"
},
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"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DeleteLogGroup"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-*",
"arn:aws:logs:*:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/lambda/
ParallelClusterImage-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudWatch"
},
{
"Action": [
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:*:<AWS ACCOUNT ID>:stack/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormation"
},
{
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:AddPermission",
"lambda:RemovePermission",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:TagResource",
"lambda:ListTags",
"lambda:UntagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:<AWS ACCOUNT ID>:function:ParallelClusterImage-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Lambda"
},
{
"Action": [
"imagebuilder:Get*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "ImageBuilderGet"
},
{
"Action": [
"imagebuilder:CreateImage",
"imagebuilder:TagResource",
"imagebuilder:CreateImageRecipe",
"imagebuilder:CreateComponent",
"imagebuilder:CreateDistributionConfiguration",
"imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration",
"imagebuilder:DeleteImage",
"imagebuilder:DeleteComponent",
"imagebuilder:DeleteImageRecipe",
"imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration",
"imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration"
],
"Resource": [
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*",

"arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:image/parallelclusterimage-*",
"arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:image-recipe/parallelclusterimage-

"arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:component/parallelclusterimage-*",
"arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:distribution-configuration/
parallelclusterimage-*",
"arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "ImageBuilder"
},
{
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketVersions"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3Bucket"
},
{
"Action": [
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:TagResource",
"sns:CreateTopic",
"sns:Subscribe",
"sns:Publish",
"SNS:DeleteTopic",
"SNS:Unsubscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:<AWS ACCOUNT ID>:ParallelClusterImage-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "SNS"
},
{
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3Objects"
},
{
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "imagebuilder.amazonaws.com"
}
}
}
]
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}

IAM リソースを管理するユーザーポリシー
AWS ParallelCluster を使用してクラスターやカスタム AMI を作成する場合、さまざまな AWS
ParallelCluster コンポーネントに必要な一連の許可を付与するために、IAM ポリシーとロールを提供す
る必要があります。このような IAM リソースは、AWS ParallelCluster によって自動的に作成される場合
と、クラスターやカスタムイメージリソースを作成する際に入力する必要がある場合があります。
AWS ParallelCluster ユーザーに付与された追加の IAM ポリシーに基づいて、以下のユースケースを実現
することができます。
トピック
• 特権 IAM アクセスモード (p. 39)
• 制限付き IAM アクセスモード (p. 40)
• PermissionsBoundary モード (p. 41)

特権 IAM アクセスモード
このモードでは、AWS ParallelCluster が、必要な IAM リソースの作成を自動化します。IAM リソースの
作成を AWS ParallelCluster に委ねることの利点は、IAM ポリシーがクラスターリソースへのアクセスの
みを可能にするようにスコープダウンされることにあります。
Privileged IAM アクセスモードを有効にするには、以下のポリシーをAWS ParallelClusterユーザーロー
ル。

Note
設定した場合HeadNode (p. 148)/Iam (p. 155)/AdditionalPolicies (p. 156)また
はScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Iam (p. 172)/AdditionalPolicies (p. 173)パ
ラメータの場合は、次のポリシーに示すように、追加ポリシーごとにロールポリシーをアタッ
チおよびデタッチするユーザー権限を提供する必要があります。ロールポリシーのアタッチとデ
タッチの条件に、追加のポリシー ARN を追加します。

Warning
このモードでは、ユーザーはAWS アカウント の IAM 管理者権限を持つことができます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:TagRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamRole"
},
{
"Action": [
"iam:CreateRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
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},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Sid": "IamCreateRole"
"Action": [
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamInlinePolicy"

"Condition": {
"ArnLike": {
"iam:PolicyARN": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster/*",
"arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy",
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess",
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole",
"arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
]
}
},
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamPolicy"
}
]
}

制限付き IAM アクセスモード
AWS ParallelCluster ユーザーに追加の IAM ポリシーが付与されていない場合、クラスターやカスタムイ
メージの構築に必要な IAM ロールは、IAM 管理者が手動で作成し、リソース構成の一部として渡す必要が
あります。
クラスターを作成する際には、以下のパラメータが必要です。
• Iam (p. 189) / Roles (p. 190) / LambdaFunctionsRole (p. 190)
• HeadNode (p. 148) / Iam (p. 155) / InstanceRole (p. 155) | InstanceProfile (p. 155)
• Scheduling (p. 157) / SlurmQueues (p. 162) / Iam (p. 172) / InstanceRole (p. 173) |
InstanceProfile (p. 172)
カスタムイメージを構築する際には、以下のパラメータが必要です。
• Build (p. 197) / Iam (p. 198) / InstanceRole (p. 198) | InstanceProfile (p. 198)
• Build (p. 197) / Iam (p. 198) / CleanupLambdaRole (p. 198)
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上記のパラメータの一部として渡された IAM ロールは、/parallelcluster/ パスのプレフィックス上
に作成する必要があります。これが不可能な場合は、AWS ParallelCluster権限を付与するにはユーザーポ
リシーを更新する必要がありますiam:PassRole以下の例のように、特定のカスタムロールに対する権
限。
{

}

"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"iam:PassedToService": [
"ecs-tasks.amazonaws.com",
"lambda.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com",
"spotfleet.amazonaws.com",
"batch.amazonaws.com",
"codebuild.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
<list all custom IAM roles>
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamPassRole"

Warning
現在、このモードでは AWS Batch クラスターの管理はできません。これは、クラスター構成です
べての IAM ロールを渡すことができないためです。

PermissionsBoundary モード
このモードでは、IAM ロールの作成を AWS ParallelCluster に委任しますが、そのようなロールは
構成された IAM 権限の境界に拘束されます。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Permissions boundaries for IAM entities」(IAM エンティティの許可の境界) を参照してください。
以下のポリシーを AWS ParallelCluster ユーザーロールに追加する必要があります。
ポリシーで、置き換えてください<permissions-boundary-arn>許可の境界として強制する IAM ポリ
シーの ARN を備えた。

Warning
設定した場合HeadNode (p. 148)/Iam (p. 155)/AdditionalPolicies (p. 156)また
はScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Iam (p. 172)/AdditionalPolicies (p. 173)パ
ラメータの場合は、次のポリシーに示すように、追加ポリシーごとにロールポリシーをアタッ
チおよびデタッチするアクセス権限をユーザーに付与する必要があります。ロールポリシーのア
タッチとデタッチの条件に、追加のポリシー ARN を追加します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:TagRole"
],
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},
{

},
{

},
{

"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamRole"
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PermissionsBoundary": [
<permissions-boundary-arn>
]
}
},
"Action": [
"iam:CreateRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamCreateRole"
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PermissionsBoundary": [
<permissions-boundary-arn>
]
}
},
"Action": [
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamInlinePolicy"

"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PermissionsBoundary": [
<permissions-boundary-arn>
]
},
"ArnLike": {
"iam:PolicyARN": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster/*",
"arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy",
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess",
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole",
"arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder",
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
]
}
},
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]

}

}

"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamPolicy"

このモードを有効にすると、を使用してクラスターを作成/更新するときに、権限境界 ARN を指定する必
要がありますIam (p. 189)/PermissionsBoundary (p. 189)設定パラメータとカスタムイメージをビル
ドする場合Build (p. 197)/Iam (p. 198)/PermissionBoundary (p. 198)パラメータ。

IAM アクセス許可を制御する AWS ParallelCluster パラメータ
AWS ParallelCluster は、クラスター内やカスタム AMI の作成プロセスで使用される IAM ロールを制御・
カスタマイズするための一連の設定オプションを公開しています。
トピック
• クラスターの構成 (p. 43)
• カスタムイメージ構成 (p. 49)

クラスターの構成
トピック
• ヘッドノードの IAM ロール (p. 43)
• Amazon S3 アクセス (p. 47)
• 追加の IAM ポリシー (p. 47)
• AWS Lambdaファンクションロール (p. 48)
• コンピュートノードの IAM ロール (p. 48)
• アクセス許可の境界 (p. 49)

ヘッドノードの IAM ロール
HeadNode (p. 148) / Iam (p. 155) / InstanceRole (p. 155) | InstanceProfile (p. 155)
このオプションでは、クラスターのヘッドノードに割り当てられているデフォルトの IAM ロールを上書き
することができます。詳細については、「InstanceProfile (p. 155) リファレンス」を参照してくだ
さい。
スケジューラが Slurm の場合、このロールの一部として使用されるポリシーの最小セットを以下に示しま
す。
• arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy管理ポリシー。詳細については、次
を参照してください。で使用する IAM ロールとユーザーを作成する CloudWatch エージェント()アマゾ
ン CloudWatch ユーザーガイド。
• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore管理ポリシー。詳細については、
次を参照してください。AWS用の 管理ポリシーAWS Systems Manager()AWS Systems Managerユー
ザーガイド。
• 追加の IAM ポリシー:
{

43

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster 3.x での AWS Identity
and Access Management のロール
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*",
"arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*",
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/
parallelcluster-*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute"
}
},
"Action": "ec2:TerminateInstances",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ec2.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeInstanceAttribute"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
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},
{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:AttachVolume"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:SignalResource"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT
ID>:secret:<SECRET_ID>",
"Effect": "Allow"
}
]

}

万が一の場合に備えて注意してくださ
いScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Iam (p. 172)/InstanceRole (p. 173)はコン
ピューティング IAM ロールをオーバーライドするために使用されますが、上記で報告したヘッドノードポ
リシーでは、そのようなロールをResourceセクションのiam:PassRoleアクセス許可。
ここでは、スケジューラが AWS Batch である場合に、このロールの一部として使用されるポリシーの最
小セットを示します。
• arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy管理ポリシー。詳細については、次
を参照してください。で使用する IAM ロールとユーザーを作成する CloudWatch エージェント()アマゾ
ン CloudWatch ユーザーガイド。
• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore管理ポリシー。詳細については、
次を参照してください。AWS用の 管理ポリシーAWS Systems Manager()AWS Systems Managerユー
ザーガイド。
• 追加の IAM ポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": [
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},
{

},
{

},

},
{

"arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*",
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow"
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"batch.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"batch:DescribeJobQueues",
"batch:DescribeJobs",
"batch:ListJobs",
"batch:DescribeComputeEnvironments"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

"Action": [
"batch:SubmitJob",
"batch:TerminateJob",
"logs:GetLogEvents",
"ecs:ListContainerInstances",
"ecs:DescribeContainerInstances",
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/batch/job:logstream:PclusterJobDefinition*",
"arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:container-instance/AWSBatchPclusterComputeEnviron*",
"arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:cluster/AWSBatch-Pcluster*",
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-queue/PclusterJobQueue*",
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-definition/
PclusterJobDefinition*:*",
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeInstanceAttribute"

46

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster 3.x での AWS Identity
and Access Management のロール

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:AttachVolume"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:SignalResource"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT
ID>:secret:<SECRET_ID>",
"Effect": "Allow"
}
]

}

Amazon S3 アクセス
HeadNode (p. 148)/Iam (p. 155)/S3Access (p. 155)また
はScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/S3Access (p. 155)
この設定セクションでは、クラスターのヘッドノードまたはコンピューティングノードに関連する IAM
ロールに追加の Amazon S3 ポリシーを付与することで、Amazon S3 アクセスをカスタマイズするこ
とで、Amazon S3 アクセスをカスタマイズすることで、Amazon S3 アクセスをカスタマイズすること
で、Amazon S3 アクセスをカスタマイズすることができます。AWS ParallelCluster。詳細については、各
設定パラメータのリファレンスドキュメントを参照してください。
このパラメータは、AWS ParallelCluster ユーザーが 特権 IAM アクセスモード (p. 39) または
PermissionsBoundary モード (p. 41) に設定されている場合にのみ使用できます。

追加の IAM ポリシー
HeadNode (p. 148)/Iam (p. 155)/AdditionalIamPolicies (p. 156)また
はSlurmQueues (p. 162)/Iam (p. 172)/AdditionalIamPolicies (p. 173)
クラスターのヘッドノードまたはコンピューティングノードに関連する IAM ロールがによって作成され
た場合、そのロールに追加のマネージド IAM ポリシーを添付するには、このオプションを使用して、その
ロールに追加のマネージド IAM ポリシーを添付します。AWS ParallelCluster。

Warning
このオプションを使用するには、AWS ParallelClusterユーザー権限が付与されまし
たiam:AttachRolePolicyそしてiam:DetachRolePolicyアタッチする必要がある IAM ポリ
シーの権限。
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AWS Lambdaファンクションロール
Iam (p. 190) / Roles (p. 190) / LambdaFunctionsRole (p. 190)
このオプションは、すべてに割り当てられているロールをオーバーライドしますAWS Lambdaクラスター
の作成プロセスで使用される関数。AWS Lambdaは、その役割を担うことを許されたプリンシパルとして
設定する必要があります。
ここでは、このロールの一部として使用されるポリシーの最小セットを示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ChangeResourceRecordSets"
],
"Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": ["logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/lambda/pcluster-*"
},
{
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": "ec2:TerminateInstances",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute"
}
},
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketVersions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete",
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*"
]
}
]

コンピュートノードの IAM ロール
Scheduling (p. 157) / SlurmQueues (p. 162) / Iam (p. 172) / InstanceRole (p. 173) |
InstanceProfile (p. 172)
このオプションでは、クラスターのコンピューティングノードに割り当てられている IAM ロールを上書き
することができます。詳細については、「InstanceProfile (p. 172)」を参照してください。
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ここでは、このロールの一部として使用されるポリシーの最小セットを示します。
• arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy管理ポリシー。詳細については、次
を参照してください。で使用する IAM ロールとユーザーを作成する CloudWatchエージェント()アマゾ
ン CloudWatch ユーザーガイド。
• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore管理ポリシー。詳細については、
次を参照してください。AWS用の 管理ポリシーAWS Systems Manager()AWS Systems Managerユー
ザーガイド。
• 追加の IAM ポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:Query"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/
parallelcluster-*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "ec2:DescribeInstanceAttribute",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
}

アクセス許可の境界
Iam (p. 189) / PermissionsBoundary (p. 189)
このパラメータは、AWS ParallelCluster がクラスター展開の一部として作成されたすべての IAM ロール
に PermissionsBoundary として指定された IAM ポリシーを添付するように強制します。
このような機能を使用するために AWS ParallelCluster ユーザーが必要とするポリシーのリストについて
は、「PermissionsBoundary モード (p. 41)」を参照してください。

カスタムイメージ構成
トピック
• EC2 Image Builder のインスタンスロール (p. 49)
• AWS Lambdaクリーンアップロール (p. 50)
• 追加の IAM ポリシー (p. 52)
• アクセス許可の境界 (p. 52)

EC2 Image Builder のインスタンスロール
Build (p. 197) / Iam (p. 198) / InstanceRole (p. 198) | InstanceProfile (p. 198)
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このオプションでは、EC2 Image Builder で起動した EC2 インスタンスに割り当てられている IAM ロール
を上書きして、カスタム AMI を作成することができます。
ここでは、このロールの一部として使用されるポリシーの最小セットを示します。
• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore管理ポリシー。詳細については、
次を参照してください。AWS用の 管理ポリシーAWS Systems Manager()AWS Systems Managerユー
ザーガイド。
• arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder管理ポリシー。詳細につ
いては、次を参照してください。EC2InstanceProfileForImageBuilder政策()Image Builder ユー
ザーガイド。
• 追加の IAM ポリシー:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:ModifyImageAttribute"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:<REGION>::image/*",
"Effect": "Allow"
}
]

AWS Lambdaクリーンアップロール
Build (p. 197) / Iam (p. 198) / CleanupLambdaRole (p. 198)
このオプションは、カスタムイメージ構築プロセスで使用されるすべての AWS Lambda 機能に付随する
ロールをオーバーライドします。AWS Lambda は、そのロールを担うことができるプリンシパルとして設
定する必要があります。
ここでは、このロールの一部として使用されるポリシーの最小セットを示します。
• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole管理ポリシー。詳
細については、次を参照してください。AWSLambda 機能管理ポリシー()AWS Lambdaデベロッパーガ
イド。
• 追加の IAM ポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"iam:DeleteInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
],
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"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/

*",
},
{

"Effect": "Allow"

"Action": "imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration",
"Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:infrastructureconfiguration/parallelclusterimage-*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"imagebuilder:DeleteComponent"
],
"Resource": [
"arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:component/
parallelclusterimage-*/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "imagebuilder:DeleteImageRecipe",
"Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:image-recipe/
parallelclusterimage-*/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration",
"Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:distributionconfiguration/parallelclusterimage-*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"imagebuilder:DeleteImage",
"imagebuilder:GetImage",
"imagebuilder:CancelImageCreation"
],
"Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:image/
parallelclusterimage-*/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "cloudformation:DeleteStack",
"Resource": "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/*/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:<REGION>::image/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "tag:TagResources",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:RemovePermission"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT
ID>:function:ParallelClusterImage-*",
"Effect": "Allow"
},
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{

"Action": "logs:DeleteLogGroup",
"Resource": "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/lambda/
ParallelClusterImage-*:*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"SNS:GetTopicAttributes",
"SNS:DeleteTopic",
"SNS:GetSubscriptionAttributes",
"SNS:Unsubscribe"
],
"Resource": "arn:aws:sns:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:ParallelClusterImage-*",
"Effect": "Allow"
}
]
}

追加の IAM ポリシー
Build (p. 197) / Iam (p. 198) / AdditionalIamPolicies (p. 198)
このオプションを使用して、EC2 Image Builder がカスタム AMI を生成するために使用する EC2 インス
タンスに関連付けられたロールに、追加のマネージド IAM ポリシーを添付するために、追加のマネージド
IAM ポリシーを添付します。

Warning
このオプションを使用するには、AWS ParallelClusterユーザー権限が付与されまし
たiam:AttachRolePolicyそしてiam:DetachRolePolicyアタッチする必要がある IAM ポリ
シーの権限。

アクセス許可の境界
Build (p. 197) / Iam (p. 198) / PermissionsBoundary (p. 198)
このパラメータは、AWS ParallelCluster がカスタム AMI ビルドの一部として作成されるすべての IAM
ロールに PermissionsBoundary として指定された IAM ポリシーを添付するように強制します。
このような機能を使用するために必要となるポリシーのリストについては、「PermissionsBoundary
モード (p. 41)」を参照してください。

ネットワークの設定
AWS ParallelCluster では、ネットワークに Amazon Virtual Private Cloud (VPC) を使用します。VPC は、
クラスターをデプロイすることができる柔軟で設定可能なネットワーキングプラットフォームを提供しま
す。
VPC では、DNS Resolution = yes、DNS Hostnames = yes および DHCP オプションがリージョ
ンに対して正しいドメイン名を持つ必要があります。デフォルトの DHCP オプションセットでは、必要
ながすでに指定されています。AmazonProvidedDNS。複数のドメインネームサーバーを指定する場合
は、「Amazon VPC User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「DHCP options sets」(DHCP オプ
ションセット) を参照してください。
AWS ParallelCluster では、次の高レベル設定がサポートされています。
• ヘッドノードとコンピューティングノードの両方に 1 つのサブネット。
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• 1 つのパブリックサブネットにヘッドノードを持ち、プライベートサブネットにコンピューティング
ノードを持つ 2 つのサブネット。サブネットは新規でも既存でもかまいません。
これらの設定はすべて、パブリック IP アドレス指定の有無にかかわらず動作できます。また、AWS
ParallelCluster は、すべての AWS リクエストに HTTP プロキシを利用するようにデプロイすることもで
きます。これらの設定を組み合わせることで、さまざまなデプロイシナリオにつながります。例えば、イ
ンターネットですべてのアクセスが可能な単一のパブリックサブネットを設定することができます。また
は、AWS Direct Connect と HTTP プロキシを使用して、すべてのトラフィックに対応する完全なプライ
ベートネットワークを構成することもできます。
から始まるAWS ParallelCluster3.0.0 では、異なる設定を行うこともできま
すSecurityGroups,AdditionalSecurityGroupsそしてPlacementGroup各キューの設
定。詳細については、次を参照してください。HeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)そ
してSlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)そし
てAwsBatchQueues (p. 159)/Networking (p. 160)。
ネットワークのシナリオのいくつかについては、以下のアーキテクチャ図を参照してください。
トピック
• 単一パブリックサブネット内の AWS ParallelCluster (p. 53)
• 2 つのサブネットを使用する AWS ParallelCluster (p. 55)
• AWS Direct Connect を使用して接続された単一プライベートサブネット内の AWS
ParallelCluster (p. 56)
• AWS ParallelCluster と AWS Batch のスケジューラ (p. 56)
• AWS ParallelClusterインターネットアクセスがない単一サブネット (p. 58)

単一パブリックサブネット内の AWS ParallelCluster

このアーキテクチャの設定には、次の設定が必要です。
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# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
...
Networking:
SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway
#ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- ...
Networking:
SubnetIds:
- subnet-12345678 # subnet with internet gateway
#AssignPublicIp: true

この構成では、インターネットにアクセスするために、クラスターのすべてのインスタンスにパブリック
IP を割り当てる必要があります。これを達成するには、次の操作を行います。
• で使用するサブネットの「Enable auto-assign public IPv4 address」(パブリック IPv4 アドレスの自動
割り当てを有効にする) 設定をオンにして、ヘッドノードにパブリック IP アドレスが割り当てられて
いることを確認してください。HeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/SubnetId (p. 150)また
は、Elastic IP をHeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/ElasticIp (p. 150)。
• で使用されるサブネットの [パブリック IPv4 アドレスの自動割り当てを有効にする] 設定をオ
ンにして、コンピュートノードにパブリック IP アドレスが割り当てられていることを確認しま
す。Scheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/SubnetIds (p. 164)ま
たは設定してAssignPublicIp (p. 164): true
inScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)。
• p4d インスタンスタイプ、または複数のネットワークインターフェイス、またはネットワー
クインターフェイスカードを持つ別のインスタンスタイプをヘッドノードに定義する場合
は、HeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/ElasticIp (p. 150)にtrueパブリックアクセスを
提供します。AWSパブリック IP は、単一のネットワークインターフェイスで起動されたインスタンス
にのみ割り当てることができます。この場合は、NAT ゲートウェイクラスターのコンピューティング
ノードへのパブリックアクセスを提供します。IP アドレスについては、「」を参照してください。イン
スタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当てのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド。
• p4d インスタンスタイプや、複数のネットワークインターフェースを持つ別のインスタンスタイプ、
またはコンピュートノードに対するネットワークインターフェースカードを定義することはできませ
ん。AWSパブリック IP は、単一のネットワークインターフェイスで起動されたインスタンスにのみ割
り当てることができます。IP アドレスについては、「」を参照してください。インスタンス起動時のパ
ブリック IPv4 アドレスの割り当てのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
詳細については、「Amazon VPC User Guide」(インターネットアクセスを有効にする) を参照してくださ
い。」の「Enabling internet access」(インターネットアクセスを有効にする)を参照してください。
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2 つのサブネットを使用する AWS ParallelCluster

コンピューティングインスタンス用に既存のプライベートサブネットを使用するための構成には、次の設
定が必要です。
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
...
Networking:
SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway
#ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- ...
Networking:
SubnetIds:
- subnet-23456789 # subnet with NAT gateway
#AssignPublicIp: false

この構成では、クラスターのヘッドノードのみがパブリック IP を割り当てる必要があります。これは、
で使用されるサブネットの [パブリック IPv4 アドレスの自動割り当てを有効にする] 設定をオンにするこ
とで実現できます。HeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/SubnetId (p. 150)または、Elastic IP
をHeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/ElasticIp (p. 150)。
p4d インスタンスタイプ、または複数のネットワークインターフェイス、またはネットワー
クインターフェイスカードを持つ別のインスタンスタイプをヘッドノードに定義する場合
は、HeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/ElasticIp (p. 150)にtrueパブリックアクセスを提
供します。AWSパブリック IP は、単一のネットワークインターフェイスで起動されたインスタンスにの
み割り当てることができます。IP アドレスについては、「」を参照してください。インスタンス起動時の
パブリック IPv4 アドレスの割り当てのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
この構成では、キューで使用するサブネットに NAT ゲートウェイまたは内部プロキシを設置し、コン
ピューティングインスタンスにインターネットアクセスを与える必要があります。
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AWS Direct Connect を使用して接続された単一プライベートサ
ブネット内の AWS ParallelCluster

このアーキテクチャの設定には、次の設定が必要です。
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
...
Networking:
SubnetId: subnet-34567890 # subnet with proxy
Proxy:
HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
Ssh:
KeyName: ec2-key-name
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- ...
Networking:
SubnetIds:
- subnet-34567890 # subnet with proxy
AssignPublicIp: false
Proxy:
HttpProxyAddress: http://proxy-address:port

メトリッ
クScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/AssignPublicIp (p. 164)は、
に設定されます。falseでは、すべてのトラフィックにプロキシを使用するようにサブネットを正しく設
定する必要があります。ウェブアクセスはヘッドノードとコンピューティングノードの両方に必要です。

AWS ParallelCluster と AWS Batch のスケジューラ
awsbatch をスケジューラタイプとして使用すると、AWS ParallelCluster によって、AWS Batch マネー
ジドのコンピューティング環境が作成されます。-AWS Batch環境は Amazon Elastic Container Service
(Amazon ECS) コンテナインスタンスを管理します これらのインスタンスは、で設定されたサブネット
で起動されます。AwsBatchQueues (p. 159)/Networking (p. 160)/SubnetIds (p. 160)パラメー
タ。AWS Batch が正しく機能するためには、Amazon ECS コンテナインスタンスは Amazon ECS サービ
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スエンドポイントと通信するために外部ネットワークアクセスを必要とします。これは以下のシナリオに
変換されます。
• キューに指定されているサブネット ID はNAT ゲートウェイインターネットにアクセスする この手法を
お勧めします。
• キューサブネットで起動したインスタンスは、パブリック IP アドレスを持ち、インターネットゲート
ウェイを介してインターネットに接続できます。
さらに、マルチノード並列ジョブ (AWS Batch ドキュメントより) に興味がある場合は以下を参照してくだ
さい。
AWS Batchマルチノードのparallel ジョブでは Amazon ECS を使用するawsvpcネットワークモード これ
により、マルチノードのparallel ジョブコンテナに Amazon EC2 インスタンスと同じネットワークプロパ
ティが与えられます。各マルチノードの並列ジョブコンテナは、独自の Elastic Network Interface、プライ
マリプライベート IP アドレス、および内部の DNS ホスト名を取得します。ネットワークインターフェイ
スは、ホストコンピューティングリソースと同じ VPC サブネットで作成されます。コンピューティングリ
ソースに適用されるすべてのセキュリティグループも同じく適用されます。
Amazon ECS タスクネットワークを使用している場合、awsvpc ネットワークモードは、Amazon EC2 起
動タイプを使用するタスクにはパブリック IP アドレスを使用する Elastic Network Interface を提供しませ
ん。Amazon EC2 起動タイプを使用するタスクでインターネットにアクセスするには、NAT ゲートウェイ
を使用するよう設定されたプライベートサブネットでタスクを起動する必要があります。
設定する必要がありますNAT ゲートウェイクラスターが複数ノードのparallel ジョブを実行できるように
する

これまでの設定や注意点は、すべて AWS Batch にも有効です。の例を次に示します。AWS Batchネット
ワーク設定
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
...
Networking:
SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy
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#ElasticIp: true | false | eip-12345678
#Proxy:
#HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
Ssh:
KeyName: ec2-key-name
Scheduling:
Scheduler: awsbatch
AwsBatchQueues:
- ...
Networking:
SubnetIds:
- subnet-23456789 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy
#AssignPublicIp: true | false

左Scheduling (p. 157)/AwsBatchQueues (p. 159)/Networking (p. 160)セクションで
は、SubnetIds (p. 160)はリストタイプですが、現在は 1 つのサブネットしかサポートしていません。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• AWS Batch マネージド型のコンピューティング環境
• AWS Batch マルチノードの並列ジョブ
• awsvpc ネットワークモードによる Amazon ECS タスクネットワーキング

AWS ParallelClusterインターネットアクセスがない単一サブネッ
ト

インターネットにアクセスできないサブネットは、インターネットへのインバウンド接続またはアウト
バウンド接続を許可しません。このAWS ParallelCluster構成は、セキュリティに関心のあるお客様のセ
キュリティをさらに強化するのに役立ちますAWS ParallelClusterリソースの使用料金を見積もることがで
きます。AWS ParallelClusterノードは以下から構築されますAWS ParallelClusterインターネットにアク
セスできないクラスターを実行するために必要なすべてのソフトウェアを含む AMI。この方法で、AWS
ParallelClusterは、インターネットアクセスがないノードを使用してクラスターを作成して管理できます。
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このセクションでは、クラスターの構成方法について説明します。また、インターネットにアクセスせず
にクラスターを実行する際の制限についても学習します。
VPC エンドポイントの設定
クラスタが適切に機能することを保証するには、クラスタノードが多数のクラスタと対話できる必要があ
りますAWS[サービス]。
以下を作成して設定します。VPC エンドポイントクラスタノードがAWSインターネットにアクセスできな
いサービス:
Commercial and AWS GovCloud (US) partitions
サービス

サービス名

タイプ

アマゾン CloudWatch

com.amazonaws.#####
IDlogs

インターフェイス

AWS CloudFormation

com.amazonaws.#####
IDcloudformation

インターフェイス

Amazon EC2

com.amazonaws.##### IDec2

インターフェイス

Amazon S3

com.amazonaws.##### IDS3

ゲートウェイ

Amazon DynamoDB

com.amazonaws.#####
IDdynamodb

ゲートウェイ

AWS Secrets Manager**

com.amazonaws.#####
IDsecretsmanager

インターフェイス

サービス

サービス名

タイプ

アマゾン CloudWatch

com.amazonaws.#####
IDlogs

インターフェイス

AWS CloudFormation

cn.com.amazonaws。#####
IDcloudformation

インターフェイス

Amazon EC2

cn.com.amazonaws。#####
IDec2

インターフェイス

Amazon S3

com.amazonaws.##### IDS3

ゲートウェイ

Amazon DynamoDB

com.amazonaws.#####
IDdynamodb

ゲートウェイ

AWS Secrets Manager**

com.amazonaws.#####
IDsecretsmanager

インターフェイス

China partition

** このエンドポイントは、DirectoryService (p. 193)は有効、そうでない場合はオプションです。
VPC 内のすべてのインスタンスには、エンドポイントと通信するための適切
なセキュリティグループが必要です。これを行うには、セキュリティグルー
プをAdditionalSecurityGroups (p. 150)でHeadNode (p. 148)そし
てAdditionalSecurityGroups (p. 164)でSlurmQueues (p. 162)構成。たとえば、セキュリ
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ティグループを明示的に指定せずに VPC エンドポイントを作成すると、エンドポイントに関連付け
られているデフォルトのセキュリティグループです。デフォルトのセキュリティグループをに追加す
るAdditionalSecurityGroupsでは、クラスタとエンドポイント間の通信を有効にします。

Note
IAM ポリシーを使用して VPC エンドポイントへのアクセスを制限する場合、Amazon S3 VPC エ
ンドポイントに以下を追加する必要があります。
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal: "*"
Action:
- "s3:PutObject"
Resource:
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::cloudformation-waitcondition${AWS::Region}/*"

Route 53 を無効にして EC2 ホスト名を使用する
Slurm クラスターを作成する場合は、AWS ParallelClusterカスタムコンピュートノードのホスト名を解決
するために使用されるプライベート Route 53 ホストゾーンを作成します。{queue_name}-{st|dy}{compute_resource}-{N}。Route 53 は VPC エンドポイントをサポートしていないため、この機能は
無効にする必要があります。また、AWS ParallelClusterは、次のようなデフォルトの EC2 ホスト名を使用
するように設定する必要があります。ip-1-2-3-4。クラスター構成に次の設定を適用します。
...
Scheduling:
...
SlurmSettings:
Dns:
DisableManagedDns: true
UseEc2Hostnames: true

Warning
で作成されたクラスターの場
合SlurmSettings (p. 174)/Dns (p. 175)/DisableManagedDns (p. 175)そし
てUseEc2Hostnames (p. 176)に設定するtrue、スラームNodeNameは DNS によって解決され
ません。スラムを使うNodeHostName代わりに。

Note
メトリックUseEc2Hostnamesは、 に設定されます。trueでは、Slurm 設定ファイルはAWS
ParallelCluster prologそしてepilogスクリプティング:
• prolog実行してノード情報を追加します/etc/hosts各ジョブが割り当てられたときに計算
ノードで。
• epilogによって書かれた内容をクリーンアップするために走るprolog。
カスタムを追加するにはprologまたはepilogのスクリプト、/opt/slurm/etc/pcluster/
prolog.d/または/opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/フォルダに追加します。
クラスターの構成
インターネットに接続されていないサブネットで実行するようにクラスターを構成する方法を学びます。
このアーキテクチャの設定には、次の設定が必要です。
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# Note that all values are only provided as examples
...
HeadNode:
...
Networking:
SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC endpoints
AdditionalSecurityGroups:
- sg-abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the communication
between the cluster and the VPC endpoints
Scheduling:
Scheduler: slurm # Cluster in a subnet without internet access is supported only when the
scheduler is Slurm.
SlurmSettings:
Dns:
DisableManagedDns: true
UseEc2Hostnames: true
SlurmQueues:
- ...
Networking:
SubnetIds:
- subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC endpoints
attached
AdditionalSecurityGroups:
- sg-1abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
communication between the cluster and the VPC endpoints

• SubnetId(s) (p. 150): インターネットにアクセスできないサブネット。
間の通信を可能にするにはAWS ParallelClusterそしてAWSサービスでは、サブネットの VPC に VPC エ
ンドポイントがアタッチされている必要があります。クラスターを作成する前に、次のことを確認しま
す。パブリック IPv4 アドレスの自動割り当てが無効にするサブネット内で、pclusterコマンドはクラ
スタにアクセスできます。
• AdditionalSecurityGroups (p. 150): クラスターと VPC エンドポイント間の通信を可能にするセ
キュリティグループ。
オプション:
• セキュリティグループを明示的に指定せずに VPC エンドポイントを作成すると、VPC のデフォル
トのセキュリティグループが関連付けられます。したがって、デフォルトのセキュリティグループ
をAdditionalSecurityGroups。
• クラスターや VPC エンドポイントの作成時にカスタムセキュリティグループを使用する場
合、AdditionalSecurityGroupsカスタムセキュリティグループがクラスターと VPC エンドポイ
ント間の通信を有効にしている限り、は不要です。
• Scheduler (p. 159): クラスターのスケジューラです。
slurmのみが有効な値です。Slurm スケジューラーだけが、インターネットにアクセスできないサブ
ネット内のクラスターをサポートします。
• SlurmSettings (p. 174): Slurm の設定。
前のセクションを参照してくださいRoute53 を無効にして EC2 ホスト名を使用する。
機能制限
• SSH または NICE DCV 経由でヘッドノードに接続する: クラスターに接続するときは、接続のクライ
アントがプライベート IP アドレスを介してクラスターのヘッドノードに到達できることを確認して
ください。クライアントがヘッドノードと同じ VPC にない場合は、VPC のパブリックサブネットで
プロキシインスタンスを使用します。この要件は SSH 接続と DCV 接続の両方に適用されます。サブ
ネットがインターネットにアクセスできない場合、ヘッドノードのパブリックIPにはアクセスできませ
ん。-pcluster sshそしてdcv-connectコマンドは、パブリック IP が存在する場合、またはプライ
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ベート IP を使用します。クラスターを作成する前に、次のことを確認します。パブリック IPv4 アドレ
スの自動割り当てが無効にするサブネット内で、pclusterコマンドはクラスタにアクセスできます。
次の例は、クラスターのヘッドノードで実行されている DCV セッションに接続する方法を示してい
ます。プロキシ EC2 インスタンスを介して接続します。インスタンスは、お使いの PC の NICE DCV
サーバーとして、またプライベートサブネットのヘッドノードのクライアントとして機能します。
パブリックサブネットのプロキシインスタンスを介して DCV 経由でConnect します。
1.

クラスターのサブネットと同じ VPC にあるパブリックサブネットに EC2 インスタンスを作成しま
す。

2.

NICE DCV クライアントとサーバーが EC2 インスタンスにインストールされていることを確認しま
す。

3.

のアタッチAWS ParallelClusterプロキシ EC2 インスタンスに対するユーザーポリシー。詳細につい
ては、「AWS ParallelCluster ユーザーポリシーの例 (p. 29)」を参照してください。

4.

インストールAWS ParallelClusterプロキシ EC2 インスタンスで。

5.

DCV 経由でプロキシ EC2 インスタンスConnect。

6.

を使用するpcluster dcv-connectコマンドをプロキシインスタンスで実行し、インターネット
にアクセスせずにサブネット内のクラスターに接続します。

• その他のAWSサービス: によって厳格に要求されるサービスのみAWS ParallelCluster上記のとおりで
す。クラスターが他のサービスとやり取りする必要がある場合は、対応する VPC エンドポイントを作成
します。

カスタムブートストラップアクション
AWS ParallelClusterたとえば、ノードの開始直後に任意のコードを実行でき
る。HeadNode (p. 148)/CustomActions (p. 154)/OnNodeStart (p. 154)、またはノード構成が正し
く完了した場合、たとえ
ばHeadNode (p. 148)/CustomActions (p. 154)/OnNodeConfigured (p. 154)。通常、このコード
は Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存され、HTTPS 接続でアクセスされます。コードは
root として実行され、クラスターのオペレーティングシステムでサポートされている任意のスクリプト
言語で実行できます。多くの場合、コードは Bash か Python で書かれています。
OnNodeStart アクションは、NAT、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、スケジューラの設定な
ど、ノードデプロイのブートストラップアクションが開始される前に呼び出されます。OnNodeStart の
ブートストラップアクションには、ストレージの変更、その他のユーザーの追加、パッケージの追加など
があります。
OnNodeConfigured アクションは、ノードのブートストラップ・プロセスが完了した後に呼び出されま
す。OnNodeConfigured アクションは、インスタンスが完全に構成され、完了したとみなされる前の最
後のアクションです。一般的な OnNodeConfigured のアクションには、スケジューラ設定の変更、スト
レージやパッケージの変更などがあります。設定時に引数を指定することで、スクリプトに引数を渡すこ
とができます。
カスタムアクションが失敗すると、インスタンスのブートストラップも失敗します。成功すると、終了
コード 0 で通知されます。それ以外の終了コードは、インスタンスのブートストラップが失敗したことを
示します。
ヘッドノードとキューごとに異なるスクリプトを指定でき
ます。HeadNode (p. 148)/CustomActions (p. 154)そし
てScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/CustomActions (p. 171)設定セクション。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 3.0 以前は、ヘッドノードとコンピューティングノードに異
なるスクリプトを指定することはできませんでした。「AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移
動 (p. 20)」を参照してください。
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設定
定義には、次の構成設定が使用されま
す。HeadNode (p. 148)/CustomActions (p. 154)/OnNodeStart (p. 154)
&OnNodeConfigured (p. 154)そし
てScheduling (p. 157)/CustomActions (p. 171)/OnNodeStart (p. 171)
&OnNodeConfigured (p. 172)アクションと引数。
HeadNode:
[...]
CustomActions:
OnNodeStart:
# Script URL. This is run before any of the bootstrap scripts are run
Script: s3://bucket-name/on-node-start.sh
Args:
- arg1
- arg2
OnNodeConfigured:
# Script URL. This is run after all the bootstrap scripts are run
Script: s3://bucket-name/on-node-configured.sh
Args:
- arg1
- arg2
# Bucket permissions
Iam:
S3Access:
- BucketName: bucket_name
EnableWriteAccess: false
Scheduling:
Scheduler: slurm
[...]
SlurmQueues:
- Name: queue1
[...]
CustomActions:
OnNodeStart:
Script: s3://bucket-name/on-node-start.sh
Args:
- arg1
- arg2
OnNodeConfigured:
Script: s3://bucket-name/on-node-configured.sh
Args:
- arg1
- arg2
Iam:
S3Access:
- BucketName: bucket_name
EnableWriteAccess: false

引数

Note
AWS ParallelCluster 2.x では $1 引数は予約されたもので、カスタムスクリプトの URL を保存す
るためのものでした。AWS ParallelCluster 2.x で作成したカスタムブートストラップスクリプト
を AWS ParallelCluster 3.x で再利用したい場合は、引数のシフトを考慮して適合させる必要があ
ります。「AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移動 (p. 20)」を参照してください。
例
次の手順では、ノードの設定後に実行される簡単なスクリプトを作成し、クラスターのノードに R, curl
および wget パッケージをインストールします。
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1. [Create a script].(スクリプトを作成します)。
#!/bin/bash
echo "The script has $# arguments"
for arg in "$@"
do
echo "arg: ${arg}"
done
yum -y install "${@:1}"

2. Amazon S3 に正しいアクセス許可でスクリプトをアップロードしてください。パブリック読み
取り権限が適切でない場合は、HeadNode (p. 148)/Iam (p. 155)/S3Access (p. 155)そし
てScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)設定セクション。詳細については、「Amazon S3
での使用 (p. 65)」を参照してください。
$ aws s3 cp --acl public-read /path/to/myscript.sh s3://<bucket-name>/myscript.sh

Important
スクリプトが Windows で編集された場合、スクリプトを Amazon S3 にアップロードする前
に、行末を CRLF から LF に変更する必要があります。
3. 新しい OnNodeConfigured アクションを含むように AWS ParallelCluster 構成を更新します。
CustomActions:
OnNodeConfigured:
Script: https://<bucket-name>.s3.<region>.amazonaws.com/myscript.sh
Args:
- "R"
- "curl"
- "wget"

バケットにパブリック読み取りのアクセス許可がない場合は、URL プロトコルとして s3 を使用しま
す。
CustomActions:
OnNodeConfigured:
Script: s3://<bucket-name>/myscript.sh
Args:
- "R"
- "curl"
- "wget"

4. クラスターを起動します。
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster \
--region <region> --cluster-configuration config-file.yaml

5. 出力の検証
$ less /var/log/cfn-init.log
2021-09-03 10:43:54,588 [DEBUG] Command run
postinstall output: The script has 3 arguments
arg: R
arg: curl
arg: wget
Loaded plugins: dkms-build-requires, priorities, update-motd, upgrade-helper
Package R-3.4.1-1.52.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package curl-7.61.1-7.91.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.18-4.29.amzn1.x86_64 already installed and latest version
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Amazon S3 での使用
設定可能AWS ParallelCluster経由で Amazon S3 へのアクセ
スHeadNode (p. 148)/Iam (p. 155)/S3Access (p. 155)そし
てScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Name (p. 163)/Iam (p. 172)/S3Access (p. 173)内のパラメータAWS ParallelClusterの設定

例
次の例では、のすべてのオブジェクトに対する読み取り専用アクセスを設定します。firstbucket/
read_only/内のすべてのオブジェクトへの読み取り/書き込みアクセス権secondbucket/
read_and_write/。
...
HeadNode:
...
Iam:
S3Access:
- BucketName: firstbucket
KeyName: read_only/*
EnableWriteAccess: false
- BucketName: secondbucket
KeyName: read_and_write/*
EnableWriteAccess: true
...

次の例では、フォルダ内のすべてのオブジェクトに対する読み取り専用アクセスを設定しま
す。read_only/アカウント内の任意のバケット (*) 内。
...
HeadNode:
...
Iam:
S3Access:
- BucketName: *
KeyName: read_only/*
EnableWriteAccess: false
...

最後の例では、アカウント内のすべてのバケットとオブジェクトへの read_only アクセスを設定します。
...
HeadNode:
...
Iam:
S3Access:
- BucketName: *
...

スポットインスタンスの操作
AWS ParallelClusterを設定している場合、スポットインスタンスを
使用しますSlurmQueues (p. 162)/CapacityType (p. 163)また
はAwsBatchQueues (p. 159)/CapacityType (p. 160)にSPOTクラスター設定ファイルにありま
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す。スポットインスタンスはオンデマンドインスタンスよりも費用対効果が高いが、中断される可能
性があります。さらに、スポットインスタンスの中断の通知を活用できます。これによって、Amazon
EC2 がスポットインスタンスを中断または終了する 2 分前に警告が提供されます。詳細について
は、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Amazon EC2 の Linux インスタンス用ユーザーガイ
ド) の「Spot Instance interruptions」(スポットインスタンス中断) を参照してください。この方法について
はAwsBatchQueues (p. 159)スポットインスタンスで動作、「」を参照してくださいコンピューティン
グリソースのAWS Batchユーザーガイド。
-AWS ParallelCluster設定されたスケジューラは、オンデマンドインスタンスを持つキュー内のコンピュー
トリソースにジョブを割り当てるのと同じ方法で、スポットインスタンスのキュー内のコンピュートリ
ソースにジョブを割り当てます。
スポットインスタンスを使用した場合、 AWSServiceRoleForEC2Spot サービスにリンクされたロールは
アカウントに存在している必要があります。AWS CLI を使用してアカウントにこのロールを作成するに
は、次のコマンドを実行します。
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポットインスタンスリクエスト向
けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。
以下のセクションでは、スポットインスタンスを中断できる 3 つのシナリオについて説明しま
す。SlurmQueues (p. 162)。

シナリオ 1: 実行中のジョブがないスポットインスタンスが中断
される
この中断が発生すると、AWS ParallelClusterスケジューラキューに追加のインスタ
ンスを必要とする保留中のジョブがある場合、スケジューラキューに追加のインスタ
ンスを必要とする保留中のジョブがある場合、はインスタンスを置き換えようとしま
すSlurmQueues (p. 162)/ComputeResources (p. 166)/MinCount (p. 167)。AWS ParallelCluster が
新しいインスタンスをプロビジョニングできない場合、新しいインスタンスのリクエストは定期的に繰り
返されます。

シナリオ 2: 単一ノードジョブを実行しているスポットインスタ
ンスが中断される
ステートコード NODE_FAIL で失敗し、ジョブは再キューされます (ジョブ投入時に --no-requeue が指
定されていない場合)。静的ノードの場合は、置換されます。動的ノードの場合は、ノードは終了してリ
セットされます。--no-requeue パラメータを含む sbatch についての詳細は、「Slurm のドキュメン
ト」の 「sbatch」を参照してください。

シナリオ 3: マルチノードジョブを実行しているスポットインス
タンスが中断される
ステートコード NODE_FAIL で失敗し、ジョブは再キューされます (ジョブ投入時に --norequeue が指定されていない場合)。静的ノードの場合は、置換されます。動的ノードの場合
は、ノードは終了してリセットされます。終了したジョブを実行していた他のノードは、他の
保留中のジョブに割り当てられたり、設定された後にスケールダウンされたりする場合がありま
すSlurmSettings (p. 174)/ScaledownIdletime (p. 174)時間が過ぎた。
スポットインスタンスの詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「スポットインスタンス」(Spot Instances) を参照してくださ
い。
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AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ
AWS ParallelCluster は、Scheduler (p. 159) 設定を使用して設定された Slurm および AWS Batch のス
ケジューラをサポートしています。
トピック
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 67)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 84)

Slurm Workload Manager (slurm)
スラムの詳細については、https://slurm.schedmd.com を参照してください。ダウンロードについて
は、https://github.com/SchedMD/slurm/tags。ソースコードについては、https://github.com/SchedMD/
slurm を参照してください。
AWS ParallelClusterバージョン

サポートされる Slurm バージョン

3.1.4、3.2.0

21.08.8-2

3.1.2、3.1.3

21.08.6

3.1.1

21.08.5

3.0.0

20.11.8

2.11.7

20.11.9

2.11.6

20.11.8

2.11.3

20.11.7

2.10.4

20.02.7

2.9.0 から2.10.3

20.02.4

2.6 から2.8.1

19.05.5

2.5.0、2.5.1

19.05.3-2

2.3.1 から2.4.1

18.08.6-2

2.3.1 より前のバージョンより

16.05.3-1

トピック
• 複数のキューの構成 (p. 68)
• マルチキューモードの Slurm ガイド (p. 69)
• Slurm クラスター保護モード (p. 76)
• Slurm クラスタの高速容量不足フェールオーバー (p. 79)
• Slurm メモリベースのスケジューリング (p. 82)

67

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster によってサ
ポートされているスケジューラ

複数のキューの構成
複数のキューの構成
とAWS ParallelClusterバージョン 3 では、複数のキューを設定するにはScheduler (p. 159)にslurm複
数のキューを指定するSlurmQueues (p. 162)設定ファイルに入力します。このモードでは、で指定し
たコンピュートノードに異なるインスタンスタイプが共存します。ComputeResources (p. 166)設定
ファイルのセクション。ComputeResources (p. 166)異なるインスタンスタイプでは、必要に応じて
スケールアップまたはスケールダウンされます。SlurmQueues (p. 162)。現在、最大 5 つまで指定
できます。ComputeResources (p. 166)キューごとに最大 10 個まで (10)SlurmQueues (p. 162)。
指定された各キューは、Slurm Workload Manager。詳細については、「Slurm Workload Manager
(slurm) (p. 67)」を参照してください。
ノード数
の各コンピューティングリソースComputeResources (p. 166)キューには一意が
必要です。Name (p. 166),InstanceType (p. 166),MinCount (p. 167), およ
びMaxCount (p. 167)。MinCount (p. 167)そしてMaxCount (p. 167)のコンピュートリソースの
インスタンスの範囲を定義するデフォルト値を持つComputeResources (p. 166)キュー。独自の値
を指定することもできます。MinCount (p. 167)そしてMaxCount (p. 167)。の各コンピューティン
グリソースComputeResources (p. 166)は、1 から、の値まで番号が付けられた静的なノードで構成
されます。MinCount (p. 167)の値から番号付けされたダイナミックノードMinCount (p. 167)の値
にMaxCount (p. 167)。
サンプルの構成
の例を次に示します。スケジューリング (p. 157)クラスター設定ファイルのセクション。
この設定では、という名前の 2 つのキューがあります。queue1そしてqueue2各キューに
はComputeResources (p. 166)指定されたMaxCount (p. 167)。
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
ComputeResources:
- InstanceType: c5.xlarge
MaxCount: 5
Name: c5xlarge
- InstanceType: c4.xlarge
MaxCount: 5
Name: c4xlarge
- Name: queue2
ComputeResources:
- InstanceType: c5.xlarge
MaxCount: 5
Name: c5xlarge

HostNames
コンピューティングフリートに起動されるインスタンスは、動的に割り当てられます。ノードごとにホス
ト名が生成されます。hostname の形式は次のとおりです。
$HOSTNAME=$QUEUE-$STATDYN-$COMPUTE_RESOURCE-$NODENUM
• $QUEUE はキューの名前です。たとえば、と指定します。SlurmQueues (p. 162)セクションに
は、Name (p. 163)「に設定queue-name「それから」$QUEUE「は」queue-name」。
• $STATDYN は、静的ノードの場合は st、動的ノードの場合は dy です。
• $COMPUTE_RESOURCEはName (p. 166)のComputeResources (p. 166)このノードに対応するコン
ピュートリソース。
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• $NODENUMノードの数を指定します。$NODENUMは、1 (1) と値の間にありますMinCount (p. 167)静
的ノードの場合、および 1 つ (1) とMaxCount (p. 167)-MinCount (p. 167)ダイナミックノードの場
合。
上記の設定ファイルの例から、指定したノードはqueue1とコンピューティングリソースc5xlargeホスト
名を持つ:queue1-dy-c5xlarge-1。
ホスト名と完全修飾ドメイン名 (FQDN) の両方は、Amazon Route 53 のホストゾーンを使用して作成さ
れます。FQDN は $HOSTNAME.$CLUSTERNAME.pcluster で、$CLUSTERNAME はクラスターの名前で
す。

マルチキューモードの Slurm ガイド
ここでその方法を学ぶことができますAWS ParallelClusterそしてSlurmキュー (パーティション) ノード
と、キューとノードの状態を監視する方法を管理します。

概要
スケーリングアーキテクチャは、Slurm の「Cloud Scheduling Guide」(クラウドスケジュールガイド)
と省電力プラグインに基づいています。省電力プラグインの詳細については、「」を参照してくださ
い。Slurm省電力ガイド。アーキテクチャでは、クラスターで利用できる可能性のあるリソースは、通
常、クラウドノードとして Slurm 設定にあらかじめ定義されています。

クラウドノードのライフサイクル
クラウドノードはそのライフサイクルを通じて、すべてではないが以下のような状態になりま
す。POWER_SAVING、POWER_UP (pow_up)、ALLOCATED (alloc)、および POWER_DOWN (pow_dn)。場
合によっては、クラウドノードが OFFLINE 状態になることがあります。次のリストは、クラウドノード
のライフサイクルにおけるこれらの状態のいくつかの側面を詳細に示しています。
• のノードPOWER_SAVINGstate[] が表示されます。~サフィックス (例えばidle~) にsinfo。この状態で
は、ノードをバックアップする EC2 インスタンスは存在しません。ただし、Slurm は引き続きノードに
ジョブを割り当てることができます。
• に遷移するノードPOWER_UPstate[] が表示されます。#サフィックス (例えばidle#) にsinfo。ノード
は自動的にPOWER_UP状態、いつSlurmジョブをノードに割り当てますPOWER_SAVINGstate状態。
または、ノードをPOWER_UPで手動で述べるscontrol update nodename=nodename
state=power_upコマンド。この段階では、ResumeProgramが呼び出され、EC2 インスタンスが起動
および設定され、ノードがPOWER_UPstate状態。
• 現在使用可能なノード接尾辞なしで表示される (例えばidle) にsinfo。ノードのセットアップが完了
し、クラスターに参加した後、ジョブの実行が可能になります。この段階で、ノードは適切に設定さ
れ、使用可能な状態になります。
原則として、EC2 インスタンスの数は利用可能なノード数と同じにすることを推奨します。通常、静的
ノードはクラスター作成後、利用可能です。
• に遷移しているノードPOWER_DOWNstate[] が表示されます。%サフィックス (例えばidle%) にsinfo。
動的ノードは自動的にPOWER_DOWN後の状態ScaledownIdletime (p. 174)。対照的に、ほとん
どの場合、静的ノードの電源はオフになりません。ただし、ノードはPOWER_DOWNで手動で述べ
るscontrol update nodename=nodename state=powering_downコマンド。この状態では、
ノードに関連付けられているインスタンスは終了し、ノードはPOWER_SAVING状態で、後に使用可
能ScaledownIdletime (p. 174)。
-ScaledownIdletime (p. 174)設定はに保存されますSlurm設定SuspendTimeout設定設定。
• オフラインのノード[] が表示されます。*サフィックス (例えばdown*) にsinfo。ノードがオフライ
ンになるのはSlurmコントローラーがノードにコンタクトできない場合、または静的ノードが無効化さ
れ、バッキングインスタンスが終了した場合。
69

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster によってサ
ポートされているスケジューラ

以下のノードの状態を考えてみましょう。sinfo例から始めることができます。
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT
efa
up
infinite
efa
up
infinite
gpu
up
infinite
gpu
up
infinite
ondemand
up
infinite
ondemand
up
infinite
ondemandcompute2-[1-10]
spot*
up
infinite
spotcompute2-[1-3]
spot*
up
infinite

NODES
4
1
1
9
2
18
13
2

STATE
idle~
idle
idle%
idle~
mix#
idle~

NODELIST
efa-dy-efacompute1-[1-4]
efa-st-efacompute1-1
gpu-dy-gpucompute1-1
gpu-dy-gpucompute1-[2-10]
ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]
ondemand-dy-ondemandcompute1-[3-10],ondemand-dy-

idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dyidle spot-st-spotcompute2-[1-2]

spot-st-spotcompute2-[1-2] ノードと efa-st-efacompute1-1 ノードには、すでにバッキング
インスタンスが設定されており、使用可能です。-ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]ノード
はPOWER_UPstateと数分以内に使用可能となります。-gpu-dy-gpucompute1-1ノードはPOWER_DOWN状
態、そしてそれはに移行しますPOWER_SAVING後の状態ScaledownIdletime (p. 174)(デフォルトは
10 分)。
他のノードはすべて POWER_SAVING 状態で、EC2 インスタンスのバックアップはありません。

使用可能なノードの操作
使用可能なノードは EC2 インスタンスによってバックアップされます。デフォルトでは、ノード名を使用
してインスタンスに直接 SSH 接続することができます (例: ssh efa-st-efacompute1-1)。インスタン
スのプライベート IP アドレスは、scontrol show nodes nodename コマンドを使用して NodeAddr
フィールドを確認することで取得することができます。
利用できないノードについては、NodeAddr フィールドは稼働中の EC2 インスタンスにポイントしてはい
けません。ノード名と同じにする必要があります。

ジョブの状態および送信
通常、送信されたジョブはすぐにシステム内のノードに割り当てられ、すべてのノードが割り当てられて
いる場合は保留状態になります。
ジョブに割り当てられたノードに POWER_SAVING 状態のノードが含まれる場合、ジョブは、CF または
CONFIGURING 状態で開始されます。このとき、ジョブは内のノードを待機しますPOWER_SAVINGstateへ
の移行状態POWER_UP状態と利用可能になります。
ジョブに割り当てられたすべてのノードが利用可能になると、RUNNING (R) 状態になります。
デフォルトでは、すべてのジョブはデフォルトのキュー (Slurm ではパーティションと呼ばれます) に送信
されます。これは、キュー名の後に * サフィックスが付くことで示されます。-p ジョブ送信オプション
を使用してキューを選択することができます。
すべてのノードには、ジョブ送信コマンドで使用可能な次の機能が設定されています。
• インスタンスタイプ (例: c5.xlarge)
• ノードタイプ (dynamic または static のいずれか)。
特定のノードの機能を確認するには、scontrol show nodes nodenameコマンドを実行
し、AvailableFeaturesリスト。
クラスターの初期状態を考えてみましょう。sinfoコマンド。
$ sinfo
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PARTITION AVAIL TIMELIMIT
efa
up
infinite
efa
up
infinite
gpu
up
infinite
ondemand
up
infinite
ondemandcompute2-[1-10]
spot*
up
infinite
spotcompute2-[1-3]
spot*
up
infinite

NODES
4
1
10
20
13
2

STATE
idle~
idle
idle~
idle~

NODELIST
efa-dy-efacompute1-[1-4]
efa-st-efacompute1-1
gpu-dy-gpucompute1-[1-10]
ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-10],ondemand-dy-

idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dyidle spot-st-spotcompute2-[1-2]

なお、spot はデフォルトのキューです。* というサフィックスで表示されます。
1 つの静的ノードへのジョブをデフォルトキューに送信します (spot).
$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static

の動的ノードへのジョブをEFAqueue.
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic

エイトに仕事を提出する (8)c5.2xlargeノードと 2t2.xlargeのノードondemandqueue.
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"

ある GPU ノードへのジョブをgpuqueue.
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1

ジョブの状態を考えてみましょう。squeueコマンド。
$ squeue
JOBID PARTITION
NAME
USER
ST
12
ondemand
wrap
ubuntu CF
[1-8],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-2]
13
gpu
wrap
ubuntu CF
7
spot
wrap
ubuntu R
8
efa
wrap
ubuntu R

TIME
0:36

NODES NODELIST(REASON)
10 ondemand-dy-ondemandcompute1-

0:05
2:48
0:39

1 gpu-dy-gpucompute1-1
1 spot-st-spotcompute2-1
1 efa-dy-efacompute1-1

ジョブ 7 と 8 (spot と efa のキュー) はすでに実行中です (R)。ジョブ 12 と 13 はまだ構成中です (CF)、
おそらくインスタンスが利用可能になるのを待っています。
# Nodes states corresponds to state
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES
efa
up
infinite
3
efa
up
infinite
1
efa
up
infinite
1
gpu
up
infinite
1
gpu
up
infinite
9
ondemand
up
infinite
10
ondemandcompute2-[1-2]
ondemand
up
infinite
10
ondemandcompute2-[3-10]
spot*
up
infinite
13
[1-3]
spot*
up
infinite
1

of running jobs
STATE
idle~
mix
idle
mix~
idle~
mix#

NODELIST
efa-dy-efacompute1-[2-4]
efa-dy-efacompute1-1
efa-st-efacompute1-1
gpu-dy-gpucompute1-1
gpu-dy-gpucompute1-[2-10]
ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-8],ondemand-dy-

idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[9-10],ondemand-dyidle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-spotcompute2mix spot-st-spotcompute2-1
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spot*

up

infinite

1

idle spot-st-spotcompute2-2

ノードの状態および機能
通常、ノードの状態は、このトピックで前述したクラウドノードライフサイクルの特定のプロセスに従っ
て、AWS ParallelCluster によってフルマネージドされます。
ただし、AWS ParallelCluster は DOWN や DRAINED 状態の不健全なノードや、不健全なバッキングインス
タンスを持つノードも置き換えたり終了させたりします。詳細については、「clustermgtd (p. 201)」
を参照してください。

パーティションの状態
AWS ParallelCluster は以下のパーティション状態をサポートしています。Slurm パーティションは AWS
ParallelCluster のキューです。
• UP: パーティションがアクティブ状態であることを示します。これは、パーティションのデフォルトの
状態です。この状態では、パーティション内のすべてのノードがアクティブで、使用可能な状態です。
• INACTIVE: パーティションが非アクティブ状態であることを示す。この状態では、非アクティブなパー
ティションのノードをバックアップしているインスタンスはすべて終了します。非アクティブなパー
ティションのノードには、新しいインスタンスは起動しません。

pcluster update-compute-fleet
• コンピューティングフリートを停止する-以下のコマンドを実行すると、すべてのパーティション
がINACTIVEstateとAWS ParallelClusterプロセスはパーティションをINACTIVEstate状態。
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \
--region eu-west-1 --status STOP_REQUESTED

• コンピュートフリートの開始-以下のコマンドを実行すると、すべてのパーティションが最初にUPstate
状態。しかし、AWS ParallelCluster プロセスはパーティションを UP の状態に変えません。パーティ
ションの状態を手動で変更する必要があります。数分後、すべての静的ノードが使用可能になります。
パーティションを UP に設定しても、動的容量は向上しません。
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \
--region eu-west-1 --status START_REQUESTED

メトリックupdate-compute-fleetが動作している場合、を実行することでクラスターの状態を確認す
ることができますpcluster describe-compute-fleetコマンドを実行し、Status。考えられる状態
を以下に示します。
• STOP_REQUESTED: コンピューティングフリートの停止リクエストがクラスターに送信されます。
• STOPPING: pcluster プロセスは現在、コンピューティングフリートを停止しています。
• STOPPED: pcluster プロセスは停止処理を終了し、すべてのパーティションは INACTIVE 状態にな
り、すべてのコンピューティングインスタンスは終了しました。
• START_REQUESTED: コンピューティングフリートの開始リクエストがクラスターに送信されます。
• STARTING:pclusterプロセスは現在、クラスターを起動中です。
• RUNNING:pclusterプロセスが開始プロセスを終了しました。すべてのパーティションはUP状態、静的
ノードは数分後に使用可能になります。
• PROTECTED：このステータスは、一部のパーティションでブートストラップが失敗し続けていることを
示しています。影響を受けたパーティションは非アクティブになります。問題を調査して実行してくだ
さいupdate-compute-fleetフリートを再び有効にします。
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キューの手動制御
場合によっては、ノードやキュー (ではパーティションと呼ばれます) を手動で制御したいことがありま
す。Slurm) をクラスタ内に配置します。次の共通の手順でクラスター内のノードを管理することができま
す。
• 動的ノードをパワーアップするPOWER_SAVINGstate
を実行scontrol update nodename=nodename state=power_upコマンドまたはプレースホルダ
を送信sleep 1ジョブが特定の数のノードを要求し、その後に依存するSlurmをクリックして、必要な
数のノードをパワーアップします。
• 前に動的ノードの電源を切るScaledownIdletime (p. 174)
動的ノードをDOWNとscontrol update nodename=nodename state=downコマンド。AWS
ParallelClusterは、ダウンしたダイナミックノードを自動的に終了してリセットします。
一般的には、ノードをPOWER_DOWN直接使用scontrol update nodename=nodename
state=power_downコマンド。これは、AWS ParallelCluster が自動的にパワーダウン処理を行うため
です。
• キュー (パーティション) を無効にするか、特定のパーティションの静的ノードをすべて停止する
特定のキューをINACTIVEとscontrol update partition=queuename state=inactiveコマン
ド。この操作により、パーティション内のすべてのインスタンスバッキングノードが終了します。
• キュー (パーティション) を有効にする
特定のキューをUPとscontrol update partition=queuename state=upコマンド。

スケーリング動作および調整
ここでは、通常のスケーリングワークフローの例を示します。
• スケジューラは、2 つのノードを必要とするジョブを受け取ります。
• スケジューラは 2 つのノードを POWER_UP 状態に遷移させ、ノード名 (例: queue1-dyspotcompute1-[1-2]) で ResumeProgram を呼び出す。
• ResumeProgram は EC2 インスタンスを 2 台起動し、queue1-dy-spotcompute1-[1-2] のプライ
ベート IP アドレスとホストネームを割り当て、ResumeTimeout (デフォルトの期間は 30 分) を待って
からノードのリセットを行います。
• インスタンスが設定され、クラスターに参加します。インスタンス上でジョブの実行を開始します。
• ジョブが完了し、実行が停止します。
• 設定後SuspendTimeが経過した (に設定されているScaledownIdletime (p. 174)) の場合、ス
ケジューラーはインスタンスをPOWER_SAVINGstate状態。次に、スケジューラーはqueue1-dyspotcompute1-[1-2]にPOWER_DOWN州と通話SuspendProgramをノード名に置き換えます。
• SuspendProgram は 2 つのノードに対して呼び出されます。ノードは、例えば SuspendTimeout
のために idle% を維持することで、POWER_DOWN 状態を維持します (デフォルトの期間は 120 秒 (2
分))。clustermgtd は、ノードがパワーダウンしていることを検出した後、バッキングインスタンスを
終了します。次に、遷移しますqueue1-dy-spotcompute1-[1-2]をアイドル状態にし、プライベー
ト IP アドレスとホスト名をリセットして、future ジョブに備えて電源を投入できるようにします。

処理がうまくいかず、何らかの理由で特定のノードのインスタンスが起動できない場合、次のよ
うなことが起こります。
• スケジューラは、2 つのノードを必要とするジョブを受け取ります。
• スケジューラーは 2 つのクラウドバーストノードをPOWER_UP州と通話ResumeProgramノード名で、
(例えばqueue1-dy-spotcompute1-[1-2]).
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• ResumeProgram1 つのみの EC2 インスタンスを起動し、を設定しますqueue1-dyspotcompute1-1、1 つのインスタンスで、queue1-dy-spotcompute1-2、起動に失敗します。
• queue1-dy-spotcompute1-1は影響を受けず、に到達するとオンラインになるPOWER_UPstate状態。
• queue1-dy-spotcompute1-2に移行しますPOWER_DOWN状態、およびジョブは自動的に再キューされ
ますSlurmがノードの障害を検出します。
• queue1-dy-spotcompute1-2 は SuspendTimeout の後に利用可能になります (デフォルトは 120 秒
(2 分))。その間、ジョブは再キューされ、別のノードで実行を開始することができます。
• 上記のプロセスは、使用可能なノードで障害が発生せずにジョブを実行できるようになるまで繰り返さ
れます。

必要に応じて調整可能な 2 つのタイミングパラメータがあります。
• ResumeTimeout(デフォルトは 30 分):ResumeTimeout時間をコントロールするSlurmノードがダウン
状態に移行する前に待機します。
• 拡張すると便利かもResumeTimeoutインストール前後の処理に時間がかかる場合。
• ResumeTimeoutは、その最大時間でもありますAWS ParallelClusterは、問題が発生した場合にノー
ドを交換またはリセットするまでに、待機します。コンピューティングノードは、起動時やセット
アップ時に何らかのエラーが発生した場合、自己終了します。AWS ParallelClusterプロセスは、終了
したインスタンスを検出するとノードを置き換えます。
• SuspendTimeout(デフォルトは120秒 (2分)):SuspendTimeoutノードがシステムに戻され、再び使用
できるようになるまでの時間を制御します。
• 短いSuspendTimeoutノードがより早くリセットされることを意味し、Slurmはインスタンスをより
頻繁に起動しようとすることができます。
• より長いですSuspendTimeout障害が発生したノードのリセットが遅くなることを意味します。その
間に、Slurm他のノードを使おうとします。SuspendTimeout が数分以上であれば、Slurm はシステ
ム内の全ノードの循環を試みます。より長いですSuspendTimeout1,000ノード以上の大規模システ
ムでは、stress 軽減するために有益であると考えられますSlurm失敗したジョブを頻繁に再キューに入
れようとするとき。
• 注意SuspendTimeout時間とは関係ないAWS ParallelClusterがノードのバッキングインスタンスを終
了させる間、待ち時間を参照します。POWER_DOWN ノードのバックアップインスタンスは即座に終了
します。通常、終了プロセスは数分で完了します。ただし、この間、ノードはPOWER_DOWNstateとス
ケジューラで利用することはできません。

アーキテクチャのログ
次のリストには、キーのログが含まれています。Amazon で利用されるログストリーム名 CloudWatch
ログは次の形式です{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}、次のとおりで
す。logIdentifierはログ名の後に続きます。
• ResumeProgram: /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
• SuspendProgram: /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
• clustermgtd: /var/log/parallelcluster/clustermgtd.log (clustermgtd)
• computemgtd: /var/log/parallelcluster/computemgtd.log (computemgtd)
• slurmctld: /var/log/slurmctld.log (slurmctld)
• slurmd: /var/log/slurmd.log (slurmd)

よくある問題とデバッグの方法:
起動、パワーアップ、またはクラスターへの参加に失敗したノード
• 動的ノード:
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• [] を選択します。ResumeProgramログに記録して確認するResumeProgramがノードで呼び出されま
した。そうでない場合は、slurmctldログに記録してSlurm電話しようとしたResumeProgramノー
ドと。ResumeProgram のパーミッションが正しくない場合、サイレントで失敗することがありま
す。
• ResumeProgram が呼び出された場合、そのノードに対してインスタンスが起動されたかどうかを確
認します。インスタンスが起動しなかった場合、インスタンスの起動に失敗した理由を示す明確なエ
ラーメッセージが表示されます。
• インスタンスが起動した場合、ブートストラッププロセスの実行時に何らかの問題が発生した可能性
があります。対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID をResumeProgramログを見て、
特定のインスタンスに対応するブートストラップのログを見ます CloudWatch ログ。
• 静的ノード:
• clustermgtd ログをチェックして、ノードに対してインスタンスが起動されたかどうかを確認しま
す。インスタンスが起動しなかった場合、インスタンスの起動に失敗した原因について、明確なエ
ラーが表示されるはずです。
• インスタンスを起動していた場合、ブートストラッププロセスに何らかの問題が発生しています。対
応するプライベート IP とインスタンス ID をclustermgtdログを見て、特定のインスタンスに対応
するブートストラップのログを見ます CloudWatch ログ。
ノードが予期せず置換または終了したノードの障害
• ノードが予期せず置換または終了したノード
• 通常、clustermgtd はすべてのノードのメンテナンスアクションを処理します。clustermgtd が
ノードを置換または終了させたかどうかを確認するには、clustermgtd のログを確認します。
• clustermgtd がノードを置換または終了させた場合、その理由を示すメッセージが表示されます。
スケジューラ関連 (ノードが DOWN だった場合など) の場合は、slurmctld ログで詳細を確認しま
す。理由がEC2に関連している場合は、Amazonなどのツールを使用してください CloudWatch または
AWSEC2 コンソール、CLI、または SDK を使用して、そのインスタンスのステータスまたはログを
確認します。例えば、インスタンスにスケジュールされたイベントがあったかどうか、EC2 ヘルスス
テータスのチェックに失敗したかどうかを確認できます。
• clustermgtd がノードを終了させなかった場合、computemgtd がノードを終了させたか、EC2 が
スポットインスタンスを再要求するためにインスタンスを終了させたかどうかを確認します。
• ノードの障害:
• 通常、ノードに障害が発生した場合、ジョブは自動的に再キューされます。[] が表示されま
す。slurmctldログに記録し、ジョブやノードがなぜ失敗したかを確認し、そこから状況を評価しま
す。
インスタンスの置換やターミネーション時の障害、ノードのパワーダウン時の障害
• 一般に、clustermgtd は期待されるすべてのインスタンス終了アクションを処理しま
す。clustermgtd ログを見て、ノードの置換または終了に失敗した理由を確認する。
• 動的ノードで障害が発生した場合ScaledownIdletime (p. 174)、見てくださいSuspendProgramロ
グに記録して確認するslurmctldプロセスは、特定のノードを引数として呼び出しまし
た。SuspendProgram は実際に特定のアクションを実行するわけではありません。呼び出されたとき
だけログに記録されます。すべてのインスタンスの終了とNodeAddrリセットは次によって完了しま
すclustermgtd。Slurmノードを遷移させますIDLE後SuspendTimeout。
その他の問題:
• AWS ParallelCluster がジョブの割り当てやスケーリングを決定することはありません。これは、以下の
条件に従い、リソースを起動、終了、維持を試みるだけです。Slurmの指示。
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ジョブの割り当て、ノードの割り当て、スケーリングの決定に関する問題については、slurmctld ロ
グを見てエラーを確認します。

Slurm クラスター保護モード
クラスタが保護モードを有効にして実行されると、AWS ParallelCluster障害が継続的に発生しているかど
うかを検出するために、起動時のコンピューティングノードのブートストラップ障害を監視および追跡し
ます。
次のことが検出されると、クラスタは保護モードになります。
1. コンピュートノードが正常に起動しなくても、連続したブートストラップ障害が連続して発生します。
2. キューの障害カウントが事前定義されたしきい値に達しました。
クラスタが保護モードになったら、AWS ParallelClusterしきい値以上の障害があるキューをディセーブル
にします。
Slurm クラスター保護モードがで追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 3.0.0。
保護モードを使用すると、コンピュートノードのブートストラップ障害循環に費やされる時間とリソース
のコストを削減できます。

保護ノードパラメーター
bootstrap_failure_count
bootstrap_failure_countクラスタ保護ノードをアクティブにする連続した障害の数を指定します。
デフォルトのbootstrap_failure_countは 10 で、保護モードはイネーブルです。
もしbootstrap_failure_countが 0 以下である場合、保護モードはディセーブルです。
はbootstrap_failure_countにパラメータを追加して値clustermgtdにある設定ファイル/etc/
parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.confのHeadNode。
パラメーターは、コンピューティングフリートを停止することなく、いつでも更新できます。失敗カウン
トに達する前にキューで起動が成功した場合bootstrap_failure_countの場合、失敗回数がゼロにリ
セットされます。

保護モードでのクラスタステータスの確認
クラスタが保護モードの場合、コンピュートフリートのステータスとノードの状態を確認できます。

フリートのステータスを計算する
コンピューティングフリートのステータスは次のとおりです。PROTECTED保護モードで実行されているク
ラスタで。
$ pcluster describe-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> --region <region-id>
{
"status": "PROTECTED",
"lastStatusUpdatedTime": "2022-04-22T00:31:24.000Z"
}

ノードのステータス
保護モードをアクティブにしたブートストラップ障害があるキュー（パーティション）を確認す
るには、クラスタにログインしてsinfoコマンド。ブートストラップの障害があるパーティショ
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ンbootstrap_failure_countにいるINACTIVE state。ブートストラップ障害のないパーティショ
ンbootstrap_failure_countにいるUP正常に機能し、機能します。
PROTECTEDステータスは実行中のジョブには影響しません。ジョブがブートストラップ障害以上でパー
ティションで実行されている場合bootstrap_failure_countの場合、パーティションはINACTIVE実行
中のジョブが完了した後。
次の例に示すように、ノードの状態について考えてみましょう。
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* inact infinite 10 down% queue1-dy-c5xlarge-[1-10]
queue1* inact infinite 3490 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[11-3500]
queue2 up infinite 10 idle~ queue2-dy-c5xlarge-[1-10]

パーティションqueue1ですINACTIVE10 回の連続したブートストラップ障害が検出されたためです。
ノードの背後にあるインスタンスqueue1-dy-c5xlarge-[1-10]起動しましたが、状態が不健全なた
め、クラスタに参加できませんでした。
クラスタは保護モードです。
パーティションqueue2のブートストラップの障害の影響を受けないqueue1。それは中にありますUP状態
にして、ジョブを実行することができます。

保護モードを無効にする方法
ブートストラップエラーが解決されたら、次のコマンドを実行して、クラスタを保護モードから解除でき
ます。
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> \
--region <region-id> \
--status START_REQUESTED

保護モードをアクティブにするブートストラップの失敗
プロテクトモードをアクティブにするブートストラップエラーは、以下の3種類に細分できる。タイプと問
題を特定するには、クラスターログの取得 (p. 251)。
1. インスタンスが自己終了するブートストラップエラー。
インスタンスは、ブートストラッププロセスの初期段階
で失敗する（エラーが原因で自己終了するインスタンスな
ど）SlurmQueues (p. 162)\CustomActions (p. 171)\OnNodeStart (p. 171)|OnNodeConfigured (p. 172)ス
クリプト。
動的ノードの場合、次のようなエラーを探します。
Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance

静的ノードについては、clustermgtdログ (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) に類似
したエラーの場合:
Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance

2. ノードresume_timeoutまたはnode_replacement_timeout期限切れ。
インスタンスは、内のクラスターに参加できませんresume_timeout(動的ノードの場合) また
はnode_replacement_timeout(静的ノードの場合)。タイムアウト前に自己終了しません。たとえ
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ば、クラスターのネットワークが正しく設定されておらず、ノードがDOWNタイムアウトの期限が切れた
後の Slurm による状態。
動的ノードの場合、次のようなエラーを探します。
Node bootstrap error: Resume timeout expires for node

静的ノードについては、clustermgtdログ (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) に類似
したエラーの場合:
Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.

3. ノードがヘルスチェックに失敗する。
ノードの背後にあるインスタンスは EC2 ヘルスチェックまたはスケジュールされたイベントヘルス
チェックに失敗し、ノードはブートストラップ障害ノードとして扱われます。この場合、インスタンス
は、以外の理由で終了します。AWS ParallelClusterコントロール。
で確認しますclustermgtdログ (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) に類似したエラー
の場合:
Node bootstrap error: Node %s failed during bootstrap when performing health check.

保護モードをデバッグする方法
クラスターのステータスが保護されていることを知ったら、clustermgtdからのログを記録しま
す。HeadNodeとcloud-init-output問題のあるコンピュートノードからログを記録します。ログの取
得方法の詳細については、「」を参照してください。ログの取得と保存 (p. 251)。
clustermgtdログ (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) をヘッドノードに
ログメッセージには、ブートストラップ障害のあるパーティションと、対応するブートストラップ障害数
が表示されます。
[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - INFO - Partitions
bootstrap failure count: {'queue1': 2}, cluster will be set into protected mode if
protected failure count reach threshold.

左clustermgtdログ、検索Found the following bootstrap failure nodesブートストラップに
失敗したノードを見つけるには、次のようにします。
[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - WARNING Found the following bootstrap failure nodes: (x2) ['queue1-st-c5large-1(192.168.110.155)',
'broken-st-c5large-2(192.168.65.215)']

左clustermgtdログ、検索Node bootstrap error失敗の理由を見つけるには、次の手順を実行しま
す。
[slurm_plugin.clustermgtd:_is_node_bootstrap_failure] - WARNING - Node bootstrap error:
Node broken-st-c5large-2(192.168.65.215) is currently in replacement and no backing
instance

cloud-init-outputログ (/var/log/cloud-init-output.log) をコンピュートノード上で
ブートストラップ障害ノードのプライベート IP アドレスを取得した後clustermgtdログを作成する場
合は、コンピューティングノードにログインするか、「」のガイダンスに従って、対応するコンピュート
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ノードのログを見つけることができます。ログの取得と保存 (p. 251)をクリックしてログを取得します。
ほとんどの場合、/var/log/cloud-init-output問題のあるノードからのログには、コンピュートノー
ドのブートストラップ障害の原因となるステップが示されます。

Slurm クラスタの高速容量不足フェールオーバー
で起動AWS ParallelClusterバージョン3.2.0では、クラスターはデフォルトで有効になっている高速不十
分なキャパシティフェールオーバーモードで実行されます。これにより、EC2 のキャパシティ不足エラー
が検出されたときに、ジョブをキューに入れるための再試行にかかる時間を最小限に抑えることができま
す。これは、クラスターに複数の種類のインスタンスタイプを設定する場合に特に効果的です。

EC2 が不十分な容量の障害を検出しました:
• InsufficientInstanceCapacity
• InsufficientHostCapacity
• InsufficientReservedInstanceCapacity
• MaxSpotInstanceCountExceeded
• SpotMaxPriceTooLow: スポットリクエスト料金、スポットリクエスト料金、スポットリクエスト料
金、スポットリクエスト料金、スポットリクエスト料金。
• Unsupported: 特定のインスタンスタイプでサポートされていないインスタンスタイプを使用してアク
ティブ化されましたAWSリージョン。
高速不十分キャパシティフェールオーバーモードで、ジョブがSlurmQueues (p. 162)/compute
resource (p. 166),AWS ParallelCluster:
1. コンピュートリソースを無効にする (DOWN) ステートがあらかじめ定義されている期間。
2. を使用することPOWER_DOWN_FORCEをクリックして、コンピュートリソースの障害ノードジョ
ブをキャンセルし、障害が発生したノードを一時停止します。障害が発生したノードをIDLEそし
てPOWER_DOWN (!)状態、そしてそれからPOWERING_DOWN (%)。
3. ジョブを別のコンピュートリソースに再キューします。
無効化されたコンピュートリソースの静的ノードと電源投入ノードは影響を受けません。ジョブはこれら
のノードで完了できます。
このサイクルは、ジョブがコンピュートリソースノードに正常に割り当てられるまで繰り返されます。
ノード状態の詳細については、を参照してください。マルチキューモードの Slurm ガイド (p. 69)。
ジョブを実行するコンピュートリソースが見つからない場合、PENDING事前に定義された期間が経過する
まで述べる。この場合、次のセクションで説明するように、定義済みの期間を変更できます。

容量不足のパラメータ
insufficient_capacity_timeout
insufficient_capacity_timeoutコンピュートリソースを無効にしておく期間を秒単位で指定します
(down）は、容量不足エラーが検出されたときの状態。
insufficient_capacity_timeoutは、デフォルトでは有効になっています。
デフォルトのinsufficient_capacity_timeoutは 600 秒です。
もしinsufficient_capacity_timeoutが 0 以下である場合、容量不足の高速フェイルオーバーモード
は無効です。
変更することができますinsufficient_capacity_timeoutにパラメータを追加して値
をclustermgtd設定ファイルは次の場所にあります/etc/parallelcluster/slurm_plugin/
parallelcluster_clustermgtd.confのHeadNode。
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このパラメーターは、コンピュートフリートを停止することなくいつでも更新できます。
例:
• insufficient_capacity_timeout=600:
キャパシティ不足エラーが検出された場合、コンピュートリソースは無効に設定されます (DOWN). 10 分
後、障害が発生したノードはidle~(POWER_SAVING) 状態。
• insufficient_capacity_timeout=60:
キャパシティ不足エラーが検出された場合、コンピュートリソースは無効になっています (DOWN). 1 分
後、障害が発生したノードはidle~ステータス。
• insufficient_capacity_timeout=0:
キャパシティ不足の高速フェールオーバーモードはディセーブルです。コンピュートリソースは無効に
なっていません。

Note
容量不足エラーでノードに障害が発生してから、クラスタ管理デーモンがノードの障害を検出す
るまでの間に、最大 1 分の遅延が生じる可能性があります。これは、クラスタ管理デーモンが
ノードのキャパシティ不足の障害をチェックし、コンピュートリソースをdown状態は 1 分間隔で
設定します。

高速容量不足フェイルオーバーモードステータス
クラスターが高速で容量不足のフェールオーバーモードになっている場合は、そのステータスとノードの
状態を確認できます。

ノードステート
ジョブがコンピューティングリソースの動的ノードに送信され、キャパシティ不足エラーが検出される
と、ノードはdown#理由のある州:
(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes.

その後、ノード (idle~state) はに設定されますdown~理由:
(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to insufficient capacity.

ジョブはキュー内の他のコンピュートリソースに再キューされます。
コンピュートリソースの静的ノードとUP高速不十分な容量フェイルオーバーモードの影響を受けません。
次の例に示すように、ノード状態を考えてみましょう。
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*
up
infinite
30 idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2
up
infinite
30 idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

1 つのノードを必要とするジョブを queue1 に送信します。
$ sinfo
PARTITION
queue1*
queue1*
queue1*

AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
up
infinite 1
down# queue1-dy-c-1-1
up
infinite 15 idle~ queue1-dy-c-2-[1-15]
up
infinite 14 down~ queue1-dy-c-1-[2-15]
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queue2

up

infinite

30

idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

ノードqueue1-dy-c-1-1ジョブを実行するために起動されます。ただし、容量不足エラーのため、イン
スタンスは起動できませんでした。ノードqueue1-dy-c-1-1は、 に設定されます。down。コンピュー
トリソース内の電源がオフになっている動的ノード (queue2-dy-c-1) はに設定されていますdown。
ノードの理由は以下で確認できます。scontrol show nodes。
$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-1
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes
[root@2022-03-10T22:17:50]
$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-2
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to insufficient
capacity [root@2022-03-10T22:17:50]

ジョブは、キューコンピューティングリソース内の別のインスタンスタイプにキューイングされます。
変更後insufficient_capacity_timeout経過すると、コンピュートリソースのノードはidle~ステー
タス。
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*
up
infinite
30 idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2
up
infinite
30 idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

変更後insufficient_capacity_timeout経過すると、コンピュートリソースのノードはidle~状態の
場合、Slurm スケジューラーはノードに低い優先度を与えます。スケジューラーは、次のいずれかが発生
しない限り、重みの大きい他のキューコンピューティングリソースからノードを選択し続けます。
• ジョブの送信要件が、回復されたコンピュートリソースと一致している。
• 容量に達しているため、他のコンピューティングリソースは利用できません。
• slurmctldが再起動.
• -AWS ParallelClusterコンピュートフリートが停止し、すべてのノードの電源が切断され起動されます。

関連ログ
容量不足エラーと高速容量不足フェイルオーバーモードに関連するログは、Slurmのresumeログ
とclustermgtdヘッドノードにログインします。
スラムresume(/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log)
容量不足のためにノードが起動に失敗した場合のエラーメッセージ:
[slurm_plugin.instance_manager:_launch_ec2_instances] - ERROR - Failed RunInstances
request: dcd0c252-90d4-44a7-9c79-ef740f7ecd87
[slurm_plugin.instance_manager:add_instances_for_nodes] - ERROR - Encountered exception
when launching instances for nodes (x1) ['queue1-dy-c-1-1']: An error occurred
(InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances operation (reached max
retries: 1): We currently do not have sufficient p4d.24xlarge capacity in the
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Availability Zone you requested (us-west-2b). Our system will be working on
provisioning additional capacity. You can currently get p4d.24xlarge capacity by not
specifying an Availability Zone in your request or choosing us-west-2a, us-west-2c.

スラムclustermgtd(/var/log/parallelcluster/clustermgtd)
容量が不十分なため、queue1 のコンピュートリソース c-1 が無効になっています。
[slurm_plugin.clustermgtd:_reset_timeout_expired_compute_resources] - INFO - The
following compute resources are in down state
due to insufficient capacity: {'queue1': {'c-1':
ComputeResourceFailureEvent(timestamp=datetime.datetime(2022, 4, 14, 23, 0, 4, 769380,
tzinfo=datetime.timezone.utc),
error_code='InsufficientInstanceCapacity')}}, compute resources are reset after
insufficient capacity timeout (600 seconds) expired

キャパシティ不足のタイムアウトが経過すると、コンピュートリソースはリセットされ、コンピュー
トリソース内のノードはidle~:
[root:_reset_insufficient_capacity_timeout_expired_nodes] - INFO - Reset the following
compute resources because insufficient capacity
timeout expired: {'queue1': ['c-1']}

Slurm メモリベースのスケジューリング
バージョン 3.2.0 以降、AWS ParallelClusterクラスタ設定パラメータで Slurm メモリベースのスケジュー
リングをサポートSlurmSettings (p. 174)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 175)。
とEnableMemoryBasedScheduling: trueでは、Slurm スケジューラーは各ノード上の各ジョブに必
要なメモリ量を追跡し、この情報を使用して同じコンピュートノードで複数のジョブをスケジュールしま
す。ノード上のジョブに必要なメモリ量の合計は、使用可能なノードメモリより大きくすることはできま
せん。スケジューラは、ジョブが送信されたときに要求されたよりも多くのメモリをジョブが使用しない
ようにします。
とEnableMemoryBasedScheduling: falseでは、ジョブが共有ノード上のメモリをめぐって競合し、
ジョブの失敗を引き起こし、out-of-memoryイベント.

Warning
Slurm は、MB、GB など、ラベルに 2 の累乗表記を使用します。これらのラベルは、それぞれ
MiB と GiB として解釈されます。

Slurm 設定とメモリベースのスケジューリング
とEnableMemoryBasedScheduling: trueでは、Slurm は以下の Slurm 設定パラメータを設定しま
す。
• SelectTypeParameters=CR_CPU_Memory」(slurm.conf) を参照してください。このオプション
は、ノードメモリを Slurm の消耗品リソースとして設定します。
• ConstrainRAMSpace=yesスラムでcgroup.conf。このオプションを使用すると、ジョブのメモリへ
のアクセスは、ジョブが送信時に要求したメモリ量に制限されます。

Note
他のいくつかの Slurm 設定パラメーターは、これら 2 つのオプションが設定されている場
合、Slurm スケジューラーとリソースマネージャーの動作に影響を与える可能性があります。詳
細については、「」を参照してください。スラムのドキュメント。
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Slurm スケジューラーとメモリベースのスケジューリング
EnableMemoryBasedScheduling: false(デフォルト)
メトリックEnableMemoryBasedSchedulingが false (デフォルト設定) に設定されている場合、Slurm
はスケジューリングアルゴリズムにメモリをリソースとして含めず、ジョブによって使用されるメ
モリを追跡しません。ユーザは--mem MEM_PER_NODEオプションを使用して、ジョブに必要なノー
ドあたりの最小メモリ量を設定します。これにより、スケジューラーはRealMemory少なくとも
値MEM_PER_NODEジョブをスケジュールするとき。
たとえば、あるユーザーが 2 つのジョブを--mem=5GB。CPU や GPU など、要求された他のリソースが
使用可能であれば、8 GiB のメモリを持つノードでジョブを同時に実行できます。この 2 つのジョブは、5
GiB 未満のコンピュートノードではスケジュールされません。RealMemory。

Warning
メモリベースのスケジューリングを無効にすると、Slurm はジョブが使用するメモリ量を追跡し
ません。同じノードで実行されているジョブは、メモリリソースを求めて競合し、他のジョブが
失敗する可能性があります。
メモリベースのスケジューリングが無効になっている場合、ユーザは--mem-per-cpuまたは-mem-per-gpuオプション。これらのオプションは、で説明されている動作と異なる動作を引き起
こす可能性がありますスラムのドキュメント。
EnableMemoryBasedScheduling: true
メトリックEnableMemoryBasedSchedulingが true に設定されている場合、Slurm は各ジョブのメモリ
使用量を追跡し、ジョブが--mem送信オプション。
前の例を使用すると、ユーザーは 2 つのジョブを--mem=5GB。8 GiB のメモリがあるノードでは、必要な
メモリ量の合計がノードで使用可能なメモリよりも大きいため、ジョブを同時に実行することはできませ
ん。
メモリベースのスケジューリングを有効にすると、--mem-per-cpuそして--mem-per-gpuSlurm のド
キュメントに記載されている内容と一貫して動作する。たとえば、ジョブが--ntasks-per-node=2 -c
1 --mem-per-cpu=2GB。この場合、Slurm はジョブにノードあたり合計 4 GiB を割り当てます。

Warning
メモリベースのスケジューリングが有効な場合は、--memジョブをサブミットするときの仕様。
に同梱されているデフォルトの Slurm 設定でAWS ParallelCluster、メモリオプションが含まれ
ていない場合 (--mem,--mem-per-cpuまたは--mem-per-gpu) の場合、Slurm は CPU や GPU
などの他のリソースの一部のみを要求する場合でも、割り当てられたノードのメモリ全体をジョ
ブに割り当てます。これにより、他のジョブで使用できるメモリがないため、ジョブが終了す
るまでノード共有が効果的に防止されます。これは、Slurm がジョブのノードあたりのメモリ
をDefMemPerNodeジョブの送信時にメモリ仕様が提供されていない場合。このパラメータのデ
フォルト値は 0 で、ノードのメモリへの無制限のアクセスを指定します。
また、メモリ量の異なる複数のコンピューティングリソースが同じキューで使用できる場合、メ
モリオプションなしで送信されたジョブには、スケジューラがジョブで使用できるノードに応じ
て、異なるノードで異なる量のメモリが割り当てられる可能性があります。ユーザーは、次のよ
うなオプションのカスタム値を定義できます。DefMemPerNodeまたはDefMemPerCPU、この動
作を防ぐために、Slurm 設定ファイルのクラスターまたはパーティションレベルで。

スラムRealMemoryそしてAWS ParallelCluster SchedulableMemory
に同梱されている Slurm 設定を使用AWS ParallelCluster、Slurm は解釈しますRealMemoryは、ジョブに
使用できるノードあたりのメモリ量です。バージョン 3.2.0 以降、デフォルトでは、AWS ParallelCluster
セットRealMemoryにリストされているメモリの 95% にAmazon EC2 インスタンスタイプAmazon EC2
API によって返されます。DescribeInstanceTypes。

83

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster によってサ
ポートされているスケジューラ

メモリベースのスケジューリングを無効にすると、Slurm スケジューラーはRealMemoryユーザーがジョ
ブを送信するときにノードをフィルタリングするには--mem指定された。
メモリベースのスケジューリングが有効な場合、Slurm スケジューラーはRealMemoryは、コンピュー
ティングノードで実行されているジョブで使用できるメモリの最大量です。
デフォルト設定は、すべてのインスタンスタイプに最適ではない場合があります。
• この設定は、ノードが実際にアクセスできるメモリ量よりも大きい場合があります。これは、コン
ピュートノードがスモールインスタンスタイプの場合に発生する可能性があります。
• この設定は、ノードが実際にアクセスできるメモリ量よりも小さい場合があります。これは、コン
ピュートノードが大きなインスタンスタイプであり、大量の未使用メモリが発生する可能性がある場合
に発生する可能性があります。
ではを使用できま
す。SlurmQueues (p. 162)/ComputeResources (p. 166)/SchedulableMemory (p. 167)の値を微調
整します。RealMemoryによって構成されたAWS ParallelClusterコンピューティングノード用。デフォル
トを上書きするには、SchedulableMemory特にクラスター設定に適しています。
コンピュートノードで実際に使用可能なメモリ量を確認するには、/opt/slurm/sbin/slurmd -Cコマ
ンドをノードで実行します。このコマンドは、ノードのハードウェア構成を返します。RealMemory値. 詳
細については、「slurmd -C」を参照してください。
コンピュートノードのオペレーティングシステムプロセスに十分なメモリがあることを確認するに
は、SchedulableMemoryより低くするRealMemoryによって返される値slurmd -Cコマンド。

AWS Batch (awsbatch)
AWS Batch の詳細については、「AWS Batch」を参照してください。ドキュメントについては、「AWS
Batch IAM ユーザーガイド」を参照してください。
AWS ParallelCluster の AWS Batch CLI コマンド
awsbatch スケジューラを使用すると、AWS Batch の AWS ParallelCluster CLI コマンドは、AWS
ParallelCluster ヘッドノードに自動的にインストールされます。CLI は AWS Batch API のオペレーション
を使用し、次の操作を許可します。
• ジョブの送信と管理
• ジョブ、キュー、ホストのモニタリング
• 従来のスケジューラコマンドのミラーリング

Important
AWS ParallelClusterは GPU ジョブAWS Batch。詳細については、次を参照してください。GPU
ジョブ。
この CLI は個別のパッケージとして配布されます。詳細については、スケジューラサポート (p. 25)を
参照してください。
トピック
• awsbsub (p. 85)
• awsbstat (p. 87)
• awsbout (p. 87)
• awsbkill (p. 88)
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• awsbqueues (p. 88)
• awsbhosts (p. 89)

awsbsub
ジョブをクラスターのジョブキューに送信します。
awsbsub [-h] [-jn JOB_NAME] [-c CLUSTER] [-cf] [-w WORKING_DIR]
[-pw PARENT_WORKING_DIR] [-if INPUT_FILE] [-p VCPUS] [-m MEMORY]
[-e ENV] [-eb ENV_DENYLIST] [-r RETRY_ATTEMPTS] [-t TIMEOUT]
[-n NODES] [-a ARRAY_SIZE] [-d DEPENDS_ON]
[command] [arguments [arguments ...]]

Important
AWS ParallelClusterは GPU ジョブをサポートしていませんAWS Batch。詳細については、次を
参照してください。GPU ジョブ。

位置引数
command
ジョブを送信するか (指定したコマンドがコンピューティングインスタンスで使用可能である必要があ
ります)、転送するファイル名を指定します。「--command-file」も参照してください。
arguments
(オプション) コマンドまたはコマンドファイルの引数を指定します。

名前付き引数
-jn JOB_NAME, --job-name JOB_NAME
ジョブの名前を指定します。最初の文字はアルファベットまたは数字でなければなりません。ジョブ
名には、アルファベット (大文字、小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを含めることができ、
最大 128 文字まで使用可能です。
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターを指定します。
-cf, --command-file
コマンドがコンピューティングインスタンスに転送されるファイルであることを示します。
デフォルト: False
-w WORKING_DIR, --working-dir WORKING_DIR
ジョブの作業ディレクトリとして使用するフォルダを指定します。作業ディレクトリが指定されない
場合、ジョブは、ユーザーのホームディレクトリの job-<AWS_BATCH_JOB_ID> サブフォルダで実
行されます。このパラメータ、または --parent-working-dir パラメータを使用できます。
-pw PARENT_WORKING_DIR, --parent-working-dir PARENT_WORKING_DIR
ジョブの作業ディレクトリの親フォルダを指定します。親の作業ディレクトリが指定されない場合、
デフォルトはユーザーのホームディレクトリに設定されます。job-<AWS_BATCH_JOB_ID> という
名前のサブフォルダが親の作業ディレクトリに作成されます。このパラメータ、または --workingdir パラメータを使用できます。
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-if INPUT_FILE, --input-file INPUT_FILE
コンピューティングインスタンスに転送するファイル (ジョブの作業ディレクトリ内) を指定します。
複数の入力ファイルのパラメータを指定できます。
-p VCPUS, --vcpus VCPUS
コンテナ用に予約する vCPU の数を指定します。–nodes を指定すると、ノードごとの vCPU の数が
識別されます。
デフォルト: 1
-m MEMORY, --memory MEMORY
ジョブに送信するメモリのハード制限 (MiB 単位) を指定します。ここで指定したメモリ制限を超えよ
うとすると、ジョブは強制終了されます。
デフォルト: 128
-e ENV, --env ENV
ジョブ環境にエクスポートする環境変数名のカンマ区切りリストを指定します。すべての環境変数を
エクスポートするには、「all」を指定します。「all」の環境変数のリストには、–env-blacklist
パラメータに一覧表示されている変数や、プレフィックスが PCLUSTER_* または AWS_* の変数は含
まれません。
-eb ENV_DENYLIST, --env-blacklist ENV_DENYLIST
ジョブ環境にエクスポートしない環境変数名のカンマ区切りリストを指定しま
す。HOME、PWD、USER、PATH、LD_LIBRARY_PATH、TERM、および TERMCAP はデフォルトでエク
スポートされません。
-r RETRY_ATTEMPTS, --retry-attempts RETRY_ATTEMPTS
ジョブを RUNNABLE ステータスに移行する回数を指定します。1〜10 回の試行を指定できます。試行
回数の設定値が 1 より大きい場合にジョブが失敗すると、RUNNABLE ステータスに変わるまで、指定
された回数分、再試行します。
デフォルト: 1
-t TIMEOUT, --timeout TIMEOUT
ジョブが終了していない場合に AWS Batch がジョブを終了するまでの時間 (ジョブ試行の
startedAt タイムスタンプから計測) を秒単位で指定します。タイムアウト値は 60 秒以上に指定す
る必要があります。
-n NODES, --nodes NODES
ジョブ用に予約するノード数を指定します。マルチノード並列送信が有効になるように、このパラ
メータに値を指定します。

Note
された時期Scheduler (p. 159)/AwsBatchQueues (p. 159)/CapacityType (p. 160)パ
ラメータはに設定されますSPOT、マルチノードのparallel ジョブないがサポートされていま
す。さらに、AWSServiceRoleForEC2Spotアカウント内でサービスリンクされたロール。
このロールは次のを使用して作成できますAWS CLIコマンド:
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポット
インスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。
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-a ARRAY_SIZE, --array-size ARRAY_SIZE
配列のサイズを示します。2 から 10,000 までの値を指定できます。ジョブの配列プロパティを指定し
た場合は、配列ジョブになります。
-d DEPENDS_ON, --depends-on DEPENDS_ON
ジョブの依存関係のセミコロン区切りリストを指定します。ジョブは最大 20 個のジョブに依存
します。配列ジョブのジョブ ID を指定せずに、SEQUENTIAL タイプの依存関係を指定できま
す。シーケンシャルな依存関係では、各子配列ジョブがインデックス 0 から開始して順番に完
了します。また、配列ジョブのジョブ ID を使用して N_TO_N タイプの依存関係を指定すること
もできます。N_TO_N の依存関係では、このジョブの各インデックスの子は各依存関係の対応
するインデックスの子が完了するまで待機してから開始されます。このパラメータの構文は、
「jobId=<string>,type=<string>;...」です。

awsbstat
クラスターのジョブキューに送信されたジョブを表示します。
awsbstat [-h] [-c CLUSTER] [-s STATUS] [-e] [-d] [job_ids [job_ids ...]]

位置引数
job_ids
出力に表示するジョブ ID のスペース区切りリストを指定します。ジョブがジョブ配列の場合は、すべ
ての子ジョブが表示されます。単一のジョブがリクエストされた場合は、詳細バージョンで表示され
ます。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターを示します。
-s STATUS, --status STATUS
含めるジョブステータスのカンマ区切りリストを指定します。デフォルトのジョブのステー
タスは「active」です。有効な値は、SUBMITTED、PENDING、 RUNNABLE、STARTING、
RUNNING、SUCCEEDED、 FAILED、ALL です。
デフォルト値は、SUBMITTED、PENDING、RUNNABLE、STARTING、RUNNING です。
-e, --expand-children
子を含むジョブを拡張します (配列とマルチノードの並列ジョブのいずれも)。
デフォルト: False
-d, --details
ジョブの詳細を表示します。
デフォルト: False

awsbout
指定されたジョブの出力を表示します。
awsbout [-h] [-c CLUSTER] [-hd HEAD] [-t TAIL] [-s] [-sp STREAM_PERIOD] job_id
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位置引数
job_id
ジョブ ID を指定します。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターを示します。
-hd HEAD, --head HEAD
ジョブ出力の最初の HEAD 行を取得します。
-t TAIL, --tail TAIL
ジョブ出力の最後の <tail> 行を取得します。
-s, --stream
ジョブ出力を取得してから、追加の出力が生成されるのを待ちます。ジョブ出力の最新の <tail> 行か
ら開始するには、この引数に –tail を指定します。
デフォルト: False
-sp STREAM_PERIOD, --stream-period STREAM_PERIOD
ストリーミング期間を設定します。
デフォルト: 5

awsbkill
クラスターに送信されたジョブをキャンセルし、終了します。
awsbkill [-h] [-c CLUSTER] [-r REASON] job_ids [job_ids ... ]

位置引数
job_ids
キャンセルまたは終了するジョブ ID のスペース区切りリストを指定します。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターの名前を示します。
-r REASON, --reason REASON
キャンセル理由と合わせて、ジョブにアタッチするメッセージを示します。
デフォルト:「Terminated by the user」

awsbqueues
クラスターに関連付けられているジョブキューを表示します。
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awsbqueues [-h] [-c CLUSTER] [-d] [job_queues [job_queues ... ]]

位置引数
job_queues
表示するキュー名のスペース区切りリストを指定します。単一のキューがリクエストされた場合は、
詳細バージョンで表示されます。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターの名前を指定します。
-d, --details
キューの詳細を表示するかどうかを示します。
デフォルト: False

awsbhosts
クラスターのコンピューティング環境に属するホストを表示します。
awsbhosts [-h] [-c CLUSTER] [-d] [instance_ids [instance_ids ... ]]

位置引数
instance_ids
インスタンス ID のスペース区切りリストを指定します。単一のインスタンスがリクエストされた場合
は、詳細バージョンで表示されます。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターの名前を指定します。
-d, --details
ホストの詳細を表示するかどうかを示します。
デフォルト: False

AWS ParallelClusterリソースとタグ付け
とAWS ParallelClusterタグを作成して追跡し、管理することができますAWS ParallelClusterリソースの使
用料金を見積もることができます。必要なタグを定義します。AWS CloudFormationですべてのクラスタ
リソースを作成して伝播するTagsセクション (p. 191)クラスター設定ファイルの。また、次のようなタ
グを使用することもできます。AWS ParallelClusterは、リソースを追跡および管理するために自動的に生
成します。
クラスターを作成すると、クラスターとそのリソースに、AWS ParallelClusterそしてAWSこのセクション
で定義されているシステムタグ。
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AWS ParallelClusterは、クラスタインスタンス、ボリューム、およびリソースにタグを適用します。クラ
スタースタックを識別するには、AWS CloudFormation適用するAWSクラスタインスタンスにシステムタ
グを付けます。クラスター EC2 起動テンプレートを識別するために、EC2 はインスタンスにシステムタ
グを適用します。タグは、のの表示と管理に使用できます。AWS ParallelClusterリソースの使用料金を見
積もることができます。
変更できませんAWSシステムタグ。への衝撃を避けるためにAWS ParallelCluster機能、変更しないAWS
ParallelClusterタグ。
の例を次に示します。AWSのシステムタグAWS ParallelCluster資源。変更することはできません。
"aws:cloudformation:stack-name"="clustername"

の例を次に示します。AWS ParallelClusterリソースに適用されるタグ。変更しないでください。
"parallelcluster:cluster-name"="clustername"

これらのタグは、AWS Management Console。

タグの表示
1.

次の場所で EC2 コンソールをナビゲートしますhttps://console.aws.amazon.com/ec2/。

2.

すべてのクラスタータグを表示するには、タグナビゲーションペインを使用する場合。

3.

インスタンスごとにクラスタータグを表示するには、インスタンスナビゲーションペインを使用する
場合。

4.

クラスターインスタンスを選択します。

5.

[タグの管理タブをクリックし、タグを表示します。

6.

[収納家具タブをインスタンス詳細に表示します。

7.

を選択しますボリューム ID。

8.

In (イン)ボリュームで、ボリュームを選択します。

9.

[タグタブをクリックし、タグを表示します。

AWS ParallelClusterヘッドノードのインスタンスタグ
キー

タグ値

parallelcluster:cluster-name

clustername

Name

HeadNode

aws:ec2launchtemplate:id

lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version

1

parallelcluster:node-type

HeadNode

aws:cloudformation:stack-name

clustername

aws:cloudformation:logical-id

HeadNode

aws:cloudformation:stack-id

arn:aws:cloudformation:regionid:ACCOUNTID:stack/clustername/
1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0

parallelcluster:version

3.2.0
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AWS ParallelClusterヘッドノードルートボリュームタグ
タグキー

タグ値

parallelcluster:cluster-name

clustername

parallelcluster:node-type

HeadNode

parallelcluster:version

3.2.0

AWS ParallelClusterコンピューティングノードのインスタンスタグ
キー

タグ値

parallelcluster:cluster-name

clustername

parallelcluster:compute-resource-name

compute-resource-name

aws:ec2launchtemplate:id

lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version

1

parallelcluster:node-type

Compute

parallelcluster:queue-name

queue-name

parallelcluster:version

3.2.0

AWS ParallelClusterコンピュートノードルートボリュームタグ
タグキー

タグ値

parallelcluster:cluster-name

clustername

parallelcluster:compute-resource-name

compute-resource-name

parallelcluster:node-type

Compute

parallelcluster:queue-name

queue-name

parallelcluster:version

3.2.0

アマゾン CloudWatch ダッシュボード
アマゾン CloudWatch ダッシュボードは、クラスターの作成時に作成されます。これにより、
クラスター内のノードのモニタリングや、Amazon に保存されたログの確認が容易になりま
す。 CloudWatch ログ。ダッシュボードの名前は ClusterName-Region です。ClusterName
はクラスターの名前、#####はクラスターの AWS リージョン です。ダッシュボードは
コンソールから、または https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?
region=Region#dashboards:name=ClusterName-Region を開くことでアクセスできます。
Amazon Amazon の詳細 CloudWatch ダッシュボード、「」を参照してください。Amazon Amazon の使
用 CloudWatch ダッシュボードのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
Amazon Amazon を作成しない場合は CloudWatch ダッシュボード、設定して無効にす
るMonitoring (p. 190)/Dashboards (p. 191)/CloudWatch (p. 191)/Enabled (p. 168)にfalse。
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Amazon との統合 CloudWatch ログ
の詳細 CloudWatch ログ、「」を参照してください。アマゾン CloudWatch Logs ユーザーガイド。を設
定するには CloudWatch ログの統合、を参照してください。Monitoring (p. 190)セクションに追加し
ます。カスタムログを追加する方法については、こちらを参照してください。 CloudWatch を使用したの
設定append-config「」を参照してください。複数 CloudWatch エージェント設定ファイルのアマゾン
CloudWatch ユーザーガイド。

アマゾン CloudWatch クラスターログをログに記録する
ロググループは、クラスターごとに /aws/parallelcluster/cluster-name-<timestamp>
という名前 (例: /aws/parallelcluster/testCluster-202202050215) で作成
されます。ノード別の各ログ (またはパスに * が含まれている場合はログのセット) に
は、{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier} という名前のログストリームが存在します。
(例: ip-172-31-10-46.i-02587cf29cc3048f3.nodewatcher) ログデータが送信される CloudWatch
によってCloudWatch エージェントとして走る。rootすべてのクラスターインスタンスで。
アマゾン CloudWatch ダッシュボードは、クラスターの作成時に作成されます。このダッシュボードで
は、に保存されているログを簡単に確認することができます。 CloudWatch ログ。詳細については、「ア
マゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 91)」を参照してください。
以下のリストには、ログのパスとそれらのログに使用される logIdentifier が含まれます。
• /var/log/cfn-init.log (cfn-init)
• /var/log/chef-client.log (chef-client)
• /var/log/cloud-init.log (cloud-init)
• /var/log/cloud-init-output.log (cloud-init-output)
• /var/log/dcv/agent.*.log (dcv-agent)
• /var/log/dcv/dcv-xsession.*.log (dcv-xsession)
• /var/log/dcv/server.log (dcv-server)
• /var/log/dcv/sessionlauncher.log (dcv-session-launcher)
• /var/log/dcv/Xdcv.*.log (Xdcv)
• /var/log/messages (system-messages)
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd (clustermgtd)
• /var/log/parallelcluster/computemgtd (computemgtd)
• /var/log/parallelcluster/pcluster_dcv_authenticator.log (dcv-authenticator)
• /var/log/parallelcluster/pcluster_dcv_connect.log (dcv-ext-authenticator)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
• /var/log/slurmctld.log (slurmctld)
• /var/log/slurmd.log (slurmd)
• /var/log/supervisord.log (supervisord)
• /var/log/syslog (syslog)
使用するクラスター内のジョブAWS Batch到達したジョブの出力を格納します。RUNNING,SUCCEEDED, ま
たはFAILEDの状態に追加します。 CloudWatch ログ。ロググループは /aws/batch/job、ログストリー
ム名形式は jobDefinitionName/default/ecs_task_id です。デフォルトでは、このログは永久に
失効しませんが、保持期間を変更することもできます。詳細については、次を参照してください。でログ
データ保管期間を変更する CloudWatch ログのアマゾン CloudWatch Logs ユーザーガイド。
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アマゾン CloudWatch ログイメージログを構築する
ロググループは、カスタムビルドイメージごとに名前で作成されます。/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-<image-id>。名前を持つ一意のログストリーム{pcluster-version}/1 に
は、ビルドイメージプロセスの出力が含まれます。
ログにアクセスするには、pcluster (p. 115)イメージコマンド。詳細については、AWS
ParallelClusterAMI のカスタマイズ (p. 104)を参照してください。

Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) は、同じサブネット上の他のインスタンスとの低レイテンシーのネットワー
ク通信用の OS バイパス機能を備えたネットワークデバイスです。EFA は Libfabric を使用して公開され、
メッセージングパッシングインターフェイス (MPI) を使用するアプリケーションで使用できます。
で EFA を使用するにはAWS ParallelClusterとSlurmスケジューラ、セッ
トSlurmQueues (p. 162)/ComputeResources (p. 166)/Efa (p. 168)/Enabled (p. 168)にtrue。
EFA をサポートする EC2 インスタンスのリストを確認するには、「」を参照してください。サポートさ
れるインスタンスタイプのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
EFA 対応インスタンスをプレイスメントグループで実行することをお勧めします。これにより、インス
タンスは、1 つのアベイラビリティーゾーン内の低レイテンシーグループに起動されます。でプレイスメ
ントグループを設定する方法に関する詳細については、「」AWS ParallelCluster「」を参照してくださ
い。SlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/PlacementGroup (p. 164)。
詳細については、次を参照してください。Elastic Fabric AdapterのLinux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドそしてエラスティックファブリックアダプタと、HPC ワークロードを拡張AWS
ParallelClusterのAWSオープンソースブログ。

Note
デフォルトでは、Ubuntuディストリビューションは有効にするptrace(プロセストレース)
保護。ptraceLibfabric が適切に機能するように、保護が無効になります。詳細について
は、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド) の「Disable ptrace protection」(終了保護の無効化) を参照してください。

Intel MPI を有効にする
インテル MPI はAWS ParallelClusterAMIalinux2,centos7,ubuntu1804、およびubuntu2004の
値Image (p. 146)/Os (p. 147)設定。

Note
インテル MPI を使用するには、「Intel simplified software license」(インテル簡易ソフトウェアラ
イセンス) の条項を確認し、同意する必要があります。
デフォルトでは、Open MPI はパス上に配置されます。Open MPI の代わりにインテル MPI を有効にする
には、まずインテル MPI モジュールをロードする必要があります。その後、module load intelmpi を
使用して最新版をインストールする必要があります。モジュールの正確な名前は、更新ごとに変更されま
す。使用可能なモジュールを確認するには、module avail を実行します。出力は次のとおりです。
$ module avail
-----------------------------/usr/share/Modules/modulefiles
-------------------------------dot
modules
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libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0
module-git
module-info

null
openmpi/4.1.4
use.own

-----------------------------/opt/intel/mpi/2021.6.0/modulefiles
--------------------------intelmpi

使用しているクライアントDCV (p. 100)クライアントとImage (p. 146)/Os (p. 147)で
すubuntu1804またはubuntu2004、を参照してくださいUbuntu、インテル MPI モジュール、NICE
DCV (p. 262)。
モジュールをロードするには、module load modulename を実行します。mpirun を実行するために使
用するスクリプトにこれを追加できます。
$ module load intelmpi

ロードされているモジュールを確認するには、module list を実行します。
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) intelmpi

Intel MPI が有効になっていることを確認するには、mpirun --version を実行します。
$ mpirun --version
Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2021.6 Build 20220227 (id: 28877f3f32)
Copyright 2003-2022, Intel Corporation.

Intel MPI モジュールがロードされると、Intel MPI ツールを使用するように複数のパスが変更されま
す。Intel MPI ツールでコンパイルされたコードを実行するには、まず Intel MPI モジュールをロードしま
す。

Note
インテル MPI は、AWS Graviton ベースのインスタンスと互換性がありません。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 以前は、中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンの AWS
ParallelCluster AMI でインテル MPI が使用できませんでした。

AWS ParallelCluster API
AWS ParallelCluster API とは何ですか？
AWS ParallelCluster API はサーバーレスアプリケーションであり、AWS アカウント に導入すること
で、API を介して AWS ParallelCluster の機能にプログラムでアクセスできるようになります。
AWS ParallelClusterAPI は自己完結型のAWS CloudFormationテンプレートは主にAmazon API Gatewayエ
ンドポイント、公開するAWS ParallelCluster機能、およびAWS Lambda呼び出された機能の実行を処理す
る関数。
次の図は、のハイレベルアーキテクチャ図です。AWS ParallelClusterAPI インフラストラクチャ
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AWS ParallelClusterAPI ドキュメント
AWS ParallelCluster API を記述した OpenAPI 仕様ファイルは、以下のサイトからダウンロードできま
す。
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/parallelcluster/<VERSION>/
api/ParallelCluster.openapi.yaml

OpenAPI 仕様ファイルを起点として、Swagger UI や Redoc などの多くの利用可能なツールの 1 つを使用
して、AWS ParallelCluster API のドキュメントを作成することができます。
AWS ParallelCluster API のデプロイ方法
AWS ParallelCluster API をデプロイするには、AWS アカウント の管理者である必要があります。
API のデプロイに使用したテンプレートは、以下の URL から入手できます。
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/parallelcluster/<VERSION>/
api/parallelcluster-api.yaml

どこ<REGION>はAWS リージョンAPI がおよびにデプロイされる必要がある場所<VERSION>はAWS
ParallelClusterバージョン (3.2.0 など)。
-Dockerの展開に使用されたイメージAWS Lambda関数実装AWS ParallelCluster機能は次の場所で利用で
きます。https://gallery.ecr.aws/parallelcluster/pcluster-api

Warning
AWS Lambda や Amazon API Gateway サービスへの特権的なアクセス権を持つ AWS アカウント
のユーザーは、自動的に AWS ParallelCluster の API リソースを管理する権限を継承します。

AWS CLI でデプロイする
CLI で使用する AWS 認証情報を設定します (まだ設定していない場合)。
$ aws configure

以下のコマンドを実行して、API をデプロイします。
REGION=<region>
API_STACK_NAME=<stack-name> # This can be any name
VERSION=3.2.0
aws cloudformation create-stack \
--region ${REGION} \
--stack-name ${API_STACK_NAME} \
--template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region
${REGION}
$
$
$
$

デプロイのカスタマイズ
テンプレートで公開されている AWS CloudFormation パラメータを使用して、API デプロイをカスタマイ
ズすることができます。CLI でデプロイする際にパラメータの値を設定するには、以下のオプションを使
用できます: --parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=Value。
以下に示すパラメータはすべてオプションです。
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• リージョン - Region パラメータは、API がすべてのAWS リージョン (デフォルト) のリソースを制御で
きるか、単一の AWS リージョン のリソースを制御できるかを決定するために使用できます。この値に
は、アクセスを制限するために、API がデプロイされるリージョンを設定してください。
• ParallelClusterFunctionRole-これは、に割り当てられる IAM ロールよりも優先されます。AWS Lambda
関数実装AWS ParallelClusterします。パラメータは、IAM ロールの ARN を受け取ります。このような
ロールは、IAM プリンシパルとして AWS Lambda を持つように設定する必要があります。
• CustomDomainName,CustomDomainCertificate,CustomDomainHostedZoneId-これらのパ
ラメータにより、Amazon API Gateway エンドポイントのカスタムドメインを設定できま
す。CustomDomainNameは、使用するドメインの名前です。CustomDomainCertificateはの ARN
ですかAWSこのドメイン名の管理証明書とCustomDomainHostedZoneIdの ID はAmazon Route 53レ
コードを作成するホストゾーン。
• EnableIamAdminAccess-デフォルトではAWS Lambda関数を実行するAWS ParallelClusterAPI
オペレーションは、特権的な IAM アクセスを防ぐ IAM ロールが設定されています
(EnableIamAdminAccess=false). このため、IAM ロールやポリシーの作成を必要とするオペレー
ションを API で実行することができません。このため、クラスターやカスタムイメージの作成は、IAM
ロールがリソース構成のインプットの場合にのみ可能です。
EnableIamAdminAccess が true に設定されている場合、AWS ParallelCluster API には、クラスター
のデプロイやカスタム AMI の生成に必要な IAM ロールの作成を管理する権限が付与されます。

Warning
これを true に設定すると、AWS ParallelCluster オペレーションを実行する AWS Lambda 機能
に IAM 管理者権限が付与されます。
このモードを有効にしたときにアンロックできる機能の詳細については、「IAM リソースを管理する
ユーザーポリシー (p. 39)」を参照してください。
• PermissionsBoundaryPolicy-このパラメータは、IAM ポリシーの ARN を受け付けるもの
で、EnableIamAdminAccessは、 に設定されます。true。IAM ポリシーが指定されている場合、API
AWS Lambda 機能に付与される IAM 許可は、与えられた許可バウンダリの使用に条件付きで制限され
ます。
このモードによる制限の詳細については、「PermissionsBoundary モード (p. 41)」を参照してく
ださい。
• CreateApiUserRole-デフォルトでは、AWS ParallelClusterAPI には、API を呼び出す権限のある唯一
のロールとして設定される IAM ロールの作成が含まれます。 Amazon API Gateway エンドポイント
は、実際には、作成されたユーザーのみに呼び出しアクセス権限を付与するリソースベースのポリシー
で設定されています。 そのような制限を解除するにはCreateApiUserRole=false次に、選択した
IAM ユーザーに API へのアクセスを付与します。詳細については、「Amazon API Gateway Developer
Guide」(Amazon API Gateway デベロッパーガイド) の「Control access for invoking an API」(API を呼
び出すためのアクセスの制御) を参照してください。

Warning
API エンドポイントへの CreateApiUserRole=true アクセスが Amazon API Gateway のリ
ソースポリシーによって制限されていない場合、制約のない execute-api:Invoke 許可を持
つすべての IAM ロールは AWS ParallelCluster 機能にアクセスすることができます。詳細につ
いては、次を参照してください。API Gateway リソースポリシーを使用して API へのアクセス
を制御するのAPI Gateway 開発者ガイド。

Warning
-ParallelClusterApiUserRoleすべてを呼び出すためのアクセス許可があるAWS
ParallelClusterAPI オペレーション。API リソースのサブセットへのアクセスを制限するに
は、「API Gateway Developer Guide」(API Gateway デベロッパーガイド) の「Control who
can call an API Gateway API method with IAM policies」(IAM ポリシーを使用した API Gateway
API メソッドコールをどのユーザーに許可するか制御する) を参照してください。
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API の更新
ユースケース 1: 最新の AWS ParallelCluster バージョンへの更新
オプション 1: 対応する API を削除して、既存の API を削除します。AWS CloudFormation上記のように新
しい API をスタックしてデプロイします。
オプション 2: 次の手順で既存の API をアップデートします。
REGION=<region>
API_STACK_NAME=<stack-name> # This needs to correspond to the existing API stack name
VERSION=3.2.0
aws cloudformation update-stack \
--region ${REGION} \
--stack-name ${API_STACK_NAME} \
--template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-update-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region
${REGION}
$
$
$
$

ユースケース 2: デプロイされた AWS ParallelCluster バージョンで利用可能な最新の Docker イメージビ
ルドへの API の更新
AWS ParallelCluster は、API AWS Lambda 機能のために、更新およびパッチが適用された依存関係を含
んだリフレッシュされた Docker イメージを定期的にデプロイすることができます。このようなリフレッ
シュイメージは、特定の AWS ParallelCluster バージョンに同梱されている機能の変更を含むものではあり
ません。デプロイされたバージョンの API に最新の Docker イメージを使用するには、以下の手順を実行
します。
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ DOCKER_UPDATE_IMAGE_PIPELINE=$(aws cloudformation describe-stacks --region
${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} --query "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey=='ParallelClusterDockerUpdateImagePipeline'].OutputValue" --output text)
$ aws imagebuilder start-image-pipeline-execution --region ${REGION} --image-pipeline-arn
${DOCKER_UPDATE_IMAGE_PIPELINE}

これにより、EC2 Image Builder パイプラインの構築が開始され、デプロイされた API バージョンに対応
する最新の AWS ParallelCluster Docker イメージの取得が行われます。

invokeAWS ParallelClusterAPI
AWS ParallelCluster Amazon API Gateway エンドポイントは AWS_IAM 認証タイプに設定されているた
め、すべてのリクエストに有効な IAM 認証情報による SigV4 署名が必要となります (API リファレンス:
http リクエストの作成)。
デフォルトの設定でデプロイされた場合、API の呼び出し許可は、API で作成されたデフォルトの IAM
ユーザーにのみ付与されます。
そのようなユーザーの ARN を検索するには、次のように実行します。
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} -query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiUserRole'].OutputValue" --output
text

このようなユーザーの一時的な認証情報は、STS AssumeRole。
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AWS ParallelCluster API のエンドポイントは、以下のコマンドを実行することで取得できます。
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} -query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiInvokeUrl'].OutputValue" --output
text

AWS ParallelCluster API は、OpenAPI の仕様に準拠した HTTP クライアントから呼び出すことができま
す。詳細はこちら:
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/parallelcluster/<VERSION>/
api/ParallelCluster.openapi.yaml

ここのドキュメントにある通り、リクエストには SigV4 署名が必要です。
現時点では、公式な API クライアントの実装はありません。ただし、API クライアントは、OpenAPI
Generator を使って、OpenAPI モデルから簡単に生成することができます。クライアントが生成された
後、SigV4 署名が提供されていない場合は追加する必要があります。
Python API クライアントのリファレンス実装は、AWS ParallelCluster のリポジトリにあります。Python
API クライアントの使用方法の詳細については、AWS ParallelCluster API の使用 (p. 241)チュートリア
ル
Amazon Cognito や Lambda Authorizers などのより高度なアクセスコントロールメカニズムを実装した
り、AWS WAF や API キーで API をさらに保護したりするには、Amazon API Gateway のドキュメントに
従ってください。

Warning
AWS ParallelCluster API の呼び出しを許可された IAM ユーザーは、AWS ParallelCluster が
AWS アカウント で管理するすべての AWS リソースを間接的に制御することができます。
これには、AWSIAM ユーザーが IAM ポリシーの制限により直接制御できないリソース。た
とえば、AWS ParallelClusterクラスターは、その構成によっては、Amazon EC2 インスタン
ス、Amazon EC2 インスタンス、Amazon Elastic File System のデプロイを含むことがありま
す。AWS のサービスが使用しているユーザーAWS ParallelClusterIAM ユーザーが直接制御できな
い可能性があること。

Warning
でクラスターを作成する場合AdditionalIamPolicies設定で指定されている場合、追加のポリ
シーは次のパターンのいずれかに一致する必要があります。
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster*
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster/*
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

他の追加のポリシーが必要な場合は、次のいずれかを実行できます。
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• の編集DefaultParallelClusterIamAdminPolicyで:
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml

ポリシーを追加します。ArnLike/iam:PolicyARNセクションに追加します。
• ポリシーの指定を省略AdditionalIamPolicies設定ファイルに追加し、ポリシーをAWS
ParallelClusterクラスター内に作成されたインスタンスロール。

API ログとメトリクスへのアクセス
API ログは Amazon に公開されています。 CloudWatch その保存期間は 30 日間です。を取得するには
LogGroup API デプロイに関連する name は、次のコマンドを実行します。
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} -query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterLambdaLogGroup'].OutputValue" --output
text

また、Lambda のメトリクス、ログ、AWS X-Ray トレースログは Lambda コンソールからもアクセスで
きます。API デプロイに関連する Lambda 関数の ARN を取得するには、次のコマンドを実行します。
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} -query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterLambdaArn'].OutputValue" --output text

NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。
NICE DCV はリモート可視化技術で、リモートの高性能サーバーでホストされるグラフィック多用 3D ア
プリケーションに安全に接続することを可能にします。詳細については、「NICE DCV」を参照してくだ
さい。
NICE DCV ソフトウェアは、ヘッドノードに自動的にインストールされ、HeadNode (p. 148) 構成から
Dcv (p. 153) セクションを使用して有効にすることができます。
HeadNode:
Dcv:
Enabled: true

このように、AWS ParallelClusterセット/home/<DEFAULT_AMI_USER>ヘッドノードでDCV サー
バストレージフォルダ。NICE DCV の設定パラメータの詳細については、「」を参照してくださ
い。HeadNode (p. 148)/Dcv (p. 153)。NICE DCV セッションに接続するには、pcluster dcvconnect (p. 119) コマンドを使用します。
もしImage (p. 146)/Os (p. 147)ですubuntu1804またはubuntu2004クラスタは以下を使用するよう
に設定されていますIntel MPI (p. 93)モジュール、「」を参照Ubuntu、インテル MPI モジュール、NICE
DCV (p. 262)。

NICE DCV HTTPS 証明書
NICE DCV は、NICE DCV クライアント と NICE DCV サーバー間のトラフィックを保護するために使用
される自己署名証明書を自動的に生成します。
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デフォルトの自己署名 NICE DCV 証明書を別の証明書に置き換えるには、まずヘッドノードに接続しま
す。次に、pcluster dcv-connect (p. 119) コマンドを実行する前に、証明書とキーの両方を /etc/
dcv フォルダにコピーします。
詳細については、「NICE DCV Administrator Guide」(NICE DCV 管理者ガイド) の「Changing the TLS
certificate」(TLS 証明書を変更する) を参照してください。

NICE DCV のライセンス
Amazon EC2 インスタンスで実行する場合、NICE DCV サーバーはライセンスサーバーを必要としませ
ん。ただし、NICE DCV サーバーは定期的に Amazon S3 バケットに接続して、有効なライセンスが使用
可能かどうかを判断する必要があります。
AWS ParallelCluster は、必要な許可をヘッドノードの IAM ポリシーに自動的に追加します。カスタム
IAM インスタンスポリシーを使用する場合、「NICE DCV Administrator Guide」(NICE DCV 管理者ガイ
ド) の「NICE DCV on Amazon EC2」(NICE DCVの Amazon EC2での利用) で説明されている許可を使用
してください。
トラブルシューティングのヒントについては、「NICE DCV の問題のトラブルシューティング (p. 262)」
を参照してください。

pcluster update-cluster を使用する
AWS ParallelCluster 3.x では、pcluster update-cluster (p. 142) は現在のクラスターを作成する際
に使用された設定と、設定ファイルの設定を分析して問題を発見します。問題が発見された場合は報告さ
れ、問題を解決するための手順が表示されます。例えば、コンピューティング InstanceType (p. 166)
が変更された場合、アップデートを行う前にコンピューティングフリートを停止する必要があります。こ
の問題は、発見された時点で報告されます。ブロッキング問題が発見されなければ、アップデートプロセ
スが開始され、変更が報告されます。
「」を使用できます。pcluster update-cluster (p. 142) --dryrun option実行前に変更を確認
します。詳細については、「pcluster update-cluster の例 (p. 103)」を参照してください。
トラブルシューティングガイダンスについては、を参照してください。AWS ParallelCluster のトラブル
シューティング (p. 250)。

ポリシーの更新:定義:定義
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。
この設定を変更すると、pcluster update-cluster (p. 142) を使ってクラスターを更新できるよ
うになります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。
この設定を変更すると、クラスターの更新ができなくなります。元のクラスターの設定を元に戻し、
更新された設定で新しいクラスターを作成する必要があります。元のクラスターは削除できます。新
しいクラスターを作成するには、pcluster create-cluster (p. 117)。元のクラスターを削除す
るには、pcluster delete-cluster (p. 120)。
ポリシーの更新: この設定は、更新中には分析されません。
これらの設定は、pcluster update-cluster (p. 142) を使用して変更し、クラスターを更新する
ことができます。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要があり
ます。
これらの設定は、コンピューティングフリートが存在する間は変更できません。変更を元に戻すか、
コンピューティングフリートを停止させる必要があります (を使用します) する必要があります (を使
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用します) する必要があります。pcluster update-compute-fleet (p. 143)). コンピューティン
グフリートが停止したら、クラスターを更新できます (pcluster update-cluster (p. 142)) を
クリックして変更を有効にします。たとえば、「」を使用をします。Slurmタスクスケジューラによ
るSlurmQueues (p. 162)/ComputeResources (p. 166)/-Name (p. 166)/MinCount (p. 167) >
0、コンピューティングフリートが開始されます。
ポリシーの更新: この設定は、更新中には減らすことはできません。
これらの設定は変更できますが、減らすことはできません。これらの設定を減らす必要がある場
合は、元のクラスターの設定を元に戻し、更新した設定で新しいクラスターを作成する必要があり
ます。元のクラスターは削除できます。新しいクラスターを作成するには、pcluster createcluster (p. 117)。元のクラスターを削除するには、pcluster delete-cluster (p. 120)。
ポリシーの更新: キューを現在のノード数以下に減らすには、まずコンピューティングフリートを停止させ
る必要があります。
これらの設定は変更可能ですが、もし変更によってキューのサイズが現在のサイズより小さくなる場
合は、コンピューティングフリートを停止させる必要があります (を使用します) する必要がありま
す。pcluster update-compute-fleet (p. 143)). コンピューティングフリートが停止したら、
クラスターを更新できます (pcluster update-cluster (p. 142)) をクリックして変更を有効にし
ます。
ポリシーの更新: キュー内の静的ノードの数を減らすには、まずコンピューティングフリートを停止させる
必要があります。
これらの設定は変更可能ですが、もし変更によってキュー内の静的ノードの数が現在のサイズより小
さくなる場合は、コンピューティングフリートを停止させる必要があります (を使用します) する必要
があります。pcluster update-compute-fleet (p. 143)). コンピューティングフリートが停止
したら、クラスターを更新できます (pcluster update-cluster (p. 142)) をクリックして変更を
有効にします。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。強制的に更新した場合、新しい値は
無視され、既存の値が使用されます。
この設定を変更すると、クラスターの更新ができなくなります。元のクラスターの設定を元に戻し、
更新された設定で新しいクラスターを作成する必要があります。元のクラスターは削除できます。新
しいクラスターを作成するには、pcluster create-cluster (p. 117)。元のクラスターを削除す
るには、pcluster delete-cluster (p. 120)。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy (p. 174)更新で変
更するためには、を設定する必要があります。
これらの設定は変更できます。コンピューティングフリートを停止する必要があります (pcluster
update-compute-fleet (p. 143)) またはQueueUpdateStrategy (p. 174)設定する必要があり
ます。コンピューティングフリートが停止した後、またはQueueUpdateStrategy (p. 174)が設定
されている場合、クラスタを更新できます (pcluster update-cluster (p. 142)) をクリックして
変更を有効にします。
ポリシーの更新: このリスト値の設定では、更新中に新しい値を追加するか、既存の値を削除するときにコ
ンピューティングフリートを停止する必要があります。
これらの設定の新しい値は、更新中に追加できます。新しい値をリストに追加すると、クラスターを
更新できるようになります (を使用します) し、クラスターを更新できるようになります (を使用しま
す) し、クラスターpcluster update-cluster (p. 142)).
リストから既存の値を削除するには、コンピューティングフリートを停止する必要があります
(pcluster update-compute-fleet (p. 143)).
たとえば、「」を使用をします。Slurmスケジューラと新しいキューの追加SlurmQueues (p. 162)で
は、コンピューティングフリートを停止することなくクラスターを更新できます。既存のキュー
を削除するにはSlurmQueues (p. 162)、コンピュートフリートを最初に停止する必要があります
(pcluster update-compute-fleet (p. 143)).
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pcluster update-cluster の例
• この例では、いくつかの許可された変更を伴う更新を実際に行い、更新を直接開始します。
$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{
"cluster": {
"clusterName": cluster_name,
"cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": stack_arn,
"region": "us-east-1",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
},
"changeSet": [
{
"parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
"requestedValue": [
"sg-0cd61884c4ad11234"
],
"currentValue": [
"sg-0cd61884c4ad16341"
]
}
]
}

• この例では、いくつかの変更が許可されたドライランアップデートを行います。ドライランは、アップ
デートを開始せずに変更内容を報告するのに便利です。
$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1 --dryrun true
{
"message": "Request would have succeeded, but DryRun flag is set.",
"changeSet": [
{
"parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
"requestedValue": [
"sg-0cd61884c4ad11234"
],
"currentValue": [
"sg-0cd61884c4ad16341"
]
}
]
}

• この例では、アップデートをブロックするいくつかの変更を加えたアップデートです。
$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{
"message": "Update failure",
"updateValidationErrors": [
{
"parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName",
"requestedValue": "mykey_2",
"message": "Update actions are not currently supported for the 'KeyName' parameter.
Restore 'KeyName' value to 'jenkinsjun'. If you need this change, please consider
creating a new cluster instead of updating the existing one.",
"currentValue": "mykey_1"
},
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{

"parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1t2micro].InstanceType",
"requestedValue": "c4.xlarge",
"message": "All compute nodes must be stopped. Stop the compute fleet with the
pcluster update-compute-fleet command",
"currentValue": "t2.micro"
},
{
"parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir",
"requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir",
"message": "Update actions are not currently supported for the 'MountDir'
parameter. Restore 'MountDir' value to '/shared'. If you need this change, please
consider creating a new cluster instead of updating the existing one.",
"currentValue": "/shared"
}
],
"changeSet": [
{
"parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
"requestedValue": [
"sg-0cd61884c4ad11234"
],
"currentValue": [
"sg-0cd61884c4ad16341"
]
},
{
"parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName",
"requestedValue": "mykey_2",
"currentValue": "mykey_1"
},
{
"parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1t2micro].InstanceType",
"requestedValue": "c4.xlarge",
"currentValue": "t2.micro"
},
{
"parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir",
"requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir",
"currentValue": "/shared"
}
]
}

AWS ParallelClusterAMI のカスタマイズ
次のようなカスタム AMI を構築するシナリオがあります。AWS ParallelClusterが必要です。このセ
クションでは、その方法について説明します。AWS ParallelClusterのカスタマイズをサポートAWS
ParallelClusterAMI とその構築時に考慮すべき事項
カスタムの AWS ParallelCluster AMI を構築するには 2 つの方法があります。
1. の作成ビルドイメージの設定ファイル (p. 196)そして使ってpclusterEC2 Image Builder でイメージ
を構築するための CLI。このプロセスは自動化され、繰り返し可能で、監視をサポートします。詳細に
ついては、『』を参照してください。pcluster (p. 115)イメージコマンド。
2. からのインスタンスの作成AWS ParallelClusterAMI、ログインして手動で変更を加え、Amazon EC2 を
使用して変更したインスタンスから新しい AMI を作成します。このプロセスは時間がかかりませんが、
自動化も反復もできず、pclusterCLI イメージ監視コマンド。
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これらの方法の詳細については、「」を参照してください。カスタム AWS ParallelCluster AMI の構
築 (p. 208)。

AWS ParallelClusterAMI カスタマイズに関する考慮
選択するかどうかpclusterイメージコマンドまたは手動でカスタムイメージを作成する方法について
は、事前検証テストを実施し、イメージ作成のステータスを監視するための準備を含めることをお勧めし
ます。
カスタム AMI を構築するにはpcluster、作成するビルドイメージの設定ファイ
ル (p. 196)とBuild (p. 197)そしてImage (p. 147)そのセクションEC2 Image Builderを使
用して、カスタムイメージを構築します。-Buildセクションでは、Image Builder がイメージ
を構築するために必要なものを指定します。ParentImage (p. 197)(ベースイメージ)、およ
びComponents (p. 199)。AnImage Builder コンポーネントイメージ作成前にインスタンスをカスタマ
イズしたり、作成されたイメージによって起動されたインスタンスをテストしたりするのに必要な一連の
ステップを定義します。にとってAWS ParallelClusterコンポーネントの例については、を参照してくださ
いカスタム AMI。-Imageセクションは画像のプロパティを指定します。
pcluster から呼び出された場合build-image (p. 116)カスタムイメージを作成するために、Image
Builder はビルドイメージ設定を使用してAWS ParallelClusterクックブックからブートストラップへAWS
ParallelClusterあなたにParentImage (p. 197)。コンポーネントのダウンロード、ビルドと検証の
フェーズの実行、AMI の作成、AMI からのインスタンスの起動、テストの実行を行います。プロセスが完
了すると、新しいイメージまたは停止メッセージが生成されます。

カスタムコンポーネント検証テストを実行
Image Builder コンポーネントを構成に含める前に、次のいずれかの方法を使用してテストと検証を行いま
す。Image Builder プロセスが完了するまでに 1 時間以上かかることがあるため、事前にコンポーネントを
テストしておくと、時間を大幅に節約できます。
スクリプトケース
ビルドイメージプロセス外の実行中のインスタンスでスクリプトをテストし、スクリプトが終了コー
ド 0 で終了することを確認します。
Amazon リソースネーム (ARN) ケース
で説明されている要件に従って、ビルドイメージプロセスの外部にある実行中のインスタンスでコン
ポーネントドキュメントをテストします。コンポーネントマネージャ()Image Builder ユーザーガイ
ド。
検証が成功したら、ビルドイメージ設定にコンポーネントを追加します。
カスタムコンポーネントが機能していることを確認したら、それをビルドイメージの設定ファイ
ル (p. 196)。

Image Builder プロセスを監視するにはpclusterデバッグに役
立つコマンド
describe-image (p. 125)
このコマンドを使用して、ビルドイメージのステータスを監視します。
list-image-log-streams (p. 139)
このコマンドを使用して、ログイベントの取得に使用できるログストリームの ID を取得します。getimage-log-events (p. 133)。
get-image-log-events (p. 133)
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このコマンドを使用して、ビルドイメージプロセスイベントのログストリームを取得します。
例えば、次のコマンドに示すように、ビルドイメージイベントの末尾化が可能です。
$ watch -n 1 'pcluster get-image-log-events -i <image-id> \
--log-stream-name <pcluster-version>/1 \
--query "events[*].message" | tail -n 50'

get-image-stack-events (p. 135)
このコマンドを使用して、Image Builder によって作成されたスタックのイメージスタックイベントを取得
します。
export-image-logs (p. 129)
このコマンドを使用して、イメージログを保存します。
詳細についてはAWS ParallelClusterログと Amazon CloudWatch、「」を参照してくださいアマゾ
ン CloudWatch ログイメージログを構築する (p. 93)そしてアマゾン CloudWatch ダッシュボー
ド (p. 91)。

その他の考慮事項
新規AWS ParallelClusterプロセスをリリースし、カスタム AMI
カスタム AMI を構築して使用した場合は、新しいのリリースごとに、カスタム AMI を作成したとき
の手順を繰り返す必要があります。AWS ParallelClusterがリリースされます。
カスタムブートストラップアクション
「」を参照してください。カスタムブートストラップアクション (p. 62)ご希望の変更がスクリプト
化され、future のでサポートされるかどうかをご確認いただけますAWS ParallelClusterがリリースさ
れます。
カスタム AMI の使用
カスタム AMI は、のクラスタ設定で指定できます。Image (p. 146)/CustomAmi (p. 147)そし
てScheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/-Name (p. 163)/Image (p. 165)/CustomAmi (p. 165)セ
クション。
カスタム AMI 検証警告のトラブルシューティングについては、カスタム AMI 問題のトラブルシュー
ティング (p. 270)。

ODCR を使用してインスタンスを起動
とOn-Demand Capacity Reservations(ODCR) の場合、特定のアベイラビリティーゾーンで任意の期間キャ
パシティーを予約できます。これにより、によって提供される請求アカウントとは関係なく、キャパシ
ティーの予約を作成および管理できます。Savings Plansまたはリージョンリザーブド。
設定することが可能ですopenまたはtargetedODCR。オープンODCR は、ODCR 属性 (インスタ
ンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリティーゾーン) が一致するインスタンスを対象としま
す。TargetedODCR は、AWS CLIec2run-instancesコマンド。ODCR がopenまたはtargetedで、を
実行AWS CLIec2describe-capacity-reservationコマンド。
ODCR は、と呼ばれるクラスタープレイスメントグループで作成することもできます。CPG ODCR(また
は CPG/ODCR)。
複数のOCRを1つのリソースグループに分類できます。これは、run-instances複数のOCDR を同時に
ターゲットにするには、オーバーライドします。リソースグループの詳細については、「」を参照してく
ださい。リソースグループとはのResource Groups とタグのユーザーガイド。
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ODCR をで使うAWS ParallelCluster
Open ODCRは、どのユーザーでも自動的にサポートされますAWS ParallelCluster。Open OCDR を使用
するとき、で何も指定する必要はありません。AWS ParallelCluster。インスタンスはクラスターに対して
自動的に選択されます。既存のプレイスメントグループを指定するか、AWS ParallelCluster新しいものを
作成してください。
サポート対象targetedOCRs が追加されましたAWS ParallelCluster3.1.1 の。EC2を上書きするメカニズ
ムを導入しましたRunInstancesパラメータを指定し、で設定された各コンピュートリソースに使用する
予約に関する情報を渡します。AWS ParallelCluster。このメカニズムは、targetedODCR。この場合、
を指定する必要があります。run-instances次のセクションで説明するように設定を上書きします。
を使用している場合targetedODCR では、プレイスメントグループを指定できます。前のケースと同様
に、aを指定する必要があります。run-instances設定を上書きします。
もしAWS作成したtargetedODCRを使用している場合、または特定のリザーブドインスタンスのセット
がある場合、プレイスメントグループを指定することはできません。これは、AWSプレイスメントグルー
プの設定と競合する可能性があります。そのため、アプリケーションにプレイスメントグループが必要な
場合は、CPG ODCR。いずれにせよ、指定する必要がありますrun-instances設定を上書きします。
CPG ODCR を使用している場合は、run-instances構成を上書きし、クラスター構成で同じプレイスメ
ントグループを指定する必要があります。

リザーブドインスタンスをAWS ParallelCluster
リザーブドインスタンスは違うキャパシティ予約 (ODCR) より。ある2 つの型リザーブドインスタンスの
ある地域の予約インスタンスは、キャパシティーを予約できません。ある帯状予約インスタンスは、指定
されたアベイラビリティーゾーンでキャパシティー
リージョンリザーブドインスタンスがある場合、キャパシティーの予約はなく、キャパシティー不足エ
ラーが発生する可能性があります。ゾーンリザーブドインスタンスがある場合、キャパシティーは予約さ
れていますが、run-instances指定するために使用できる API パラメータ。
リザーブドインスタンスは、AWS ParallelClusterバージョン。では何も指定する必要はありませんAWS
ParallelClusterインスタンスが自動的に選択されます。
ゾーンリザーブドインスタンスを使用する場合、クラスター構成でプレイスメントグループの指定を省略
することで、潜在的な容量不足エラーを回避できます。

を使用するRunInstancesのカスタマイズAWS ParallelCluster3
の場合targetedオンデマンド容量予約 (ODR)
EC2RunInstancesパラメータは、クラスタキューに構成されたコンピュートリソースごと
にオーバーライドできます。これを行うには、を作成します/opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.json以下のコードスニペットコンテンツを含むクラスターのヘッドノー
ド上のファイル。
• ${queue_name}: オーバーライドを適用するキューの名前です。
• ${compute_resource_name}: はオーバーライドを適用するコンピュートリソースです。
• ${overrides}: は、次のリストを含む任意の JSON オブジェクトです。RunInstancesキュー
とインスタンスタイプの特定の組み合わせに使用するオーバーライド。オーバーライド構文
は、instancesboto3 に電話してください。

{

"${queue_name}": {
"${compute_resource_name}": {
${overrides}
},
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}

},
...

...

たとえば、次の JSON は ODCR グループを設定しますgroup_arnのために使用され
るp4d.24xlargeキューに設定されているインスタンスmy-queueそしてコンピュートリソースでmycompute-resource。
{

}

"my-queue": {
"my-compute-resource": {
"CapacityReservationSpecification": {
"CapacityReservationTarget": {
"CapacityReservationResourceGroupArn": "group_arn"
}
}
}
}

このような JSON ファイルが生成されると、AWS ParallelClusterクラスターのスケーリングを担当する
デーモンは、オーバーライド設定を自動的に取得し、インスタンスの起動に使用を開始します。指定され
たパラメータがインスタンスのプロビジョニングに使用されていることを確認するために、次のログファ
イルを参照できます。
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(静的な容量の場合)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log(動的容量の場合)
パラメータが適切に使用されていれば、以下を含むログエントリが見つかります。
Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>

を使用してクラスターを作成しますtargetedオンデマンド容量
予約 (ODR)
1.

キャパシティーをグループ化するリソースグループを作成する
$ aws resource-groups create-group --name EC2CRGroup \
--configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}'
'{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-resourcetypes", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'

Note
リソースグループは、他のアカウントが共有するリソースをサポートしていません。
ターゲットを絞ったODCR が別のアカウントと共有されている場合は、リソースグループを
作成する必要はありません。を使用するCapacityReservationIdステップ 3 のリソース
グループの代わりに:
#!/bin/bash
set -e
# Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{
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}
EOF

"my-queue": {
"my-compute-resource": {
"CapacityReservationSpecification": {
"CapacityReservationTarget": {
"CapacityReservationId": "cr-abcdef01234567890"
}
}
}
}

リソースグループにキャパシティ予約を追加します。新しいODCR を作成するたびに、それをグ
ループ予約に追加します。必ずに置き換えてください。ACCOUNT_IDをアカウント ID に置き換えま
す。PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATIONキャパシティー予約のIDとREGION_ID側:AWSリー
ジョン ID の確認 (例:us-east-1)
$ aws resource-groups group-resources --region REGION_ID --group EC2CRGroup \
--resource-arns arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacityreservation/PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATION

ローカルコンピュータでポリシードキュメントを作成します。必ずに置き換えてくださ
い。ACCOUNT_IDをアカウント ID に置き換えますREGION_ID側:AWSリージョン ID の確認 (例:useast-1)
cat > policy.json << EOF
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RunInstancesInCapacityReservation",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-reservation/*",
"arn:aws:resource-groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/*"
]
}
]
}
EOF

2.

側 IAM ポリシーの作成AWS作成したJSONファイルを使用してアカウントを作成します。
$ aws iam create-policy --policy-name RunInstancesCapacityReservation --policy-document
file://policy.json

3.

次のインストール後スクリプトを、という名前でインスタンスにローカルに作成しま
す。postinstall.sh。
必ずに置き換えてください。ACCOUNT_IDをアカウント ID に置き換えますREGION_ID側:AWSリー
ジョン ID の確認 (例:us-east-1)
#!/bin/bash
set -e
# Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{
"my-queue": {
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"my-compute-resource": {
"CapacityReservationSpecification": {
"CapacityReservationTarget": {
"CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resourcegroups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/EC2CRGroup"
}
}
}
}
}
EOF

このファイルを S3 にアップロードします。必ずに置き換えてください。BUCKETは一意のバケット名
に置き換えてください。
$ aws s3 mb s3://S3_NAME_BUCKET
aws s3 cp postinstall.sh s3://S3_NAME_BUCKET/postinstall.sh

4.

ローカルクラスター設定を作成し、プレースホルダは独自の値に置き換えてください。
Region: REGION_ID
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: c5.2xlarge
Ssh:
KeyName: YOUR_SSH_KEY
Iam:
S3Access:
- BucketName: S3_NAME_BUCKET
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:policy/RunInstancesCapacityReservation
## This post-install script is executed after the node is configured.
## It is used to install scripts at boot time and specific configurations
## In the script below we are overriding the calls to RunInstance to force
## the provisioning of our my-queue partition to go through
## the On-Demand Capacity Reservation
CustomActions:
OnNodeConfigured:
Script: s3://S3_NAME_BUCKET/postinstall.sh
Networking:
SubnetId: YOUR_PUBLIC_SUBNET_IN_TARGET_AZ
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: my-queue
ComputeResources:
- MinCount: 0
MaxCount: 100
InstanceType: p4d.24xlarge
Name: my-compute-resource
Efa:
Enabled: true
Networking:
## PlacementGroup:
##
Enabled: true ## Keep PG disabled if using targeted ODCR
SubnetIds:
- YOUR_PRIVATE_SUBNET_IN_TARGET_AZ

5.

クラスターを作成します。
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必ずに置き換えてください。cluster-config.yaml設定ファイルの名前で、cluster-dlクラス
ター用に選んだ名前で、REGION_ID側:AWSリージョンID の確認
$ pcluster create-cluster --cluster-configuration cluster-config.yaml --clustername cluster-dl --region REGION_ID

クラスターが作成されると、ポストインストールスクリプトがヘッドノードで実行されます。この
スクリプトでは、run_instances_overrides.jsonファイルおよび呼び出しをオーバーライドす
るRunInstancesをクリックして、パーティションのプロビジョニングにオンデマンドキャパシティ
予約を強制的に適用します。
-AWS ParallelClusterクラスターのスケーリングを担当するデーモンは、この構成を自動的に取得し、
インスタンスの起動に使用を開始します。指定されたパラメータがインスタンスのプロビジョニング
に使用されていることを確認するために、次のログファイルを参照できます。
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(静的な容量の場合-MinCount (p. 167) > 0)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log(動的容量の場合)
パラメータが適切に使用されていれば、以下を含むログエントリが見つかります。
Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>

更新中RunInstancesオーバーライド
生成された JSON 設定は、コンピュートフリートを停止することなくいつでも更新できます。変更が
適用されると、新しいインスタンスの起動には更新された設定が使用されます。更新した設定を実行
中のノードに適用する必要がある場合は、インスタンスを強制終了してノードをリサイクルし、AWS
ParallelClusterをクリックして、それらのノードを置き換えます。これは、EC2 を介してインスタンスを
終了するか、Slurm ノードをDOWNまたはDRAINステータス。
設定例SlurmノードをDOWNまたはDRAIN:
$ scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=down reason=your_reason
scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=drain reason=your_reason

AMI パッチ適用と EC2 インスタンスの置換
動的に起動されたすべてのクラスターコンピューティングノードが一貫した方法で動作するようにするに
は、AWS ParallelClusterクラスタインスタンスの自動 OS 更新を無効にします。さらに、特定のセット
AWS ParallelClusterAMI は、の各バージョン用に構築されています。AWS ParallelClusterおよびそれに関
連付けられた CLI。この特定の AMI セットは変更されず、サポートされるのはAWS ParallelCluster彼らが
構築したバージョン。AWS ParallelClusterリリースされたバージョンの AMI は更新されません。
ただし、緊急のセキュリティの問題により、お客様はこれらの AMI にパッチを追加し、パッチが適
用された AMI でクラスタを更新したい場合があります。これは、AWS ParallelCluster責任共有モデ
ル (p. 479)。
の特定のセットを表示するにはAWS ParallelClusterAMI がサポートしているAWS ParallelCluster現在使用
している CLI バージョンでは、以下を実行します。
$ pcluster version
$ pcluster list-official-images
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-AWS ParallelClusterヘッドノードは静的インスタンスであり、パッチが適用された AMI または別のイン
スタンスを使用するように手動で更新できます。AWS ParallelCluster現在のバージョンの AMI。ヘッド
ノードの再起動と再起動は、以下で完全にサポートされます。AWS ParallelClusterバージョン 3.0.0
インスタンスにエフェメラルインスタンスストアがある場合は、手動で更新する前にイン
スタンスストアデータを保存する必要があります。詳細については、「」を参照してくださ
い。HeadNode (p. 148)/LocalStorage (p. 151)/EphemeralVolume (p. 153)クラスターの構成とイ
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のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イド。
コンピューティングノードはエフェメラルインスタンスです。デフォルトで
は、Head ノードからのみアクセスできます。次で開始AWS ParallelClusterバージョ
ン 3.0.0 では、コンピュートインスタンスに関連付けられている AMI を更新するに
は、Scheduling (p. 157)/SlurmQueues (p. 162)/Image (p. 165)/CustomAmi (p. 165)パラメータ
を実行し、pcluster update-cluster (p. 142)コマンド、でコンピューティングフリートを停止した
後pcluster update-compute-fleet (p. 143):
$ pcluster update-compute-fleet-status --status STOP_REQUESTED

次のいずれかの方法を使用して、コンピュートノードの更新されたカスタム AMI の作成を自動化できま
す。
• を使用するpcluster build-image (p. 116)更新されたコマンドをビルドす
る (p. 197)/ParentImage (p. 197)。
• でビルドを実行しますBuild (p. 197)/UpdateOsPackages (p. 199)/Enabled (p. 199):true。

ヘッドノードインスタンスの更新または置換
状況によっては、ヘッドノードの再起動または再起動が必要になる場合があります。たとえば、OS を手
動で更新する場合や、AWSインスタンスのスケジュールされたリタイアこれは、ヘッドノードインスタン
スの再起動を課します。
インスタンスにエフェメラルドライブがない場合、いつでも停止してから再び起動できます。スケジュー
ルされたリタイアの場合、停止したインスタンスを起動すると、新しいハードウェアを使用するようにイ
ンスタンスが移行されます。
同様に、インスタンスストアを持たないインスタンスを手動で停止および開始できます。この場合、およ
びエフェメラルボリュームのないその他のインスタンスについては、に進みます。クラスタのヘッドノー
ドを停止して開始する (p. 113)。
インスタンスにエフェメラルドライブがあり、停止されている場合、インスタンスストアのデータは失わ
れます。ヘッドノードに使用されるインスタンスタイプにインスタンスストアがあるかどうかは、にある
テーブルから判断できます。インスタンスストアボリューム。

エフェメラルドライブからデータを保存する
次で開始AWS ParallelClusterバージョン 3.0.0 では、ヘッドノードの再起動と再起動は、すべてのインス
タンスタイプで完全にサポートされています。ただし、インスタンスにエフェメラルドライブがある場
合、そのデータは失われます。次の手順に従って、ヘッドノードの再起動または再起動前にデータを保持
します。
保持する必要があるデータがあるかどうかを確認するに
は、EphemeralVolume (p. 153)/MountDir (p. 153)folder/scratchデフォルト値)。
Amazon FSx、Amazon EBS、Amazon EBS など、クラスターに接続されているルートボリュームまたは
共有ストレージシステムにデータを転送できます。リモートストレージへのデータ転送には追加コストが
発生する可能性があることに注意してください。
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データを保存したら、に進みます。クラスタのヘッドノードを停止して開始する (p. 113)。

クラスタのヘッドノードを停止して開始する
1.

クラスターで実行中のジョブがないことを確認します。
を使用する場合Slurmスケジューラ:
• そのファイルにsbatch --no-requeueオプションが指定されていません。実行中のジョブが要求
されます。
• そのファイルに--no-requeueオプションが指定され、実行中のジョブは失敗します。

2.

クラスターコンピューティングフリートの停止をリクエストする:
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
"status": "STOP_REQUESTED",
...
}

3.

コンピューティングフリートのステータスがになるまで待ちますSTOPPED:
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
"status": "STOPPED",
...
}

4.

OS の再起動またはインスタンスの再起動による手動更新の場合は、AWS Management Consoleまた
はAWS CLI。以下は、の使用例です。AWS CLI。
# Retrieve head node instance id
$ pcluster describe-cluster --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
"headNode": {
"instanceId": "i-1234567890abcdef0",
...
},
...
}
# stop and start the instance
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
"StoppingInstances": [
{
"CurrentState": {
"Name": "stopping"
...
},
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"PreviousState": {
"Name": "running"
...
}
}
]
}
$ aws ec2 start-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
"StartingInstances": [
{
"CurrentState": {
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"Name": "pending"
...

}

5.

]

}

},
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"PreviousState": {
"Name": "stopped"
...
}

クラスターコンピューティングフリートの開始:
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status START_REQUESTED
{
"status": "START_REQUESTED",
...
}

AWS ParallelCluster のリファレンス
最新のAWS ParallelCluster3 バージョン: 3.2.0
トピック
• AWS ParallelCluster CLI コマンド (p. 114)
• 設定ファイル (p. 145)

AWS ParallelCluster CLI コマンド
pcluster は プライマリー AWS ParallelCluster の CLI コマンドです。pcluster は、AWS クラウド 内
の HPC クラスターの起動と管理、およびカスタム AMI イメージの作成と管理に使用します。
pcluster3-config-converter は、AWS ParallelCluster バージョン 2 形式のクラスター構成を AWS
ParallelCluster バージョン 3 形式に変換するために使用されます。
pcluster [-h] ( build-image | configure |
create-cluster | dcv-connect |
delete-cluster | delete-cluster-instances | delete-image |
describe-cluster | describe-cluster-instances |
describe-compute-fleet | describe-image |
export-cluster-logs | export-image-logs |
get-cluster-log-events | get-cluster-stack-events |
get-image-log-events | get-image-stack-events |
list-cluster-log-streams | list-clusters |
list-images | list-image-log-streams | list-official-images |
ssh | update-cluster |
update-compute-fleet | version ) ...
pcluster3-config-converter [-h] [-t CLUSTER_TEMPLATE]
[-c CONFIG_FILE]
[--force-convert]
[-o OUTPUT_FILE]

トピック
• pcluster (p. 115)
• pcluster3-config-converter (p. 145)
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pcluster
pcluster は AWS ParallelCluster のプライマリ CLI コマンドです。pcluster は、AWS クラウド 内の
HPC クラスターを起動し、管理するために使用します。
を使用するにはpcluster、以下を使用できます許可 (p. 29)実行する必要があります。
pcluster [-h]

引数
pcluster command
選択肢:build-image (p. 116)、configure (p. 117)、create-cluster (p. 117)、dcvconnect (p. 119)、delete-cluster (p. 120)、delete-clusterinstances (p. 120)、delete-image (p. 121)、describe-cluster (p. 122)、describecluster-instances (p. 123)、describe-compute-fleet (p. 125)、describeimage (p. 125)、export-cluster-logs (p. 128)、export-image-logs (p. 129)、getcluster-log-events (p. 131)、get-cluster-stack-events (p. 132)、get-image-logevents (p. 133)、get-image-stack-events (p. 135)、list-clusters (p. 136)、listcluster-log-streams (p. 137)、list-images (p. 138)、list-image-logstreams (p. 139)、list-official-images (p. 139)、ssh (p. 141)、updatecluster (p. 142)、update-compute-fleet (p. 143)、version (p. 144)

サブコマンド:
トピック
• pcluster build-image (p. 116)
• pcluster configure (p. 117)
• pcluster create-cluster (p. 117)
• pcluster dcv-connect (p. 119)
• pcluster delete-cluster (p. 120)
• pcluster delete-cluster-instances (p. 120)
• pcluster delete-image (p. 121)
• pcluster describe-cluster (p. 122)
• pcluster describe-cluster-instances (p. 123)
• pcluster describe-compute-fleet (p. 125)
• pcluster describe-image (p. 125)
• pcluster export-cluster-logs (p. 128)
• pcluster export-image-logs (p. 129)
• pcluster get-cluster-log-events (p. 131)
• pcluster get-cluster-stack-events (p. 132)
•
•
•
•
•

pcluster get-image-log-events (p. 133)
pcluster get-image-stack-events (p. 135)
pcluster list-clusters (p. 136)
pcluster list-cluster-log-streams (p. 137)
pcluster list-images (p. 138)

• pcluster list-image-log-streams (p. 139)
• pcluster list-official-images (p. 139)
• pcluster ssh (p. 141)
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• pcluster update-cluster (p. 142)
• pcluster update-compute-fleet (p. 143)
• pcluster version (p. 144)

pcluster build-image
指定されたリージョンにカスタム AWS ParallelCluster イメージを作成します。
pcluster build-image [-h]
--image-configuration IMAGE_CONFIGURATION
--image-id IMAGE_ID
[--debug]
[--dryrun DRYRUN]
[--query QUERY]
[--region REGION]
[--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE]
[--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
[--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]

名前付き引数
-h, --help
pcluster build-image のヘルプテキストを表示します。
--image-configuration, -c IMAGE_CONFIGURATION
イメージ設定ファイルを YAML ドキュメントで指定します。
--image-id, -i IMAGE_ID
構築されるイメージの ID を指定します。
--debug
デバッグログを有効にします。
--dryrun DRYRUN
メトリックtrueリソースを作成せずに、検証を行います。イメージの構成を検証するために使用する
ことができます。(デフォルトは false です)
--query QUERY
出力時に実行する JMESPath クエリ。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、イメージ設定ファイルのリージョ
ン (p. 197)設定、環境変数 AWS_DEFAULT_REGION、~/.aws/config ファイルの [default] セ
クションにある region 設定、または --region パラメータを使って指定する必要があります。
--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE
メトリックtrueは、失敗したときにイメージスタックのロールバックを自動的に開始します。(デ
フォルトは false です)
--suppress-validators

SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]

抑制する 1 つまたは複数のコンフィグバリデータを指定します。
形式: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)
--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}
作成が失敗する最小の検証レベルを指定します。(デフォルトは ERROR です)
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ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster build-image --image-configuration image-config.yaml --image-id custom-alinux2image
{
"image": {
"imageId": "custom-alinux2-image",
"imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/customalinux2-image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.2"
}
}

Warning
pcluster build-imageデフォルトの VPC を使用します。デフォルト VPC が削除された場
合、おそらく以下を使用してAWS Control TowerまたはAWSランディングゾーンの場合は、サブ
ネット ID をイメージ設定ファイルで指定する必要があります。詳細については、次を参照してく
ださい。SubnetId (p. 150)。

pcluster configure
AWS ParallelCluster version 3 のインタラクティブな設定ウィザードを開始します。詳細については、
「AWS ParallelCluster の設定 (p. 12)」を参照してください。
pcluster configure [-h]
--config CONFIG
[--debug]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster configure のヘルプテキストを表示します。
--config CONFIG
生成された設定ファイルを出力するパス。
--debug
デバッグログを有効にします。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、イメージ設定ファイルのリージョ
ン (p. 197)設定、環境変数 AWS_DEFAULT_REGION、~/.aws/config ファイルの [default] セ
クションにある region 設定、または --region パラメータを使って指定する必要があります。

pcluster create-cluster
AWS ParallelCluster クラスターを作成します。
pcluster create-cluster [-h]
--cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--dryrun DRYRUN]
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[--query QUERY]
[--region REGION]
[--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE]
[--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
[--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]

名前付き引数
-h, --help
pcluster create-cluster のヘルプテキストを表示します。
--cluster-configuration, -c CLUSTER_CONFIGURATION
YAML クラスター設定ファイルを指定します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
作成するクラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--dryrun DRYRUN
メトリックtrueリソースを作成せずに、検証を行います。これを使用して、クラスターの構成を検証
できます。(デフォルトは false です)
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、クラスター構成ファイルの
Region (p. 146) の設定、AWS_DEFAULT_REGION の環境変数、~/.aws/config ファイルの
[default] セクションにある region 設定、または --region のパラメータを使って指定する必要
があります。
--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE
true の場合、障害発生時に自動的にクラスタースタックのロールバックを開始します。(デフォルト
は true です)
--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]
抑制する 1 つまたは複数のコンフィグバリデータを指定します。
形式: (ALL|タイプ: [A-Za-z0-9]+)
--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}
作成が失敗する最小の検証レベルを指定します。(デフォルトは ERROR です)
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster create-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3
{
"cluster": {
"clusterName": "cluster-v3",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/clusterv3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
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}

}

pcluster dcv-connect
NICE DCV を使用したインタラクティブセッションによるヘッドノードへの接続を許可します。
pcluster dcv-connect [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--key-path KEY_PATH]
[--region REGION]
[--show-url]

名前付き引数
-h, --help
pcluster dcv-connect のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--key-path KEY_PATH
接続に使用する SSH キーのパスを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
--show-url
DCV の接続に使用される URL を出力して終了します。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster dcv-connect -n cluster-3Dcv -r us-east-1 --key-path /home/user/.ssh/key.pem
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pcluster delete-cluster
クラスターの削除を開始します。
pcluster delete-cluster [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster delete-cluster のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster delete-cluster -n cluster-v3
{
"cluster": {
"clusterName": "cluster-v3",
"cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/clusterv3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
}

pcluster delete-cluster-instances
すべてのクラスターコンピューティングノードの強制終了を開始します。これは AWS Batch クラスター
では機能しません。
pcluster delete-cluster-instances [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--force FORCE]
[--query QUERY]
[--region REGION]
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名前付き引数
-h, --help
pcluster delete-cluster-instances のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--force FORCE
メトリックtrueは、検証エラーを無視して強制的に削除します。(デフォルトは false です)
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。

$ pcluster delete-cluster-instances -n cluster-v3

pcluster delete-image
カスタム AWS ParallelCluster イメージの削除を開始します。
pcluster delete-image [-h]
--image-id IMAGE_ID
[--debug]
[--force FORCE]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster delete-image のヘルプテキストを表示します。
--image-id, -i IMAGE_ID
削除するイメージの ID を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--force FORCE
メトリックtrueAMI を使用しているインスタンスがある場合や、AMI が共有されている場合は、強制
的に削除されます。(デフォルトは false です)
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
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--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster delete-image --image-id custom-alinux2-image
{
"image": {
"imageId": "custom-alinux2-image",
"imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.4"
}
}

pcluster describe-cluster
クラスターの詳細情報を取得します。
pcluster describe-cluster [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster describe-cluster のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
クラスターの詳細の例
$ pcluster describe-cluster -n cluster-v3
{
"creationTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z",
"headNode": {
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"launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z",
"instanceId": "i-1234567890abcdef0",
"publicIpAddress": "198.51.100.44",
"instanceType": "t2.micro",
"state": "running",
"privateIpAddress": "192.0.2.0.196"

},
"version": "3.1.4",
"clusterConfiguration": {
"url": "https://parallelcluster-e5ca74255d6c3886-v1-do-not-delete..."
},
"tags": [
{
"value": "3.1.4",
"key": "parallelcluster:version"
}
],
"cloudFormationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
"clusterName": "cluster-v3",
"computeFleetStatus": "RUNNING",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/clusterv3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"lastUpdatedTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z",
"region": "us-east-1",
"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}

使用アイテムdescribe-clusterクラスタ構成を取得するには:
$ curl -o - $(pcluster describe-cluster -n cluster-v3 --query clusterConfiguration.url |
xargs echo)
Region: us-east-1
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
KeyName: adpc
Iam:
S3Access:
- BucketName: cluster-v3-bucket
KeyName: logs
EnableWriteAccess: true
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue1
ComputeResources:
- Name: t2micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 0
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-021345abcdef6789

pcluster describe-cluster-instances
クラスター内のインスタンスについて説明します。
pcluster describe-cluster-instances [-h]
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--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--node-type {HeadNode,ComputeNode}]
[--query QUERY]
[--queue-name QUEUE_NAME]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster describe-cluster-instances のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--node-type {HeadNode,ComputeNode}
リストするノードタイプを指定します。サポートされている値は、HeadNode および ComputeNode
です。このパラメータが指定されていない場合、HeadNode と ComputeNode の両方のインスタンス
が記述されます。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--queue-name QUEUE_NAME
一覧表示するキューの名前を指定します。このパラメータが指定されていない場合、すべてのキュー
のインスタンスが記述されます。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster describe-cluster-instances -n cluster-v3
{
"instances": [
{
"launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z",
"instanceId": "i-1234567890abcdef0",
"publicIpAddress": "198.51.100.44",
"instanceType": "t2.micro",
"state": "running",
"nodeType": "HeadNode",
"privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
},
{
"launchTime": "2022-07-12T17:37:42.000Z",
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}

]

}

"instanceId": "i-021345abcdef6789",
"queueName": "queue1",
"publicIpAddress": "198.51.100.44",
"instanceType": "t2.micro",
"state": "pending",
"nodeType": "ComputeNode",
"privateIpAddress": "192.0.2.0.196"

pcluster describe-compute-fleet
コンピューティングフリートの状況について説明してください。
pcluster describe-compute-fleet [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster describe-compute-fleet のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster describe-compute-fleet -n pcluster-v3
{
"status": "RUNNING",
"lastStatusUpdatedTime": "2022-07-12T17:24:26.000Z"
}

pcluster describe-image
イメージの詳細情報を取得します。
pcluster describe-image [-h]
--image-id IMAGE_ID

125

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster バージョン 3 CLI コマンド
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster describe-image のヘルプテキストを表示します。
--image-id, -i IMAGE_ID
イメージの ID を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster describe-image --image-id custom-alinux2-image
{
"url": "https://parallelcluster-1234abcd5678-v1-do-not-delete..."
},
"imageId": "custom-alinux2-image",
"creationTime": "2022-04-05T20:23:07.000Z"
"imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
"region": "us-east-1",
"ec2AmiInfo": {
"amiName": "custom-alinux2-image 2022-04-05T19-55-22.518Z",
"amiId": "ami-1234abcd5678efgh",
"description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.268-205.500.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.14.2-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.3.11591-1.el7.x86_64, slurm-21-08-6-1",
"state": "AVAILABLE",
"tags": [
{
"value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/parallelclusterimagecustom-alinux2-image/3.1.2/1",
"key": "Ec2ImageBuilderArn"
},
{
"value": "parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete",
"key": "parallelcluster:s3_bucket"
},
{
"value": "custom-alinux2-image",
"key": "parallelcluster:image_name"
},
{
"value": "available",
"key": "parallelcluster:build_status"
},
{
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"value": "s3://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete/
parallelcluster/3.1.2/images/custom-alinux2-image-1234abcd5678efgh/configs/imageconfig.yaml",
"key": "parallelcluster:build_config"
},
{
"value": "EC2 Image Builder",
"key": "CreatedBy"
},
{
"value": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-custom-alinux2-image",
"key": "parallelcluster:build_log"
},
{
"value": "4.14.268-205.500.amzn2.x86_64",
"key": "parallelcluster:kernel_version"
},
{
"value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:444455556666:image/amazon-linux-2x86/2022.3.16/1",
"key": "parallelcluster:parent_image"
},
{
"value": "3.1.2",
"key": "parallelcluster:version"
},
{
"value": "0.5.14",
"key": "parallelcluster:munge_version"
},
{
"value": "21-08-6-1",
"key": "parallelcluster:slurm_version"
},
{
"value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
"key": "parallelcluster:dcv_version"
},
{
"value": "alinux2-image",
"key": "parallelcluster:image_id"
},
{
"value": "3.2.3",
"key": "parallelcluster:pmix_version"
},
{
"value": "parallelcluster/3.2.0/images/alinux2-image-abcd1234efgh56781234",
"key": "parallelcluster:s3_image_dir"
},
{
"value": "1.14.2-1.amzn2.x86_64",
"key": "parallelcluster:efa_version"
},
{
"value": "alinux2",
"key": "parallelcluster:os"
},
{
"value": "aws-parallelcluster-cookbook-3.1.2",
"key": "parallelcluster:bootstrap_file"
},
{
"value": "1.8.23-10.amzn2.1.x86_64",
"key": "parallelcluster:sudo_version"
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},
{

"value": "2.10.8-5.amzn2.x86_64",
"key": "parallelcluster:lustre_version"

}
],
"architecture": "x86_64"

},
"version": "3.1.2"}

pcluster export-cluster-logs
クラスターのログを Amazon S3 バケットを経由して、ローカルの tar.gz アーカイブにエクスポートし
ます。
pcluster export-cluster-logs [-h]
--bucket BUCKET_NAME
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--bucket-prefix BUCKET_PREFIX]
[--debug]
[--end-time END_TIME]
[--filters FILTER [FILTER ...]]
[--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS]
[--output-file OUTPUT_FILE]
[--region REGION]
[--start-time START_TIME]

名前付き引数
-h, --help
pcluster export-cluster-logs のヘルプテキストを表示します。
--bucket BUCKET_NAME
クラスターログデータのエクスポート先の Amazon S3 バケットの名前を指定します。クラスターと
同じリージョンである必要があります。

Note
付与するには Amazon S3 バケットポリシーにアクセス許可を追加する必要があります
CloudWatch へのアクセス。詳細については、次を参照してください。Amazon S3 バケット
に許可を設定する()CloudWatch ログガイド。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--bucket-prefix BUCKET_PREFIX
エクスポートされたログデータが保存される Amazon S3 バケットのパスを指定します。
デフォルトでは、バケットプレフィックスは次のの例
cluster-name-logs-202209061743.tar.gz

202209061743現在の時刻は%Y%m%d%H%Mの形式で設定。
--debug
デバッグログの有効化
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--end-time END_TIME
ログイベントを収集する時間範囲の終わりを指定し、ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例
えば 2021-01-01T20:00:00Z) で表します。この時間と同じかそれ以降のタイムスタンプを持つイ
ベントは含まれません。時間要素 (分、秒など) は省略可能です。デフォルト値は現在の時刻です。
--filters FILTER [FILTER ...]
ログのフィルタを指定します。形式: Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3。 サポートされてい
るフィルタ:
private-dns-name
インスタンスのプライベート DNS 名の短縮形を指定します (例: ip-10-0-0-101)。
node-type
ノードタイプを指定します。このフィルターで受け入れられる値は HeadNode のみです。
--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS
もしtrueでは、Amazon S3 にエクスポートされたオブジェクトが保持されます。(デフォルトは
false です)
--output-file OUTPUT_FILE
ログアーカイブを保存するファイルパスを指定します。これが指定された場合、ログはローカルに
保存されます。それ以外の場合は、Amazon S3 にアップロードされ、出力に URL が返されます。デ
フォルトでは、Amazon S3 にアップロードされます。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
--start-time START_TIME
時間範囲の開始時刻を ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例えば
2021-01-01T20:00:00Z) で指定します。タイムスタンプがこの時間に等しいか、この時間よりも遅
いログイベントが含まれます。指定されていない場合、デフォルトはクラスターが作成された時刻で
す。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster export-cluster-logs --bucket cluster-v3-bucket -n cluster-v3
{
"url": "https://cluster-v3-bucket..."
}

pcluster export-image-logs
Image Builder スタックのログを Amazon S3 バケットを経由して、ローカルの tar.gz アーカイブにエク
スポートします。
pcluster export-image-logs [-h]
--bucket BUCKET
--image-id IMAGE_ID
[--bucket-prefix BUCKET_PREFIX]
[--debug]
[--end-time END_TIME]
[--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS]
[--output-file OUTPUT_FILE]
[--region REGION]
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[--start-time START_TIME]

名前付き引数
-h, --help
pcluster export-image-logs のヘルプテキストを表示します。
--bucket BUCKET_NAME
イメージビルドログのエクスポート先の Amazon S3 バケット名を指定します。イメージと同じリー
ジョンである必要があります。

Note
付与するには Amazon S3 バケットポリシーにアクセス許可を追加する必要があります
CloudWatch へのアクセス。詳細については、次を参照してください。Amazon S3 バケット
に許可を設定する()CloudWatch ログガイド。
--image-id, -i IMAGE_ID
ログがエクスポートされるイメージ ID。
--bucket-prefix BUCKET_PREFIX
エクスポートされたログデータが保存される Amazon S3 バケットのパスを指定します。
デフォルトでは、バケットプレフィックスは次のの例
ami-id-logs-202209061743.tar.gz

202209061743現在の時刻は%Y%m%d%H%Mの形式で設定。
--debug
デバッグログの有効化
--end-time END_TIME
ログイベントを収集する時間範囲の終わりを指定し、ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例
えば 2021-01-01T20:00:00Z) で表します。この時間と同じかそれ以降のタイムスタンプを持つイ
ベントは含まれません。時間要素 (分、秒など) は省略可能です。デフォルト値は現在の時刻です。
--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS
もしtrueでは、Amazon S3 にエクスポートされたオブジェクトが保持されます。(デフォルトは
false です)
--output-file OUTPUT_FILE
ログアーカイブを保存するファイルパスを指定します。これが指定された場合、ログはローカルに
保存されます。それ以外の場合は、Amazon S3 にアップロードされ、出力に URL が返されます。デ
フォルトでは、Amazon S3 にアップロードされます。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
--start-time START_TIME
時間範囲の開始時刻を ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例えば
2021-01-01T20:00:00Z) で指定します。タイムスタンプがこの時間に等しいか、この時間よりも遅
いログイベントが含まれます。指定されていない場合、デフォルトはクラスターが作成された時刻で
す。
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ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster export-image-logs --bucket image-v3-bucket --image-id ami-1234abcd5678efgh
{
"url": "https://image-v3-bucket..."
}

pcluster get-cluster-log-events
ログストリームに関連するイベントを取得します。
pcluster get-cluster-log-events [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
--log-stream-name LOG_STREAM_NAME
[--debug]
[--end-time END_TIME]
[--limit LIMIT]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]
[--start-from-head START_FROM_HEAD]
[--start-time START_TIME]

名前付き引数
-h, --help
pcluster get-cluster-log-events のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--log-stream-name LOG_STREAM_NAME
ログストリームの名前を指定します。以下を使用できますlist-cluster-log-streamsコマンドを
使用して、1 つまたは複数のイベントに関連するログストリームを取得します。
--debug
デバッグログの有効化
--end-time END_TIME
時間範囲の終了時刻を指定し、ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例えば
2021-01-01T20:00:00Z) で表します。この時間と同じかそれ以降のタイムスタンプを持つイベント
は含まれません。
--limit LIMIT
返されるログイベントの最大数数を指定します。値が指定されていない場合、最大値は 1 MB の応答
サイズに収まるログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントまでとなります。
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
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--start-from-head START_FROM_HEAD
値が true の場合、最も古いログイベントが最初に返されます。値が false の場合、最も新しいログ
イベントが最初に返されます。(デフォルトは false です)
--start-time START_TIME
時間範囲の開始時刻を ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例えば
2021-01-01T20:00:00Z) で指定します。タイムスタンプがこの時間と同じか、この時間よりも遅い
イベントが含まれます。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster get-cluster-log-events \
-c cluster-v3 \
-r us-east-1 \
--log-stream-name ip-198-51-100-44.i-1234567890abcdef0.clustermgtd \
--limit 3
{
"nextToken": "f/36966906399261933213029082268132291405859205452101451780/s",
"prevToken": "b/36966906399239632467830551644990755687586557090595471362/s",
"events": [
{
"message": "2022-07-12 19:16:53,379 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes] INFO - Performing node maintenance actions",
"timestamp": "2022-07-12T19:16:53.379Z"
},
{
"message": "2022-07-12 19:16:53,380 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes] INFO - Following nodes are currently in replacement: (x0) []",
"timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z"
},
{
"message": "2022-07-12 19:16:53,380 [slurm_plugin.clustermgtd:_terminate_orphaned_instances] - INFO - Checking for orphaned
instance",
"timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z"
}
]
}

pcluster get-cluster-stack-events
指定されたクラスターのスタックに関連するイベントを取得します。
pcluster get-cluster-stack-events [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster get-cluster-stack-events のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
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--debug
デバッグログの有効化
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster get-cluster-stack-events \
-n cluster-v3 \
-r us-east-1 \
--query "events[0]"
{
"eventId": "1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/clusterv3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"resourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
"stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/clusterv3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"stackName": "cluster-v3",
"logicalResourceId": "cluster-v3",
"resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
"timestamp": "2022-07-12T18:29:12.140Z"
}

pcluster get-image-log-events
イメージビルドに関連するイベントを取得します。
pcluster get-image-log-events [-h]
--image-id IMAGE_ID
--log-stream-name LOG_STREAM_NAME
[--debug]
[--end-time END_TIME]
[--limit LIMIT]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]
[--start-from-head START_FROM_HEAD]
[--start-time START_TIME]

名前付き引数
-h, --help
pcluster get-image-log-events のヘルプテキストを表示します。
--image-id, -i IMAGE_ID
イメージの ID を指定します。
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--log-stream-name LOG_STREAM_NAME
ログストリームの名前を指定します。以下を使用できますlist-image-log-streamsコマンドを使
用して、1 つまたは複数のイベントに関連するログストリームを取得します。
--debug
デバッグログの有効化
--end-time END_TIME
時間範囲の終了時刻を指定し、ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例えば
2021-01-01T20:00:00Z) で表します。この時間と同じかそれ以降のタイムスタンプを持つイベント
は含まれません。
--limit LIMIT
返されるログイベントの最大数数を指定します。値が指定されていない場合、最大値は 1 MB の応答
サイズに収まるログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントまでとなります。
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
--start-from-head START_FROM_HEAD
値が true の場合、最も古いログイベントが最初に返されます。値が false の場合、最も新しいログ
イベントが最初に返されます。(デフォルトは false です)
--start-time START_TIME
時間範囲の開始時刻を ISO 8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ、例えば
2021-01-01T20:00:00Z) で指定します。この時間と同じかそれ以降のタイムスタンプを持つイベン
トが含まれます。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster get-image-log-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --logstream-name 3.1.2/1 --limit 3
{
"nextToken": "f/36778317771100849897800729464621464113270312017760944178/s",
"prevToken": "b/36778317766952911290874033560295820514557716777648586800/s",
"events": [
{
"message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION",
"timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z"
},
{
"message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/
parallelclusterimage-test-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh/3.1.2/1",
"timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z"
},
{
"message": "TOE has completed execution successfully",
"timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z"
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}

]

}

pcluster get-image-stack-events
指定されたイメージビルドのスタックに関連するイベントを取得します。
pcluster get-image-stack-events [-h]
--image-id IMAGE_ID
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster get-image-stack-events のヘルプテキストを表示します。
--image-id, -i IMAGE_ID
イメージの ID を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster get-image-stack-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 -query "events[0]"
{
"eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z",
"physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2/1",
"resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"resourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
"resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":
\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\",\"ImageRecipeArn
\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2\",\"DistributionConfigurationArn
\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:distribution-configuration/
parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\",\"EnhancedImageMetadataEnabled
\":\"false\",\"Tags\":{\"parallelcluster:image_name\":\"custom-alinux2-image\",
\"parallelcluster:image_id\":\"custom-alinux2-image\"}}",
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"stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-alinux2image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"stackName": "custom-alinux2-image",
"logicalResourceId": "ParallelClusterImage",
"resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image",
"timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}

pcluster list-clusters
既存のクラスターのリストを取得します。
pcluster list-clusters [-h]
[--cluster-status {CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE,
DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS,
UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED}
[{CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE,
DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS,
UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED} ...]]
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster list-clusters のヘルプテキストを表示します。
--cluster-status {CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED, CREATE_COMPLETE,
DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED, UPDATE_IN_PROGRESS, UPDATE_COMPLETE,
UPDATE_FAILED} [{CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED, CREATE_COMPLETE,
DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED, UPDATE_IN_PROGRESS, UPDATE_COMPLETE,
UPDATE_FAILED} ...]
フィルタリングの対象となるクラスターステータスのリストを指定します。(デフォルトは all です)
--debug
デバッグログの有効化
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster list-clusters
{
"clusters": [
{
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"clusterName": "cluster-v3",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}
]
}

pcluster list-cluster-log-streams
クラスターに関連付けられているログストリームのリストを取得します。
pcluster list-cluster-log-streams [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--filters FILTERS [FILTERS ...]]
[--next-token NEXT_TOKEN] [--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster list-cluster-log-streams のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--filters FILTERS [FILTERS ...]
ログストリームのフィルタを指定します。形式: Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3。 サポー
トされているフィルタ:
private-dns-name
インスタンスのプライベート DNS 名の短縮形を指定します (例: ip-10-0-0-101)。
node-type
ノードタイプを指定します。このフィルターで受け入れられる値は HeadNode のみです。
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
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$ pcluster list-cluster-log-streams \
-n cluster-v3 \
-r us-east-1 \
--query 'logStreams[*].logStreamName'
[
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cfn-init",
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.chef-client",
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cloud-init",
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.clustermgtd",
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.slurmctld",
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.supervisord",
"ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.system-messages"
]

pcluster list-images
既存のカスタムイメージのリストを取得します。
pcluster list-images [-h]
--image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster list-images のヘルプテキストを表示します。
--image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}
指定されたステータスでイメージを絞り込みます。
--debug
デバッグログの有効化
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster list-images --image-status AVAILABLE
{
"images": [
{
"imageId": "custom-alinux2-image",
"imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
"ec2AmiInfo": {
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}

]

}

"amiId": "ami-1234abcd5678efgh"
},
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.2"

pcluster list-image-log-streams
イメージに関連付けられたログストリームのリストを取得します。
pcluster list-image-log-streams [-h]
--image-id IMAGE_ID
[--next-token NEXT_TOKEN] [--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster list-image-log-streams のヘルプテキストを表示します。
--image-id, -i IMAGE_ID
イメージの ID を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--next-token NEXT_TOKEN
ページ分割されたリクエストに使用するトークンを指定します。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster list-image-log-streams --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 -query 'logStreams[*].logStreamName'
[
"3.0.0/1",
"3.1.2/1"
]

pcluster list-official-images
公式の AWS ParallelCluster AMI について説明します。
pcluster list-official-images [-h]
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[--architecture ARCHITECTURE]
[--debug]
[--os OS]
[--query QUERY]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster list-official-images のヘルプテキストを表示します。
--architecture ARCHITECTURE
検索結果のフィルタリングに使用するアーキテクチャを指定します。このパラメータが指定されてい
ない場合は、すべてのアーキテクチャが返されます。
--debug
デバッグログの有効化
--os OS
結果のフィルタリングに使用するオペレーティングシステムを指定します。このパラメータが指定さ
れていない場合は、すべてのオペレーティングシステムが返されます。
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、イメージ設定ファイルのリージョ
ン (p. 197)設定、環境変数 AWS_DEFAULT_REGION、~/.aws/config ファイルの [default] セ
クションにある region 設定、または --region パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2
$ pcluster list-official-images
{
"images": [
{
"amiId": "ami-015cfeb4e0d6306b2",
"os": "ubuntu2004",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2004-lts-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-34.759Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "x86_64"
},
{
"amiId": "ami-036f23237ce49d25b",
"os": "ubuntu1804",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-17.558Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "x86_64"
},
{
"amiId": "ami-09e5327e694d89ef4",
"os": "ubuntu2004",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2004-lts-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-45.736Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "arm64"
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},
{
"amiId": "ami-0b9b0874c35f626ae",
"os": "alinux2",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-31.311Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "x86_64"
},
{
"amiId": "ami-0bf6d01f398f3737e",
"os": "centos7",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-centos7-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-25.001Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "x86_64"
},
{
"amiId": "ami-0d0de4f95f56374bc",
"os": "alinux2",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-46.088Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "arm64"
},
{
"amiId": "ami-0ebf7bc54b8740dc6",
"os": "ubuntu1804",
"name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-45.293Z",
"version": "3.1.2",
"architecture": "arm64"
}
]

}

pcluster ssh
事前に入力されているクラスターのユーザー名と IP アドレスを使用して ssh コマンドを実行します。。
任意の引数は ssh コマンドラインの末尾に付加されます。
pcluster ssh [-h]

--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--dryrun DRYRUN]
[--region REGION]

名前付き引数
-h, --help
pcluster ssh のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
接続するクラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--dryrun DRYRUN
メトリックtrue、実行するコマンドラインを出力して終了します。(デフォルトは false です)
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--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
例:
$ pcluster ssh --cluster-name mycluster -i ~/.ssh/id_rsa

事前に入力されているクラスターのユーザー名と IP アドレスを使用して ssh コマンドを実行します。
ssh ec2-user@1.1.1.1 -i ~/.ssh/id_rsa

pcluster update-cluster
既存のクラスターを、指定された設定ファイルの設定に合わせて更新します。
pcluster update-cluster [-h]
--cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--dryrun DRYRUN]
[--force-update FORCE_UPDATE]
[--query QUERY]
[--region REGION]
[--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
[--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]

名前付き引数
-h, --help
pcluster update-cluster のヘルプテキストを表示します。
--cluster-configuration, -c CLUSTER_CONFIGURATION
YAML クラスター設定ファイルを指定します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--debug
デバッグログの有効化
--dryrun DRYRUN
メトリックtrueは、クラスタを更新したりリソースを作成したりせずに検証を実行します。イメージ
の構成や更新の要件を検証するために使用することができます。(デフォルトは false です)
--force-update FORCE_UPDATE
メトリックtrueは、更新検証のエラーを無視して、強制的に更新を行います。(デフォルトは false
です)
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
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--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、クラスター構成ファイルの
Region (p. 146) の設定、AWS_DEFAULT_REGION の環境変数、~/.aws/config ファイルの
[default] セクションにある region 設定、または --region のパラメータを使って指定する必要
があります。
--suppress-validators

SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]

抑制する 1 つまたは複数のコンフィグバリデータを指定します。
形式: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)
--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}
更新について報告される検証エラーのレベルを指定します。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster update-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3 -r us-east-1
{
"cluster": {
"clusterName": "cluster-v3",
"cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/clusterv3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
},
"changeSet": [
{
"parameter": "HeadNode.Iam.S3Access",
"requestedValue": {
"BucketName": "pc-beta-test",
"KeyName": "output",
"EnableWriteAccess": false
}
},
{
"parameter": "HeadNode.Iam.S3Access",
"currentValue": {
"BucketName": "pcluster-east-test-bucket",
"KeyName": "logs",
"EnableWriteAccess": true
}
}
]
}

pcluster update-compute-fleet
クラスターコンピューティングフリートの状態を更新します。
pcluster update-compute-fleet [-h]
--cluster-name CLUSTER_NAME
--status {START_REQUESTED,STOP_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]
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名前付き引数
-h, --help
pcluster update-compute-fleet のヘルプテキストを表示します。
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME
クラスターの名前を指定します。
--status {START_REQUESTED,STOP_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}
クラスターコンピューティングフリートに適用されるステータスを指定します。ステータス
START_REQUESTED と STOP_REQUESTED は slurm スケジューラに対応し、ステータス ENABLED と
DISABLED は AWS Batch スケジューラに対応しています。
--debug
デバッグログの有効化
--query QUERY
出力に対して実行する JMESPath クエリを指定します。
--region, -r REGION
使用する AWS リージョン を指定します。リージョンは、AWS_DEFAULT_REGION の環境変
数、~/.aws/config ファイルの [default] セクションにある region 設定、または --region の
パラメータを使って指定する必要があります。
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster update-compute-fleet -n cluster-v3 --status STOP_REQUESTED
{
"status": "STOP_REQUESTED",
"lastStatusUpdatedTime": "2022-07-12T20:19:47.653Z"
}

pcluster version
AWS ParallelCluster のバージョンを表示します。
pcluster version [-h] [--debug]

名前付き引数
-h, --help
pcluster version のヘルプテキストを表示します。
--debug
デバッグログの有効化
ユースの例AWS ParallelClusterバージョン 3.1.4
$ pcluster version
{
"version": "3.1.4"
}
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pcluster3-config-converter
AWS ParallelCluster バージョン 2 のコンフィグレーションファイルを読み込み、AWS ParallelCluster
バージョン 3 のコンフィグレーションファイルを書き込みます。
pcluster3-config-converter [-h]
[-t CLUSTER_TEMPLATE]
[-c CONFIG_FILE]
[--force-convert]
[-o OUTPUT_FILE]

名前付き引数
-h, --help
pcluster3-config-converter のヘルプテキストを表示します。
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE
変換するコンフィグレーションファイルの [cluster] セクション (p. 376)を指定します。指定され
ていない場合、スクリプトは [global] セクション (p. 374)のcluster_template (p. 374)パラ
メータを検索するか、[cluster default] を検索します。
-c CONFIG_FILE, --config-file CONFIG_FILE
読み込む AWS ParallelCluster バージョン 2 の設定ファイルを指定します。
--force-convert
1 つ以上の設定がサポートされておらず、推奨されていない場合でも、変換を有効にします。
-o OUTPUT_FILE, --output-file OUTPUT_FILE
書き込む AWS ParallelCluster バージョン 3 の設定ファイルを指定します。このパラメータが指定さ
れていない場合、設定内容は標準出力に書き込まれます。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 3.0.1 で pcluster3-config-converter コマンドをサポート
しました。

設定ファイル
AWS ParallelCluster バージョン 3 では、設定用のパラメーターに YAML 1.1 ファイルを使用しています。
最新のAWS ParallelCluster3 バージョン: 3.2.0
トピック
• クラスター設定ファイル (p. 145)
• ビルドイメージの設定ファイル (p. 196)

クラスター設定ファイル
AWS ParallelCluster バージョン 3 では、クラスターインフラストラクチャの定義とカスタム AMI の定
義を別々の設定ファイルで管理しています。すべての設定ファイルは YAML 1.1 ファイルを使用してい
ます。それぞれの設定ファイルの詳細については、以下のリンクを参照してください。設定例について

145

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
設定ファイル

は、https://github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/example_configs を参照し
てください。
これらのオブジェクトは、AWS ParallelCluster バージョン 3 のクラスター構成に使用されます。
最新のAWS ParallelCluster3 バージョン: 3.2.0
トピック
• クラスター設定ファイルのプロパティ (p. 146)
• Imageセクション (p. 146)
• HeadNodeセクション (p. 148)
• Schedulingセクション (p. 157)
• SharedStorageセクション (p. 176)
• Iamセクション (p. 189)
• Monitoringセクション (p. 190)
• Tagsセクション (p. 191)
• AdditionalPackagesセクション (p. 192)
• DirectoryServiceセクション (p. 192)

クラスター設定ファイルのプロパティ
Region (オプション、String)
クラスターのリージョンを指定します。例えば、us-east-2です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
CustomS3Bucket (オプション、String)
クラスターで使用する既存の Amazon S3 バケットの名前を指定します。デフォルトでは、AWS
ParallelCluster は parallelcluster-hash-v1-DO-NOT-DELETE という名前の新しいバケットを作
成します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。強制的に更新した場合、新しい
値は無視され、既存の値が使用されます。 (p. 102)
AdditionalResources (オプション、String)
クラスターとともに起動する追加の AWS CloudFormation テンプレートを定義します。この追加のテ
ンプレートは、クラスターの外部にありながらクラスターのライフサイクルの一部であるリソースを
作成するために使用されます。
この値は、すべてのパラメータが指定されているパブリックテンプレートへの HTTPS URL である必
要があります。
デフォルト値はありません。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Imageセクション
(必須) クラスターのオペレーティングシステムを定義します。
Image (p. 146):
Os (p. 147): string
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CustomAmi (p. 147): string

Imageプロパティ
Os (必須)、String)
クラスターに使用するオペレーティングシステムを指定します。サポートされる値は以下のとおりで
す。alinux2,centos7,ubuntu1804, およびubuntu2004。
サポートしていない下表の特定のリージョン以外centos7。その他の AWS 商用リージョンは、以下
の OS をすべてサポートします。
パーティション (リージョン)

alinux2

centos7

ubuntu1804
および
ubuntu2004

商用 (以下に記載されていないすべて
のリージョン)

True

True

True

AWS GovCloud (米国東部)us-goveast-1)

True

False

True

AWS GovCloud (米国西部)us-govwest-1)

True

False

True

中国 (北京) (cn-north-1)

True

False

True

中国 (寧夏) (cn-northwest-1)

True

False

True

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
CustomAmi (オプション、String)
デフォルト AMI の代わりにヘッドノードとコンピューティングノードに使用するカスタム AMI の ID
を指定します。詳細については、「AWS ParallelClusterAMI のカスタマイズ (p. 104)」を参照して
ください。
カスタム AMI の起動に追加のアクセス権限が必要な場合は、これらのアクセス権限をユーザーポリ
シーとヘッドノードポリシーの両方に追加する必要があります。
たとえば、カスタム AMI に暗号化されたスナップショットが関連付けられている場合、ユーザーポリ
シーとヘッドノードポリシーの両方に次の追加ポリシーが必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:CreateGrant",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
}
]
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}

カスタム AMI 検証の警告をトラブルシューティングするには、「」を参照してください。カスタム
AMI 問題のトラブルシューティング (p. 270)。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

HeadNodeセクション
(必須) ヘッドノードの設定を指定します。
HeadNode (p. 148):
InstanceType (p. 149): string
Networking (p. 149):
SubnetId (p. 150): string
ElasticIp (p. 150): string/boolean
SecurityGroups (p. 150):
- string
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 150):
- string
- string
Proxy (p. 150):
HttpProxyAddress (p. 150): string
DisableSimultaneousMultithreading (p. 149): boolean
Ssh (p. 150):
KeyName (p. 151): string
AllowedIps (p. 151): string
LocalStorage (p. 151):
RootVolume (p. 151):
Size (p. 151): integer
Encrypted (p. 152): boolean
VolumeType (p. 152): string
Iops (p. 152): integer
Throughput (p. 152): integer
DeleteOnTermination (p. 153): boolean
EphemeralVolume (p. 153):
MountDir (p. 153): string
Dcv (p. 153):
Enabled (p. 153): boolean
Port (p. 154): integer
AllowedIps (p. 154): string
CustomActions (p. 154):
OnNodeStart (p. 154):
Script (p. 154): string
Args (p. 154):
- string
- string
OnNodeConfigured (p. 154):
Script (p. 154): string
Args (p. 155):
- string
- string
Iam (p. 155):
InstanceRole (p. 155): string
InstanceProfile (p. 155): string
S3Access (p. 155):
- BucketName (p. 156): string
EnableWriteAccess (p. 156): boolean
KeyName (p. 156): string
AdditionalIamPolicies (p. 156):
- Policy (p. 156): string
Imds (p. 156):

148

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
設定ファイル
Secured (p. 157): boolean

トピック
• HeadNode のプロパティ (p. 149)
• Networking (p. 149)
• Ssh (p. 150)
• LocalStorage (p. 151)
• Dcv (p. 153)
• CustomActions (p. 154)
• Iam (p. 155)
• Imds (p. 156)

HeadNode のプロパティ
InstanceType (必須)、String)
ヘッドノードのインスタンスタイプを指定します。
ヘッドノードに使用される Amazon EC2 インスタンスタイプを定義します。インスタンスタイプの
アーキテクチャは、 AWS Batch InstanceType (p. 161) または Slurm InstanceType (p. 166)
設定に使用されるアーキテクチャと同じでなければなりません。
p4d インスタンスタイプ、または複数のネットワークインターフェイスまたはネットワークインター
フェイスカードを持つ別のインスタンスタイプを定義する場合は、ElasticIp (p. 150)にtrueの
パブリックアクセスと供に使用することができます。AWSパブリック IP は、単一のネットワークイ
ンターフェイスで起動されたインスタンスにのみ割り当てることができます。この場合は、NAT ゲー
トウェイクラスターコンピューティングノードへのパブリックアクセスを提供します。詳細につい
ては、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「インスタンス起動時のパブリック
IPv4 アドレスの割り当て」を参照してください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
DisableSimultaneousMultithreading (オプション、Boolean)
true の場合、ヘッドノードのハイパースレッディングを無効にします。デフォルト値は false で
す。
すべてのインスタンスタイプがハイパースレッディングを無効にできるわけではありません。ハイ
パースレッディングの無効化をサポートするインスタンスタイプの一覧については、「Amazon EC2
User Guide for Linux Instances」(Amazon EC2 Linuxインスタンス用ユーザガイド) の「CPU cores
and threads for each CPU core per instance type」(インスタンスタイプごとの CPU コアとスレッド)
を参照してください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Networking
(必須) ヘッドノードのネットワーク設定を定義します。
Networking (p. 149):
SubnetId (p. 150): string
ElasticIp (p. 150): string/boolean
SecurityGroups (p. 150):
- string
- string
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AdditionalSecurityGroups (p. 150):
- string
- string
Proxy (p. 150):
HttpProxyAddress (p. 150): string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Networking のプロパティ
SubnetId (必須、String)
ヘッドノードをプロビジョニングする既存のサブネットの ID を指定します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
ElasticIp (オプション、String)
ヘッドノードに Elastic IP アドレスを作成または割り当てます。サポートされる値
は、true、false、または既存の Elastic IP アドレスの ID です。デフォルトは false です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
SecurityGroups (オプション、[String])
ヘッドノードに使用する Amazon VPC セキュリティグループの ID のリスト。これらは、次のセキュ
リティグループを置き換えます。AWS ParallelClusterこのプロパティが含まれていない場合に作成さ
れます。
セキュリティグループがSharedStorage (p. 176)システム.
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
AdditionalSecurityGroups (オプション、[String])
ヘッドノードに使用する追加の Amazon VPC セキュリティグループ ID のリスト。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Proxy (オプション)
ヘッドノードのプロキシ設定を指定します。
Proxy (p. 150):
HttpProxyAddress (p. 150): string

HttpProxyAddress (オプション、String)
HTTP または HTTPS プロキシサーバーを定義します。通常は、https://x.x.x.x:8080 で
す。
デフォルト値はありません。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Ssh
(オプション)ヘッドノードへの SSH アクセス設定を定義します。
Ssh (p. 150):
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KeyName (p. 151): string
AllowedIps (p. 151): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Ssh プロパティ
KeyName (オプション、String)
既存の Amazon EC2 key pair を指定して、ヘッドノードへの SSH アクセスを有効にします。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
AllowedIps (オプション、String)
ヘッドノードへの接続の CIDR 形式の IP 範囲を指定します。デフォルトは 0.0.0.0/0 です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

LocalStorage
(オプション) ヘッドノードのローカルストレージ構成を定義します。
LocalStorage (p. 151):
RootVolume (p. 151):
Size (p. 151): integer
Encrypted (p. 152): boolean
VolumeType (p. 152): string
Iops (p. 152): integer
Throughput (p. 152): integer
DeleteOnTermination (p. 153): boolean
EphemeralVolume (p. 153):
MountDir (p. 153): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

LocalStorage プロパティ
RootVolume (必須)
ヘッドノードのルートボリュームストレージを指定します。
RootVolume (p. 151):
Size (p. 151): integer
Encrypted (p. 152): boolean
VolumeType (p. 152): string
Iops (p. 152): integer
Throughput (p. 152): integer
DeleteOnTermination (p. 153): boolean

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Size (オプション、Integer)
ヘッドノードルートボリュームサイズをジビバイト (GiB) 単位で指定します。デフォルトのサイ
ズは AMI から取得されます。異なるサイズを使用するには、AMI が growroot をサポートして
いる必要があります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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Encrypted (オプション、Boolean)
ルートボリュームを暗号化するかどうかを指定します。デフォルト値は true です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
VolumeType (オプション、String)
Amazon EBS ボリュームタイプを指定します。サポートされている値は
gp2、gp3、io1、io2、sc1、st1 および standard です。デフォルト値は gp3 です。
詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Amazon EBS volume types」(Amazon EBS ボリュームタイ
プ) を参照してください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Iops (オプション、Integer)
io1、io2 および gp3 タイプボリュームの IOPS の数を定義します。
デフォルト値、対応値、volume_iops 対 volume_size の比率は、VolumeType と Size で異
なります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
VolumeType = io1
デフォルト Iops = 100
サポートする値 Iops = 100 — 64000 †
最大 Iops/Size 比率 ＝ 50 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 100 GiB の Size が必
要です。
VolumeType = io2
デフォルト Iops = 100
サポートする値 Iops = 100 — 64000 (io2 Block Express ボリュームの場合は 256000) †
最大 Iops/Size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の Size が必
要です。
VolumeType = gp3
デフォルト Iops = 3000
サポートされる値 Iops = 3000 — 16000
最大 Iops/Size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の Size が必
要です。
† 最大 IOPS は、32,000 IOPS 以上でプロビジョニングされた Nitro System で構築されたインス
タンスにのみ保証されます。他のインスタンスは、最大 32,000 IOPS を保証します。ボリュー
ムを変更しない限り、古い io1 ボリュームはパフォーマンスが完全にはならないことがあり
ます。io2Block Express ボリュームは、R5b インスタンスタイプで最大 256000 までの Iops
値をサポートします。詳細については、次を参照してください。io2Block Express ボリュー
ムのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Throughput (オプション、Integer)
gp3 ボリュームタイプのスループットを MiB/秒で定義します。この設定は、VolumeType が
gp3 の場合のみ有効です。デフォルト値は 125 です。サポートされる値。125 — 1000 MIB/秒
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Throughput と Iops の比率は 0.25 以下にします。最大のスループットである 1000 MiB/秒を実
現するためには、Iops の設定を 4000 以上にする必要があります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
DeleteOnTermination (オプション、Boolean)
ヘッドノードの終了時にルートボリュームを削除するかどうかを指定します。デフォルト値は
true です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
EphemeralVolume (オプション)
任意のインスタンスストアボリュームの詳細を指定します。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。
EphemeralVolume (p. 153):
MountDir (p. 153): string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
MountDir (オプション、String)
インスタンスストアボリュームのマウントディレクトリを指定します。デフォルトは /scratch
です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Dcv
(オプション) ヘッドノードで実行されている NICE DCV サーバーの構成設定を定義します。
詳細については、「NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 (p. 100)」を参照してください。
Dcv (p. 153):
Enabled (p. 153): boolean
Port (p. 154): integer
AllowedIps (p. 154): string

Important
デフォルトでは、NICE DCV ポートは次のように設定されています。AWS ParallelClusterはすべ
ての IPv4 アドレスに対して開いています。ただし、ユーザーは NICE DCV セッションの URL を
持っている場合にのみ NICE DCV ポートに接続でき、その URL が pcluster dcv-connect か
ら返されてから 30 秒以内に NICE DCV セッションに接続できます。AllowedIps 設定を使用し
て、CIDR 形式の IP 範囲で NICE DCV ポートへのアクセスをさらに制限し、Port 設定を使用し
て非標準ポートを設定します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Dcv のプロパティ
Enabled (必須)、Boolean)
ヘッドノードで NICE DCV を有効にするかどうかを指定します。デフォルト値は false です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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Note
NICE DCV は、NICE DCV クライアント とヘッドノードで実行されている NICE DCV サー
バー間のトラフィックを保護するために使用される自己署名証明書を自動的に生成します。
独自の証明書を設定するには、「NICE DCV HTTPS 証明書 (p. 352)」を参照してくださ
い。
Port (オプション、Integer)
NICE DCV のポートを指定します。デフォルト値は 8443 です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
AllowedIps (オプション、推奨)、String)
NICE DCV への接続の CIDR 形式の IP 範囲を指定します。この設定は、AWS ParallelCluster でセ
キュリティグループを作成する場合にのみ使用されます。デフォルト値は 0.0.0.0/0 で、すべての
インターネットアドレスからのアクセスを許可します。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

CustomActions
(オプション) ヘッドノードで実行するカスタムスクリプトを指定します。
CustomActions (p. 154):
OnNodeStart (p. 154):
Script (p. 154): string
Args (p. 154):
- string
- string
OnNodeConfigured (p. 154):
Script (p. 154): string
Args (p. 155):
- string
- string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

CustomActions のプロパティ
OnNodeStart (オプション、String)
ノードデプロイブートストラップアクションを開始する前に、ヘッドノードで実行するスクリプトを
指定します。詳細については、「カスタムブートストラップアクション (p. 62)」を参照してくださ
い。
Script (必須)、String)
使用するファイルを指定します。ファイルパスは https:// または s3:// で始まる必要があり
ます。
Args (オプション、[String])
スクリプトに渡す引数のリスト。
OnNodeConfigured (オプション、String)
ノードのブートストラップアクションが完了した後に、ヘッドノードで実行するスクリプトを指定し
ます。詳細については、「カスタムブートストラップアクション (p. 62)」を参照してください。
Script (必須)、String)
使用するファイルを指定します。ファイルパスは https://、s3:// または file:// で始まる
必要があります。
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Args (オプション、[String])
スクリプトに渡す引数のリスト。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Iam
(オプション) クラスターのデフォルトのインスタンスロールまたはインスタンスプロファイルをオーバー
ライドするために、ヘッドノードで使用するインスタンスロールまたはインスタンスプロファイルのいず
れかを指定します。
Iam (p. 155):
InstanceRole (p. 155): string
InstanceProfile (p. 155): string
S3Access (p. 155):
- BucketName (p. 156): string
EnableWriteAccess (p. 156): boolean
KeyName (p. 156): string
AdditionalIamPolicies (p. 156):
- Policy (p. 156): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Iam のプロパティ
InstanceProfile (オプション、String)
デフォルトのヘッドノードのインスタンスプロファイルをオーバーライドするインスタンスプロファ
イルを指定します。InstanceProfile と InstanceRole の両方を指定することはできません。形
式は arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName です。
これが指定された場合、S3Access および AdditionalIamPolicies の設定は無視されま
す。AWS ParallelCluster に追加された機能は、新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、AdditionalIamPolicies を使用することをお勧めします。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
InstanceRole (オプション、String)
デフォルトのヘッドノードのインスタンスロールをオーバーライドするインスタンスロールを指
定します。InstanceProfile と InstanceRole の両方を指定することはできません。形式は
arn:Partition:iam::Account:role/RoleName です。
これが指定された場合、S3Access および AdditionalIamPolicies の設定は無視されま
す。AWS ParallelCluster に追加された機能は、新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、AdditionalIamPolicies を使用することをお勧めします。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

S3Access
S3Access (オプション)
バケットを指定します。これは、指定されたアクセスをバケットに付与するためのポリシーを生成す
るために使用されます。InstanceProfile または InstanceRole の設定が指定されている場合、
この設定は無視されます。AWS ParallelCluster に追加された機能は、新しいパーミッションが必要に
なることが多いため、AdditionalIamPolicies を使用することをお勧めします。
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S3Access (p. 155):
- BucketName (p. 156): string
EnableWriteAccess (p. 156): boolean
KeyName (p. 156): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
BucketName (必須)、String)
バケットの名前。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
KeyName (オプション、String)
バケットのキーです。デフォルト値は「*」です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
EnableWriteAccess (オプション、Boolean)
バケットに対して書き込みアクセスが可能かどうかを示す。デフォルト値は false です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

AdditionalIamPolicies
AdditionalIamPolicies (オプション)
Amazon EC2 の IAM ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) のリストを指定します。このリスト
は、AWS ParallelCluster で必要なアクセス権限に加えて、ヘッドノードで使用されるルートロールに
アタッチされます。
IAM ポリシー名とその ARN が異なります。名前は使用できません。InstanceProfile または
InstanceRole の設定が指定されている場合、この設定は無視されます。AWS ParallelCluster が必
要とするパーミッションに AdditionalIamPolicies が追加され、InstanceRole には必要なパー
ミッションがすべて含まれている必要があるため、AdditionalIamPolicies を使用することをお
勧めします。必要な権限は、機能が追加されるにつれ、リリースごとに変更されることがよくありま
す。
デフォルト値はありません。
AdditionalIamPolicies (p. 156):
- Policy (p. 156): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Policy (オプション、[String])
IAM ポリシーの一覧。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Imds
(オプション)インスタンスメタデータサービス (IMDS) のプロパティを指定します。詳細について
は、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド) の「How instance metadata service version 2 works」(インスタンスメタデータサービスバージョン 2
の仕組み) を参照してください。
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Imds (p. 156):
Secured (p. 157): boolean

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Imds プロパティ
Secured (オプション、Boolean)
もしtrueは、ヘッドノードの IMDS (およびインスタンスプロファイル認証情報) へのアクセスをスー
パーユーザーのサブセットに制限します。
もしfalseでは、ヘッドノードのすべてのユーザーがヘッドノードのIMDSにアクセスできます。
以下のユーザーは、ヘッドノードの IMDS へのアクセスを許可されています。
• ルートユーザー
• クラスター管理ユーザー (pc-cluster-adminデフォルト)
• オペレーティングシステム固有のデフォルトユーザ (ec2-userAmazon Linux 2ubuntuUbuntu
18.04centosCentOS 7
デフォルトは true です。
-defaultユーザーは、クラスターが操作に必要な権限を持っていることを確認する責任がありま
すAWSリソースの使用料金を見積もることができます。無効にした場合defaultユーザー IMDS へ
のアクセスAWS ParallelClusterコンピュートノードを管理できず、動作を停止します。無効にしな
いdefaultユーザー IMDS へのアクセス
ユーザにヘッドノードの IMDS へのアクセス権が付与されると、ユーザはヘッドノードのインスタン
スプロファイル (p. 29)。たとえば、これらのアクセス権限を使用して EC2 インスタンスを起動し
たり、クラスターが認証に使用するように設定されている AD ドメインのパスワードを読み取ったり
することができます。
IMDSへのアクセスを制限するにはAWS ParallelClusterのチェーンを管理しますiptables。
をと一緒に使用するsudoaccessは、他の個々のユーザーに対してヘッドノードのIMDSへのアクセス
を選択的に有効または無効にすることができます。defaultユーザーの場合は、次のコマンドを実行
します。
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/imds/imds-access.sh --allow <USERNAME>

ユーザの IMDS アクセスを無効にするには--denyこのコマンドのオプション。
知らず知らずのうちに無効にした場合defaultユーザーのIMDSアクセスを許可するには、-allowオプション。

Note
のカスタマイズiptablesまたはip6tablesルールは、ヘッドノード上のIMDSアクセスを制
限するために使用されるメカニズムを妨害する可能性があります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Schedulingセクション
(必須) クラスターで使用されるジョブスケジューラと、そのジョブスケジューラが管理するコンピュー
ティングインスタンスの特性を定義します。使用可能なジョブスケジューラは Slurm と AWS Batch の 2
種類で、それぞれ異なる設定やプロパティをサポートしています。
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トピック
• Scheduling プロパティ (p. 159)
• AwsBatchQueues (p. 159)
• SlurmQueues (p. 162)
• SlurmSettings (p. 174)

Scheduling (p. 157):
Scheduler (p. 159): slurm
SlurmSettings (p. 174):
ScaledownIdletime (p. 174): integer
QueueUpdateStrategy (p. 174): string
EnableMemoryBasedScheduling (p. 175): integer
Dns (p. 175):
DisableManagedDns (p. 175): boolean
HostedZoneId (p. 176): string
UseEc2Hostnames (p. 176): string
SlurmQueues (p. 162):
- Name (p. 163): string
ComputeSettings (p. 168):
LocalStorage (p. 169):
RootVolume (p. 169):
Size (p. 169): integer
Encrypted (p. 169): boolean
VolumeType (p. 170): string
Iops (p. 170): integer
Throughput (p. 170): integer
EphemeralVolume (p. 171):
MountDir (p. 171): string
CapacityType (p. 163): string
Networking (p. 163):
SubnetIds (p. 164):
- string
AssignPublicIp (p. 164): boolean
SecurityGroups (p. 164):
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 164):
- string
PlacementGroup (p. 164):
Enabled (p. 164): boolean
Id (p. 165): string
Proxy (p. 165):
HttpProxyAddress (p. 165): string
ComputeResources (p. 166):
- Name (p. 166): string
InstanceType (p. 166): string
MinCount (p. 167): integer
MaxCount (p. 167): integer
SpotPrice (p. 167): float
DisableSimultaneousMultithreading (p. 167): boolean
SchedulableMemory (p. 167): integer
Efa (p. 168):
Enabled (p. 168): boolean
GdrSupport (p. 168): boolean
CustomActions (p. 171):
OnNodeStart (p. 171):
Script (p. 171): string
Args (p. 172):
- string
OnNodeConfigured (p. 172):
Script (p. 172): string
Args (p. 172):
- string
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Iam (p. 172):
InstanceProfile (p. 172): string
InstanceRole (p. 172): string
S3Access (p. 173):
- BucketName (p. 173): string
EnableWriteAccess (p. 173): boolean
KeyName (p. 173): string
AdditionalIamPolicies (p. 173):
- Policy (p. 174): string
Image (p. 165):
CustomAmi (p. 165): string
Scheduling (p. 157):
Scheduler (p. 159): awsbatch
AwsBatchQueues (p. 159):
- Name (p. 160): string
CapacityType (p. 160): string
Networking (p. 160):
SubnetIds (p. 160):
- string
AssignPublicIp (p. 161): boolean
SecurityGroups (p. 161):
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 161):
- string
ComputeResources (p. 161): # this maps to a Batch compute environment (initially we
support only 1)
- Name (p. 161): string
InstanceTypes (p. 161):
- string
MinvCpus (p. 161): integer
DesiredvCpus (p. 161): integer
MaxvCpus (p. 162): integer
SpotBidPercentage (p. 162): float

Scheduling プロパティ
Scheduler (必須)、String)
使用するスケジューラを指定します。サポートされている値は、slurm および awsbatch です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

AwsBatchQueues
(オプション) AWS Batch キューの設定。サポートされているキューは 1 つだけです。このセクション
は、Scheduler (p. 159) が awsbatch の場合に必要です。の詳細awsbatchスケジューラ、見るネット
ワークセットアップ (p. 56)そしてAWS Batch (awsbatch) (p. 84)。
AwsBatchQueues (p. 159):
- Name (p. 160): string
CapacityType (p. 160): string
Networking (p. 160):
SubnetIds (p. 160):
- string
AssignPublicIp (p. 161): boolean
SecurityGroups (p. 161):
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 161):
- string
ComputeResources (p. 161): # this maps to a Batch compute environment (initially we
support only 1)
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- Name (p. 161): string
InstanceTypes (p. 161):
- string
MinvCpus (p. 161): integer
DesiredvCpus (p. 161): integer
MaxvCpus (p. 162): integer
SpotBidPercentage (p. 162): float

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

AwsBatchQueues プロパティ
Name (必須)、String)
AWS Batch キューの名前。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
CapacityType (オプション、String)
AWS Batch を実行するために使用されるコンピューティングリソースのタイプ。サポートされている
値は ONDEMAND または SPOT です。デフォルト値は ONDEMAND です。

Note
メトリックCapacityTypeは、 に設定されます。SPOT、あるに違いな
いAWSServiceRoleForEC2Spotアカウント内でサービスリンクされたロール。このロール
は次のように作成できます。AWS CLIコマンド:
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポット
インスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)

Networking
(必須) AWS Batch キューのネットワーク設定を定義します。
Networking (p. 160):
SubnetIds (p. 160):
- string
AssignPublicIp (p. 161): boolean
SecurityGroups (p. 161):
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 161):
- string

Networking プロパティ
SubnetIds (必須、[String])
AWS Batch キューをプロビジョニングする既存のサブネットの ID を指定します。現在、サポートさ
れているのは 1 つのサブネットのみです。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
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AssignPublicIp (オプション、String)
AWS Batch キューのノードにパブリック IP アドレスを作成または割り当てます。サポートされてい
る値は、true および false です。デフォルトは、指定されたサブネットによって異なります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
SecurityGroups (オプション、[String])
AWS Batch キューに使用するセキュリティグループのリスト。セキュリティグループが指定されてい
ない場合、AWS ParallelCluster は新しいグループを作成します。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
AdditionalSecurityGroups (オプション、[String])
AWS Batch キューに使用するセキュリティグループのリスト。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

ComputeResources
(必須)の定義 ComputeResources のコンフィギュレーションAWS Batchqueue.
ComputeResources (p. 161): # this maps to a Batch compute environment (initially we
support only 1)
- Name (p. 161): string
InstanceTypes (p. 161):
- string
MinvCpus (p. 161): integer
DesiredvCpus (p. 161): integer
MaxvCpus (p. 162): integer
SpotBidPercentage (p. 162): float

ComputeResources プロパティ
Name (必須)、String)
AWS Batch キューのコンピューティング環境の名前。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
InstanceTypes (必須)、[String])
この AWS Batch コンピューティング環境に含めるインスタンスタイプの配列。すべてのインスタン
スタイプが x86_64 アーキテクチャを使用する必要があります。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
MinvCpus (オプション、Integer)
AWS Batch のコンピューティング環境における VCPU の最小数。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
DesiredVcpus (オプション、Integer)
AWS Batch コンピューティング環境で必要な vCPUS の数。AWS Batch では、この値をジョブキュー
の需要に応じて MinvCpus と MaxvCpus の間で調整します。
更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)
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MaxvCpus (オプション、Integer)
AWS Batch のコンピューティング環境における VCPU の最大値。これは DesiredVcpus より低い値
に設定することはできません。
ポリシーの更新: この設定は、更新中には減らすことはできません。 (p. 102)
SpotBidPercentage (オプション、Float)
インスタンス起動前のインスタンスタイプのオンデマンド料金と対比した EC2 スポットインスタンス
料金の最大パーセンテージ。デフォルト値は 100 (100%) です。対応する範囲は 1～100 です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

SlurmQueues
(オプション) Slurm キューの設定。このセクションは、Scheduler (p. 159) が slurm の場合に必要で
す。
SlurmQueues (p. 162):
- Name (p. 163): string
ComputeSettings (p. 168):
LocalStorage (p. 169):
RootVolume (p. 169):
Size (p. 169): integer
Encrypted (p. 169): boolean
VolumeType (p. 170): string
Iops (p. 170): integer
Throughput (p. 170): integer
EphemeralVolume (p. 171):
MountDir (p. 171): string
CapacityType (p. 163): string
Networking (p. 163):
SubnetIds (p. 164):
- string
AssignPublicIp (p. 164): boolean
SecurityGroups (p. 164):
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 164):
- string
PlacementGroup (p. 164):
Enabled (p. 164): boolean
Id (p. 165): string
Proxy (p. 165):
HttpProxyAddress (p. 165): string
ComputeResources (p. 166):
- Name (p. 166): string
InstanceType (p. 166): string
MinCount (p. 167): integer
MaxCount (p. 167): integer
SpotPrice (p. 167): float
DisableSimultaneousMultithreading (p. 167): boolean
SchedulableMemory (p. 167): integer
Efa (p. 168):
Enabled (p. 168): boolean
GdrSupport (p. 168): boolean
CustomActions (p. 171):
OnNodeStart (p. 171):
Script (p. 171): string
Args (p. 172):
- string
OnNodeConfigured (p. 172):
Script (p. 172): string
Args (p. 172):
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- string
Iam (p. 172):
InstanceProfile (p. 172): string
InstanceRole (p. 172): string
S3Access (p. 173):
- BucketName (p. 173): string
EnableWriteAccess (p. 173): boolean
KeyName (p. 173): string
AdditionalIamPolicies (p. 173):
- Policy (p. 174): string
Image (p. 165):
CustomAmi (p. 165): string

ポリシーの更新: このリスト値の設定では、更新中に新しい値を追加するか、既存の値を削除するときにコ
ンピューティングフリートを停止する必要があります。 (p. 102)

SlurmQueues プロパティ
Name (必須)、String)
Slurm キューの名前。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
CapacityType (オプション、String)
Slurm を実行するために使用されるコンピューティングリソースのタイプ。サポートされている値は
ONDEMAND または SPOT です。デフォルト値は ONDEMAND です。

Note
メトリックCapacityTypeは、 に設定されます。SPOT、あるに違いな
いAWSServiceRoleForEC2Spotアカウント内でサービスリンクされたロール。このロール
は次のように作成できます。AWS CLIコマンド:
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポット
インスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)

Networking
(必須) Slurm キューのネットワーク設定を定義します。
Networking (p. 163):
SubnetIds (p. 164):
- string
AssignPublicIp (p. 164): boolean
SecurityGroups (p. 164):
- string
AdditionalSecurityGroups (p. 164):
- string
PlacementGroup (p. 164):
Enabled (p. 164): boolean
Id (p. 165): string
Proxy (p. 165):
HttpProxyAddress (p. 165): string
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ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更するた
めには、を設定する必要があります。 (p. 102)

Networking プロパティ
SubnetIds (必須)、[String])
のプロビジョニングを行う既存のサブネットの ID を指定します。Slurmqueue. 現在、サポートされて
いるのは 1 つのサブネットのみです。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
AssignPublicIp (オプション、String)
Slurm キューのノードにパブリック IP アドレスを作成または割り当てます。サポートされている値
は、true および false です。デフォルトは、指定したサブネットによって異なります。パブリック
IP を持つサブネットでは、デフォルトでパブリック IP アドレスが割り当てられます。
p4d インスタンスタイプ、または複数のネットワークインターフェイスまたはネッ
トワークインターフェイスカードを持つ別のインスタンスタイプを定義する場合
は、HeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/ElasticIp (p. 150)にtrueのパブリック
アクセスと供に使用することができます。AWSパブリック IP は、単一のネットワークインター
フェイスで起動されたインスタンスにのみ割り当てることができます。この場合は、NAT ゲー
トウェイクラスターコンピューティングノードへのパブリックアクセスを提供します。この場合
は、AssignPublicIpにfalse。IP アドレスについては、を参照してください。インスタンス起動時
のパブリック IPv4 アドレスの割り当てのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
SecurityGroups (オプション、[String])
Slurm キューに使用するセキュリティグループのリスト。セキュリティグループが指定されていない
場合、AWS ParallelCluster は新しいグループを作成します。
セキュリティグループがSharedStorage (p. 176)システム.

Warning
を有効にする場合EFA (p. 168)コンピュートインスタンスでは、EFA が有効になっているイ
ンスタンスが、それ自体経由のインバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックをすべて
許可するセキュリティグループのメンバーであることを確認します。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
AdditionalSecurityGroups (オプション、[String])
Slurm キューに使用する追加のセキュリティグループのリスト。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
PlacementGroup (オプション)
Slurm キューの配置グループ設定を指定します。
PlacementGroup (p. 164):
Enabled (p. 164): boolean
Id (p. 165): string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Enabled (オプション、Boolean)
Slurm キューに配置グループを使用するかどうかを示します。この値が指定されていない場合、
デフォルトは false です。
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ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Id (オプション、String)
Slurm キューに使用される既存のクラスタープレイスメントグループのプレースメントグループ
名です。プレイスメントグループを指定していることを確認します名前そしてID ではない。これ
が指定されていない場合、AWS ParallelClusterは、各キューに対して新しいクラスタープレイス
メントグループを作成します。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Proxy (オプション)
Slurm キューのプロキシ設定を指定します。
Proxy (p. 165):
HttpProxyAddress (p. 165): string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
HttpProxyAddress (オプション、String)
Slurm キューの HTTP または HTTPS のプロキシサーバーを定義します (通常は
https://x.x.x.x:8080)。
デフォルト値はありません。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)

Image
(オプション) Slurm キューに使用するイメージを指定します。すべてのノードで同じ AMI を使用するに
は、CustomAmi (p. 147)の設定をImageセクション (p. 146)。
Image (p. 165):
CustomAmi (p. 165): string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更するた
めには、を設定する必要があります。 (p. 102)

Image プロパティ
CustomAmi (オプション、String)
に使用する AMISlurmデフォルト AMI の代わりにキュー。pcluster CLI コマンドを使用して、デフォル
トの AMI のリストを表示できます。
pcluster list-official-images

カスタム AMI の起動に追加のアクセス権限が必要な場合は、これらのアクセス権限をヘッドノードポ
リシーに追加する必要があります。
たとえば、カスタム AMI に暗号化されたスナップショットが関連付けられている場合、ヘッドノード
ポリシーには次の追加ポリシーが必要です。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:CreateGrant",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
}
]

カスタム AMI 検証の警告をトラブルシューティングするには、「」を参照してください。カスタム
AMI 問題のトラブルシューティング (p. 270)。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)

ComputeResources
(必須) Slurm キューの ComputeResources 設定を定義します。
ComputeResources (p. 166):
- Name (p. 166): string
InstanceType (p. 166): string
MinCount (p. 167): integer
MaxCount (p. 167): integer
SpotPrice (p. 167): float
DisableSimultaneousMultithreading (p. 167): boolean
SchedulableMemory (p. 167): integer
Efa (p. 168):
Enabled (p. 168): boolean
GdrSupport (p. 168): boolean

ポリシーの更新: このリスト値の設定では、更新中に新しい値を追加するか、既存の値を削除するときにコ
ンピューティングフリートを停止する必要があります。 (p. 102)

ComputeResources プロパティ
Name (必須)、String)
Slurm キューのコンピューティング環境の名前。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
InstanceType (必須)、String)
この Slurm コンピューティングリソースで使用するインスタンスタイプ。クラスター内のすべてのイ
ンスタンスタイプは、x86_64 または arm64 のいずれかの同じプロセッサアーキテクチャを使用する
必要があります。
p4d インスタンスタイプや、複数のネットワークインターフェイスまたはネットワークインターフェ
イスカードを持つ別のインスタンスタイプを定義する場合は、で説明するように、プライベートサブ
ネットでコンピュートインスタンスを起動する必要があります。2 つのサブネットを使用する AWS
ParallelCluster (p. 55)。AWSパブリック IP は、単一のネットワークインターフェイスで起動され
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たインスタンスにのみ割り当てることができます。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタ
ンス用ユーザーガイド」の「インスタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て」を参照して
ください。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101).
MinCount (オプション、Integer)
Slurm コンピューティングリソースのインスタンス数の最小値。デフォルトは 0 です。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
MaxCount (オプション、Integer)
Slurm コンピューティングリソースの最大インスタンス数です。デフォルトは 10 です。
ポリシーの更新: キューを現在のノード数以下に減らすには、まずコンピューティングフリートを停止
させる必要があります。 (p. 102)
SpotPrice (オプション、Float)
インスタンスが起動する前に、EC2 スポットインスタンスに支払われる上限価格です。デフォルトの
値はオンデマンドの料金です。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
DisableSimultaneousMultithreading (オプション、Boolean)
true の場合、Slurm キューに入っているノードのハイパースレッディングを無効にします。デフォル
ト値は false です。
すべてのインスタンスタイプがハイパースレッディングを無効にできるわけではありません。ハイ
パースレッディングの無効化をサポートするインスタンスタイプの一覧については、「Amazon EC2
User Guide for Linux Instances」(Amazon EC2 Linuxインスタンス用ユーザガイド) の「CPU cores
and threads for each CPU core per instance type」(インスタンスタイプごとの CPU コアとスレッド)
を参照してください。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
SchedulableMemory (オプション、Integer)
Slurm パラメータで設定したメモリの量 (MiB)。RealMemoryコンピュートリソースのコン
ピュートノード用です。この値は、次の場合にジョブが使用できるノードメモリの上限で
す。SlurmSettings (p. 174)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 175)が有効である。デフォ
ルト値は、にリストされているメモリの 95% です。Amazon EC2 インスタンスタイプAmazon EC2
API によって返されるDescribeInstanceTypes。必ず GiB で指定された値を MiB に変換してくださ
い。
サポートされる値。1-EC2Memory
EC2Memoryはにリストされているメモリ (MiB) ですAmazon EC2 インスタンスタイプAmazon EC2
API によって返されるDescribeInstanceTypes。必ず GiB で指定された値を MiB に変換してくださ
い。
このオプションは、次の場合に最も関連しま
す。SlurmSettings (p. 174)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 175)が有効である。詳細に
ついては、「Slurm メモリベースのスケジューリング (p. 82)」を参照してください。

Note
SchedulableMemoryは次からサポートされていますAWS ParallelClusterバージョン 3.2.0

167

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
設定ファイル

バージョン 3.2.0 以降、デフォルトでは、AWS ParallelCluster構成するRealMemorySlurm
コンピューティングノードでは、Amazon EC2 API によって返されるメモ
リの 95%DescribeInstanceTypes。この設定は、の値とは別のもので
す。EnableMemoryBasedScheduling。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Efa (オプション)
Slurm キュー内のノードの EFA (Elastic Fabric Adapter) 設定を指定します。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Efa (p. 168):
Enabled (p. 168): boolean
GdrSupport (p. 168): boolean

Enabled (オプション、Boolean)
EFA (Elastic Fabric Adapter) が有効であることを指定します。EFA をサポートする EC2 イ
ンスタンスのリストを確認するには、「」を参照してください。サポートされるインスタン
スタイプのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。詳細については、「Elastic
Fabric Adapter (p. 93)」を参照してください。クラスターを使用することをお勧めしま
すSlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/PlacementGroup (p. 164)インスタンス間
のレイテンシーを最小限に抑えます。
デフォルト値は false です。

Warning
カスタムセキュリティグループをSecurityGroups (p. 164)では、EFA 対応のインスタン
スが、それ自体経由のインバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックをすべて許可
するセキュリティグループのメンバーであることを確認します。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
GdrSupport (オプション、Boolean)
(オプション) AWS ParallelCluster バージョン 3.0.2 より、この設定は無効となりました。Elastic
Fabric Adapter (EFA )による GPUDirect RDMA (リモートディレクトメモリーアクセス) のサポー
トは、Slurm コンピューティングリソースのインスタンスタイプとオペレーティングシステムで
サポートされていれば、常に有効です。

Note
AWS ParallelClusterバージョン 3.0.0 から 3.0.1 GPUDirect RDMA のサポートがSlurmコ
ンピューティングリソースです。GPUDirect RDMA のサポートは、特定のオペレーティ
ングシステム上の特定のインスタンスタイプ (p4d.24xlarge) でサポートされています
(Os (p. 147) は alinux2、centos7、ubuntu1804、またはubuntu2004)。デフォル
ト値は false です。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)

ComputeSettings
(必須) Slurm キューの ComputeSettings 設定を定義します。
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ComputeSettings プロパティ
Slurm キュー内のノードの ComputeSettings のプロパティを指定します。
ComputeSettings (p. 168):
LocalStorage (p. 169):
RootVolume (p. 169):
Size (p. 169): integer
Encrypted (p. 169): boolean
VolumeType (p. 170): string
Iops (p. 170): integer
Throughput (p. 170): integer
EphemeralVolume (p. 171):
MountDir (p. 171): string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更するた
めには、を設定する必要があります。 (p. 102)
LocalStorage (オプション)
Slurm キュー内のノードの LocalStorage のプロパティを指定します。
LocalStorage (p. 169):
RootVolume (p. 169):
Size (p. 169): integer
Encrypted (p. 169): boolean
VolumeType (p. 170): string
Iops (p. 170): integer
Throughput (p. 170): integer
EphemeralVolume (p. 171):
MountDir (p. 171): string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
RootVolume (オプション)
Slurm キューのノードのルートボリュームの詳細を指定します。
RootVolume (p. 169):
Size (p. 169): integer
Encrypted (p. 169): boolean
VolumeType (p. 170): string
Iops (p. 170): integer
Throughput (p. 170): integer

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Size (オプション、Integer)
のノードのルートボリュームサイズをギビバイト (GiB) 単位で指定します。Slurmqueue.
デフォルトのサイズは AMI から取得されます。異なるサイズを使用するには、AMI が
growroot をサポートしている必要があります。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新
で変更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Encrypted (オプション、Boolean)
true の場合、Slurm キューのノードのルートボリュームが暗号化されます。デフォルト値は
false です。
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ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新
で変更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
VolumeType (オプション、String)
Slurm キュー内のノードの Amazon EBS ボリュームタイプを指定します。サポートされてい
る値は gp2、gp3、io1、io2、sc1、st1 および standard です。デフォルト値は gp3 で
す。
詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Amazon EBS volume types」(Amazon EBS ボリュームタ
イプ) を参照してください。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新
で変更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Iops (オプション、Boolean)
io1、io2 および gp3 タイプボリュームの IOPS の数を定義します。
デフォルト値、対応値、volume_iops 対 volume_size の比率は、VolumeType と Size
で異なります。
VolumeType = io1
デフォルト Iops = 100
サポートする値 Iops = 100 — 64000 †
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 50 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも
100 GiB の volume_size が必要です。
VolumeType = io2
デフォルト Iops = 100
サポートする値 Iops = 100 — 64000 (io2 Block Express ボリュームの場合は 256000)
†
最大 Iops/Size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の Size
が必要です。
VolumeType = gp3
デフォルト Iops = 3000
サポートされる値Iops= 3000—16000 †
最大IopsにSize比率 ＝ 500 IOPS/GiB。IOPSが3000を超えるボリュームの場合。
† 最大 IOPS は、32,000 IOPS 以上でプロビジョニングされた Nitro System で構築されたイ
ンスタンスにのみ保証されます。他のインスタンスは、最大 32,000 IOPS を保証します。ボ
リュームを変更しない限り、古い io1 ボリュームはパフォーマンスが完全にはならないこと
があります。io2Block Express ボリュームは、R5b インスタンスタイプで最大 256000 まで
の volume_iops 値をサポートします。詳細については、次を参照してください。io2Block
Express ボリュームのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新
で変更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Throughput (オプション、Integer)
gp3 ボリュームタイプのスループットを MiB/秒で定義します。この設定は、VolumeType が
gp3 の場合のみ有効です。デフォルト値は 125 です。サポートされる値。125 — 1000 MIB/
秒

170

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
設定ファイル

Throughput と Iops の比率は 0.25 以下にします。最大のスループットである 1000 MiB/秒
を実現するためには、Iops の設定を 4000 以上にする必要があります。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新
で変更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
EphemeralVolume (オプション、Boolean)
エフェメラルボリュームの設定を指定します。エフェメラルボリュームは、すべてのインスタン
スストアボリュームを、ext4ファイルシステム。デフォルトは /scratch です。インスタンス
タイプにインスタンスストアボリュームがない場合、エフェメラルボリュームは作成されませ
ん。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「インスタンス
ストアボリューム」を参照してください。
EphemeralVolume (p. 171):
MountDir (p. 171): string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
MountDir (オプション、String)
の各ノードに対してエフェメラルボリュームのマウントディレクトリを指定しま
す。Slurmqueue.
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新
で変更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)

CustomActions
(Optional) Slurm キュー内のノードで実行するカスタムスクリプトを指定します。
CustomActions (p. 171):
OnNodeStart (p. 171):
Script (p. 171): string
Args (p. 172):
- string
OnNodeConfigured (p. 172):
Script (p. 172): string
Args (p. 172):
- string

ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更するた
めには、を設定する必要があります。 (p. 102)

CustomActions プロパティ
OnNodeStart (オプション、String)
のノードで実行するスクリプトを指定します。Slurmノードデプロイのブートストラップアクション
が開始される前にキューに入れてください。詳細については、「カスタムブートストラップアクショ
ン (p. 62)」を参照してください。
Script (必須)、String)
使用するファイルを指定します。ファイルパスは https:// または s3:// で始まる必要があり
ます。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
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Args (オプション、[String])
スクリプトに渡す引数のリスト。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
OnNodeConfigured (オプション、String)
のノードで実行するスクリプトを指定します。Slurmすべてのノードブートストラップアクション
が完了したらキューに入れてください。詳細については、「カスタムブートストラップアクショ
ン (p. 62)」を参照してください。
Script (必須)、String)
使用するファイルを指定します。ファイルパスは https:// または s3:// で始まる必要があり
ます。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
Args (オプション、[String])
スクリプトに渡す引数のリスト。
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
ポリシーの更新: コンピューティングフリートを停止するか、QueueUpdateStrategy更新で変更す
るためには、を設定する必要があります。 (p. 102)

Iam
(オプション) Slurm キューのオプションの IAM 設定を定義します。
Iam (p. 172):
S3Access (p. 173):
- BucketName (p. 173): string
EnableWriteAccess (p. 173): boolean
KeyName (p. 173): string
AdditionalIamPolicies (p. 173):
- Policy (p. 174): string
InstanceProfile (p. 172): string
InstanceRole (p. 173): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Iam プロパティ
InstanceProfile (オプション、String)
Slurm キューのデフォルトのインスタンスロールまたはインスタンスプロファイルをオーバーライ
ドするインスタンスプロファイルを指定します。InstanceProfile および InstanceRole の両
方を指定することはできません。形式は arn:${Partition}:iam::${Account}:instanceprofile/${InstanceProfileName} です。
これが指定された場合、S3Access および AdditionalIamPolicies の設定は無視されま
す。AWS ParallelCluster に追加された機能は、新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、AdditionalIamPolicies を使用することをお勧めします。
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ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
InstanceRole (オプション、String)
Slurm キューのデフォルトのインスタンスロールやインスタンスプロファイルを上書きするインスタ
ンスロールを指定します。InstanceProfile および InstanceRole の両方を指定することはでき
ません。形式は arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName} です。
これが指定された場合、S3Access および AdditionalIamPolicies の設定は無視されま
す。AWS ParallelCluster に追加された機能は、新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、AdditionalIamPolicies を使用することをお勧めします。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
S3Access (オプション)
Slurm キューのバケットを指定します。これは、Slurm キューのバケットに指定されたアクセスを許
可するポリシーを生成するために使用されます。
S3Access (p. 173):
- BucketName (p. 173): string
EnableWriteAccess (p. 173): boolean
KeyName (p. 173): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
BucketName (必須)、String)
バケットの名前。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
KeyName (オプション、String)
バケットのキーです。デフォルト値は * です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
EnableWriteAccess (オプション、Boolean)
バケットに対して書き込みアクセスが可能かどうかを示す。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
AdditionalIamPolicies (オプション)
Amazon EC2 の IAM ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) のリストを指定します。このリスト
は、AWS ParallelCluster で必要なアクセス権限に加えて、Slurm キューで使用されるルートロールに
アタッチされます。
IAM ポリシー名とその ARN が異なります。名前は使用できません。InstanceProfile または
InstanceRole の設定が指定されている場合、この設定は無視されます。AWS ParallelCluster が必
要とするパーミッションに AdditionalIamPolicies が追加され、InstanceRole には必要なパー
ミッションがすべて含まれている必要があるため、AdditionalIamPolicies を使用することをお
勧めします。必要な権限は、機能が追加されるにつれ、リリースごとに変更されることがよくありま
す。
デフォルト値はありません。
AdditionalIamPolicies (p. 173):
- Policy (p. 174): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
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Policy (必須)、[String])
IAM ポリシーの一覧。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

SlurmSettings
(オプション) クラスター全体に適用される Slurm の設定を定義します。
SlurmSettings (p. 174):
ScaledownIdletime (p. 174): integer
QueueUpdateStrategy (p. 174): string
EnableMemoryBasedScheduling (p. 175): boolean
Dns (p. 175):
DisableManagedDns (p. 175): boolean
HostedZoneId (p. 176): string
UseEc2Hostnames (p. 176): string

SlurmSettings プロパティ
ScaledownIdletime (オプション、Integer)
ジョブがない場合に Slurm ノードが終了する時間 (単位: 分) を定義します。
デフォルト値は 10 です。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
QueueUpdateStrategy (オプション、String)
の交換方法を指定しますSlurmQueues (p. 162)セクションパラメータには、次の更新ポリシーがあ
ります。
ポリシーの更新: コンピュートフリートを停止するか、QueueUpdateStrategyこの設定を更新で変
更するためには、を設定する必要があります。 (p. 102)
-QueueUpdateStrategy値は、クラスタ更新プロセスの開始時にのみ使用されます。
有効な値: COMPUTE_FLEET_STOP | DRAIN | TERMINATE
デフォルト値: COMPUTE_FLEET_STOP
DRAIN
パラメータ値が変更されたキュー内のノードはDRAINING。この状態のノードは新しいジョブを
受け付けず、実行中のジョブは引き続き完了します。
ノードが次の状態になるとidle(DRAINED)、静的ノードの場合は置き換えられ、動的ノードの場
合は終了します。パラメータ値が変更されていない他のキュー内の他のノードは影響を受けませ
ん。
このストラテジーがすべてのキューノードを変更されたパラメーター値に置き換える必要がある
時間は、実行中のワークロードによって異なります。
COMPUTE_FLEET_STOP
のデフォルト値QueueUpdateStrategyパラメータ。この設定では、SlurmQueues (p. 162)セ
クションでは、計算フリートを止めろ (p. 143)クラスターの更新を実行する前に:
$ pcluster update-compute-fleet --status STOP_REQUESTED
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TERMINATE
パラメータ値が変更されたキューでは、実行中のジョブは終了し、ノードはすぐに電源が切断さ
れます。
静的ノードは置き換えられ、動的ノードは終了します。
パラメータ値が変更されていない他のキュー内の他のノードは影響を受けません。
ポリシーの更新: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 101)

Note
QueueUpdateStrategyは次からサポートされていますAWS ParallelClusterバージョン
3.2.0
EnableMemoryBasedScheduling (オプション、Boolean)
もしtrueでは、メモリベースのスケジューリングは Slurm で
有効になっています。詳細については、次を参照してくださ
い。SlurmQueues (p. 162)/ComputeResources (p. 166)/SchedulableMemory (p. 167)。
デフォルト値は false です。

Warning
メモリベースのスケジューリングを有効にすると、Slurm スケジューラがジョブとノード割
り当てを処理する方法に影響します。
詳細については、「Slurm メモリベースのスケジューリング (p. 82)」を参照してくださ
い。

Note
EnableMemoryBasedSchedulingは次からサポートされていますAWS ParallelClusterバー
ジョン 3.2.0
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)

Dns
(オプション) クラスター全体に適用される Slurm の設定を定義します。
Dns (p. 175):
DisableManagedDns (p. 175): boolean
HostedZoneId (p. 176): string
UseEc2Hostnames (p. 176): string

Dns プロパティ
DisableManagedDns (オプション、Boolean)
trueの場合、クラスターの DNS エントリは作成されません。デフォルトでは、AWS ParallelCluster
は Route 53 ホストゾーンを作成します。デフォルト値は false です。DisableManagedDns が
true に設定されている場合、AWS ParallelCluster はホストゾーンを作成しません。

Warning
クラスターが正常に動作するためには、名前解決システムが必要で
す。DisableManagedDns を true に設定した場合、追加の名前解決システムも提供する必
要があります。
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ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
HostedZoneId (オプション、String)
クラスターの DNS 名前解決に使用するカスタム Route 53 ホストゾーン ID を定義します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
UseEc2Hostnames (オプション、String)
デフォルトの EC2 ホスト名の使用を指定します。

Note
メトリックUseEc2Hostnamesは、 に設定されます。trueでは、Slurm 設定ファイルは
AWS ParallelCluster prologそしてepilogスクリプティング:
• prolog実行してノード情報を追加します/etc/hosts各ジョブが割り当てられると、コン
ピュートノード上で実行されます。
• epilogによって書かれた内容をクリーンアップするために走るprolog。
カスタムを追加するにはprologまたはepilogスクリプトを追加して、/opt/slurm/etc/
pcluster/prolog.d/または/opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/それぞれフォルダ
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

SharedStorageセクション
(オプション) クラスターの共有ストレージの設定。
左SharedStorageセクションでは、クラスタのライフサイクルに依存しない、長期の永続的な共有スト
レージソリューション用の既存のファイルシステムを定義できます。
を定義することもできますAWS ParallelCluster短期の一時的な共有ストレージ用のマネージドファイル
システム。デフォルトでは、AWS ParallelCluster管理対象ファイルシステムは、クラスタの作成と削除
によって作成および削除されます。からデータをバックアップしない場合AWS ParallelCluster管理された
ファイルシステムに対しては、クラスターを削除したときにデータが削除されます。
詳細については、「ベストプラクティス:クラスタを新しいクラスタに移動するAWS ParallelClusterマイ
ナーバージョンまたはパッチバージョン (p. 19)」を参照してください。
既存の Amazon EBS ボリュームを、クラスターのライフサイクルとは無関係な長期永続ストレージに使
用するには、EbsSettings (p. 178)/VolumeId (p. 180)。指定しない場合VolumeId (p. 180),AWS
ParallelClusterから EBS ボリュームを作成しますEbsSettings (p. 178)クラスタを作成するとき、
クラスタが削除されたときにボリュームとデータを削除します。使用するものAWS ParallelCluster管
理対象 EBS ファイルシステムでは、EbsSettings (p. 178)/DeletionPolicy (p. 180)指示するAWS
ParallelClusterクラスターを削除したときにボリュームを保持またはスナップショットします。
既存の Amazon Elastic File System と Amazon FSx for Lustre ファイルシス
テムを、クラスターのライフサイクルとは独立した長期の永続ストレージと
して使用するには、EfsSettings (p. 181)/FileSystemId (p. 182)そし
てFsxLustreSettings (p. 182)/FileSystemId (p. 182)。指定しない場
合FileSystemId,AWS ParallelClusterからファイルシステムを作成するEfsSettings (p. 181)そし
てFsxLustreSettings (p. 182)クラスタを作成するとき、クラスタが削除されたときにファイルシス
テムとデータを削除します。
ONTAPのFSxとOpenZFSのFSxの場合、次のものを使用でき
ますFsxOntapSettings (p. 188)/VolumeId (p. 188)そし
てFsxOpenZfsSettings (p. 188)/VolumeId (p. 189)かどうかを指定するAWS ParallelClusterクラス
ターの既存の共有ファイルストレージをマウントします。
クラスターを設定するSharedStorageをクリックして、既存の共有ファイルストレージをマウントし、
次の表に示すクォータに従って新しい共有ファイルストレージを作成します。
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クラスターあたりのファイルストレージクォータ
ファイル共有ストレー
ジtype

クォータが作成され、
マウントされました

クォータは既にマウン
トされています

クォータ総額

Amazon EBS

5

5

5

RAID

1

0

1

Amazon EFS

1

20

21

Amazon FSx

1 FSx for Lustre

20

21

†AWS ParallelCluster既存の Amazon FSx のマウントのみをサポート NetApp ONTAP および Amazon FSx
for OpenZFS システム。ONTAP用の新しいFSxおよびOpenZFSシステム用のFSxの作成はサポートされて
いません。

Note
もしAWS Batchがスケジューラとして使用されている場合、FSx for Lustre はクラスタヘッドノー
ドでのみ使用できます。
SharedStorage (p. 176):
- MountDir (p. 178): string
Name (p. 178): string
StorageType (p. 178): Ebs
EbsSettings (p. 178):
VolumeType (p. 179): string
Iops (p. 179): integer
Size (p. 179): integer
Encrypted (p. 179): boolean
KmsKeyId (p. 180): string
SnapshotId (p. 180): string
Throughput (p. 180): integer
VolumeId (p. 180): string
DeletionPolicy (p. 180): string
Raid (p. 180):
Type (p. 180): string
NumberOfVolumes (p. 180): integer
- MountDir (p. 178): string
Name (p. 178): string
StorageType (p. 178): Efs
EfsSettings (p. 181):
ThroughputMode (p. 181): string
ProvisionedThroughput (p. 181): integer
Encrypted (p. 181): boolean
KmsKeyId (p. 181): string
PerformanceMode (p. 181): string
FileSystemId (p. 182): string
- MountDir (p. 178): string
Name (p. 178): string
StorageType (p. 178): FsxLustre
FsxLustreSettings (p. 182):
StorageCapacity (p. 183): integer
DeploymentType (p. 183): string
ImportedFileChunkSize (p. 184): integer
DataCompressionType (p. 184): string
ExportPath (p. 184): string
ImportPath (p. 184): string
WeeklyMaintenanceStartTime (p. 185): string
AutomaticBackupRetentionDays (p. 185): integer
CopyTagsToBackups (p. 185): boolean
DailyAutomaticBackupStartTime (p. 185): string
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PerUnitStorageThroughput (p. 185): integer
BackupId (p. 186): string
KmsKeyId (p. 186): string
FileSystemId (p. 186): string
AutoImportPolicy (p. 186): string
DriveCacheType (p. 187): string
StorageType (p. 187): string
- MountDir (p. 178): string
Name (p. 178): string
StorageType (p. 178): FsxOntap
FsxOntapSettings (p. 188):
VolumeId (p. 188): string
- MountDir (p. 178): string
Name (p. 178): string
StorageType (p. 178): FsxOpenZfs
FsxOpenZfsSettings (p. 188):
VolumeId (p. 189): string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

SharedStorage プロパティ
MountDir (必須)、String)
共有ストレージがマウントされているパス。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Name (必須)、String)
共有ストレージの名前。この名前は、設定を更新するときに使用されます。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
StorageType (必須)、String)
共有ストレージのタイプ。サポートされている値は以下のとおりで
す。Ebs,Efs,FsxLustre,FsxOntap, およびFsxOpenZfs。

Note
もしAWS Batchがスケジューラとして使用されている場合、FSx for Lustre はクラスタヘッド
ノードでのみ使用できます。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

EbsSettings
(オプション) Amazon EBS ボリュームの設定。
EbsSettings (p. 178):
VolumeType (p. 179): string
Iops (p. 179): integer
Size (p. 179): integer
Encrypted (p. 179): boolean
KmsKeyId (p. 180): string
SnapshotId (p. 180): string
VolumeId (p. 180): string
Throughput (p. 180): integer
DeletionPolicy (p. 180): string
Raid (p. 180):
Type (p. 180): string
NumberOfVolumes (p. 180): integer

178

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
設定ファイル

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

EbsSettings プロパティ
VolumeType (オプション、String)
Amazon EBS ボリュームタイプを指定します。サポートされている値は
gp2、gp3、io1、io2、sc1、st1 および standard です。デフォルト値は gp3 です。
詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド) の「Amazon EBS volume types」(Amazon EBS ボリュームタイプ) を参照して
ください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Iops (オプション、Integer)
io1、io2 および gp3 タイプボリュームの IOPS の数を定義します。
デフォルト値、対応値、volume_iops 対 volume_size の比率は、VolumeType と Size で異なり
ます。
VolumeType = io1
デフォルト Iops = 100
サポートする値 Iops = 100 — 64000 †
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 50 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 100 GiB
の volume_size が必要です。
VolumeType = io2
デフォルト Iops = 100
サポートする値 Iops = 100 — 64000 (io2 Block Express ボリュームの場合は 256000) †
最大 Iops/Size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の Size が必要で
す。
VolumeType = gp3
デフォルト Iops = 3000
サポートされる値 Iops = 3000 — 16000
最大 Iops/Size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の Size が必要で
す。
† 最大 IOPS は、32,000 IOPS 以上でプロビジョニングされた Nitro System で構築されたインスタ
ンスにのみ保証されます。他のインスタンスは、最大 32,000 IOPS を保証します。ボリュームを変
更しない限り、古い io1 ボリュームはパフォーマンスが完全にはならないことがあります。io2Block
Express ボリュームは、R5b インスタンスタイプで最大 256000 までの volume_iops 値をサポート
します。詳細については、次を参照してください。io2Block Express ボリュームのLinux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Size (オプション、Integer)
ボリュームのサイズをギビバイト (GiB) で指定します。デフォルト値は 35 です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Encrypted (オプション、Boolean)
ボリュームを暗号化するかどうかを指定します。デフォルト値は true です。
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ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
KmsKeyId (オプション、String)
暗号化に使用するカスタムの AWS KMS キーを指定します。この設定は、Encrypted の設定を true
にすることが必要です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
SnapshotId (オプション、String)
ボリュームのソースとしてスナップショットを使用している場合は、Amazon EBS スナップショット
ID を指定します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
VolumeId (オプション、String)
Amazon EBS ボリューム ID を指定します。EbsSettings インスタンスに指定した場合、MountDir
パラメータのみを指定することも可能です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Throughput (オプション、Integer)
ボリュームにプロビジョニングするスループットを MiB/秒で表したもので、最大 1,000 MiB/秒です。
この設定は、VolumeType が gp3 の場合のみ有効です。サポートされている範囲は 125～1000 で、
デフォルト値は 125 です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
DeletionPolicy (オプション、String)
クラスターの削除時にボリュームを保持、削除、またはスナップショットするかどうかを指定しま
す。サポートされる値は Delete、Retain および Snapshot です。デフォルト値は Delete です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Raid
(オプション) RAID ボリュームの設定を定義します。
Raid (p. 180):
Type (p. 180): string
NumberOfVolumes (p. 180): integer

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Raid プロパティ
Type (必須)、String)
RAID 配列のタイプを定義します。サポートされている値は「0」(ストライピング) および「1」(ミ
ラーリング) です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
NumberOfVolumes (オプション、Integer)
RAID 配列の作成に使用する Amazon EBS ボリュームの数を定義します。設定可能な値の範囲は 2
～5 です。デフォルト値 (Raid設定が定義されている場合) は 2 です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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EfsSettings
(オプション) Amazon EFS ファイルシステムの設定です。
EfsSettings (p. 181):
Encrypted (p. 181): boolean
KmsKeyId (p. 181): string
PerformanceMode (p. 181): string
ThroughputMode (p. 181): string
ProvisionedThroughput (p. 181): integer
FileSystemId (p. 182): string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

EfsSettings プロパティ
Encrypted (オプション、Boolean)
Amazon EFS ファイルシステムを暗号化するかどうかを指定します。デフォルト値は false です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
KmsKeyId (オプション、String)
暗号化に使用するカスタムの AWS KMS キーを指定します。この設定は、Encrypted の設定を true
にすることが必要です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
PerformanceMode (オプション、String)
Amazon EFS ファイルシステムのパフォーマンスモードを指定します。サポートされている値
は、generalPurpose および maxIO です。デフォルト値は generalPurpose です。詳細につ
いては、「Amazon Elastic File System User Guide」(Amazon Elastic File System ユーザーガイド)
の「Performance modes」(パフォーマンスモード) を参照してください。
ほとんどのファイルシステムに generalPurpose パフォーマンスモードをお勧めします。
maxIO パフォーマンスモードを使用するファイルシステムでは、集計スループットと 1 秒あたりの
オペレーション数をより高いレベルにスケーリングできます。ただし、ほとんどのファイルオペレー
ションでは、レイテンシーがわずかに長くなるというトレードオフがあります。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
ThroughputMode (オプション、String)
Amazon EFS ファイルシステムのスループットモードを指定します。サポートされている値
は、bursting および provisioned です。デフォルト値は bursting です。provisioned を使用
する場合は、ProvisionedThroughput を指定する必要があります。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
ProvisionedThroughput (ThroughputMode が provisioned または Integer の場合、必須)
Amazon EFS ファイルシステムのプロビジョニングされたスループット (MiB/秒) を定義します (測定
単位は MiB/秒)。この指定は、ProvisionedThroughputInMibpsのパラメータAmazon EFS API リファレ
ンス。
このパラメータを使用する場合は、ThroughputMode を provisioned に設定する必要がありま
す。
対応する範囲は 1～1024 です。制限の引き上げをリクエストするには、AWS Support にお問い合わ
せください。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
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FileSystemId (オプション、String)
既存のファイルシステムの Amazon EFS ファイルシステム ID を定義します。
これが指定されている場合、MountDir のみ指定できます。それ以外の EfsSettings は指定できま
せん。
このオプションを設定した場合は、ファイルシステムのみサポートされます。
• スタックのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットがない
または
• スタックのアベイラビリティーゾーンには既存のマウントターゲットがあり、からのインバウンド
およびアウトバウンドの NFS トラフィックが許可されているHeadNodeそしてComputeNodes。
クラスターとファイルシステム間でトラフィックが許可されていることを確認するには、次のいず
れかで実行できます。
• マウントターゲットのセキュリティグループを構成して、クラスターサブネットのCIDRまたはプ
レフィックスリストとの間のトラフィックを許可します。

Note
AWS ParallelClusterは、ポートが開いていること、CIDR またはプレフィックスリスト
が設定されていることを検証します。AWS ParallelClusterは CIDR ブロックまたはプレ
フィックスリストの内容を検証しません。
• を使用してクラスターノードのカスタムセキュリティグループを設定す
るSlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/SecurityGroups (p. 164)そし
てHeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/SecurityGroups (p. 150)。カスタムセキュリ
ティグループは、クラスターとファイルシステム間でトラフィックを許可するように設定する必
要があります。

Note
すべてのクラスタノードがカスタムセキュリティグループを使用している場合、AWS
ParallelClusterは、ポートが開いていることのみを検証します。AWS ParallelClusterは、
ソースとデスティネーションが正しく構成されているかどうかを検証しません。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

FsxLustreSettings
Note
含めるものFsxLustreSettings設定に Amazon FSx ファイルシステムが含まれている場合。
(オプション) FSx for Lustre ファイルシステムの設定。
FsxLustreSettings (p. 182):
StorageCapacity (p. 183): integer
DeploymentType (p. 183): string
ImportedFileChunkSize (p. 184): integer
DataCompressionType (p. 184): string
ExportPath (p. 184): string
ImportPath (p. 184): string
WeeklyMaintenanceStartTime (p. 185): string
AutomaticBackupRetentionDays (p. 185): integer
CopyTagsToBackups (p. 185): boolean
DailyAutomaticBackupStartTime (p. 185): string
PerUnitStorageThroughput (p. 185): integer
BackupId (p. 186): string # BackupId cannot coexist with some of the fields
KmsKeyId (p. 186): string
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FileSystemId (p. 186): string # FileSystemId cannot coexist with other fields
AutoImportPolicy (p. 186): string
DriveCacheType (p. 187): string
StorageType (p. 187): string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Note
もしAWS Batchがスケジューラとして使用されている場合、FSx for Lustre はクラスタヘッドノー
ドでのみ使用できます。

FsxLustreSettings プロパティ
StorageCapacity (必須)、Integer)
FSx for Lustre のストレージ容量を GiB 単位で設定します。StorageCapacity は、新しいファ
イルシステムを作成する場合に必要です。BackupId または FileSystemId が指定されている場
合、StorageCapacity は含めてはいけません。
• を使用する場合SCRATCH_2,PERSISTENT_1, およびPERSISTENT_2デプロイタイプの場合、有効な
値は 1,200 GiB、2,400 GiB、それ以降 2,400 GiB、それ以降 2,400 GiB の増分です
• SCRATCH_1 デプロイタイプの場合、有効な値は 1,200 GiB、2,400 GiB、それ以降 3,600 GiB の増
分です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
DeploymentType (オプション、String)
FSx for Lustre ファイルシステムのデプロイタイプを指定します。サポートされている値は
SCRATCH_1、SCRATCH_2、PERSISTENT_1、PERSISTENT_2 です。デフォルト値は SCRATCH_2 で
す。
選択SCRATCH_1そしてSCRATCH_2一時的なストレージと短期間のデータ処理が必要な場
合。-SCRATCH_2デプロイタイプでは、データの転送中の暗号化とよりも高いバーストスループット
容量が提供されますSCRATCH_1。
選択PERSISTENT_1長期ストレージ、およびレイテンシーの影響を受けないスループット重視のワー
クロード向けのデプロイタイプ。PERSISTENT_1は、送信時のデータの暗号化をサポートします。す
べてで利用可能ですAWSFSx for Lustre が利用可能なリージョン。
選択PERSISTENT_2長期ストレージ、および最高レベルの IOPS/ スループットを必要とするレイ
テンシーの影響を受けやすいワークロード向けのデプロイタイプ。PERSISTENT_2SSDストレージ
をサポートし、より高いPerUnitStorageThroughput(最大1000 MB/秒/TiB)。PERSISTENT_2は
数に限りがありますAWSリージョン。デプロイタイプとリストの詳細についてはAWSリージョ
ンPERSISTENT_2が利用可能です。を参照してくださいFSx for Lustre のファイルシステムデプロイ
オプションのAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
にアクセスすると、送信時のデータの暗号化が自動的に有効になりますSCRATCH_2,PERSISTENT_1,
またはPERSISTENT_2をサポートする Amazon EC2 インスタンスからのデプロイタイプファイルシス
テムこの機能。
転送中のデータの暗号化SCRATCH_2,PERSISTENT_1, およびPERSISTENT_2デプロイタイプは、サ
ポートされるインスタンスタイプからアクセスした場合にサポートされます。AWSリージョン。詳細
については、次を参照してください。転送中のデータの暗号化のAmazon FSx for Lustre のユーザガイ
ド。

Note
のサポートPERSISTENT_2展開タイプが追加されましたAWS ParallelClusterバージョン
3.2.0
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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ImportedFileChunkSize (オプション、Integer)
データリポジトリからインポートされたファイルの場合、この値がストライプカウントと 1 つの物理
ディスクに保存されたファイルごとの最大データ量 (MiB 単位) を決定します。1 つのファイルにスト
ライピングできるディスクの最大数は、ファイルシステムを構成するディスクの合計数によって制限
されます。
デフォルトのチャンクサイズは 1,024 MiB (1 GiB) であり、512,000 MiB (500 GiB) まで高くすること
ができます。Amazon S3 オブジェクトの最大サイズは 5 TB です。

Note
このパラメータは、PERSISTENT_2 デプロイタイプを使用するファイルシステムではサポー
トされていません。の説明に従って、データリポジトリの関連付けを構成します。S3 バケッ
トにファイルシステムをリンクするのAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
DataCompressionType (オプション、String)
FSx for Lustre ファイルシステムのデータ圧縮構成を設定します。サポートされている
値は LZ4 で、LZ4 アルゴリズムによるデータ圧縮がオンになっていることを示していま
す。DataCompressionType が指定されていない場合は、ファイルシステムの作成時にデータ圧縮
がオフになります。
詳細については、「Lustre データ圧縮」を参照してください。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
ExportPath (オプション、String)
FSx for Lustre ファイルシステムのルートがエクスポートされる Amazon S3 のパス。この
設定は、ImportPath パラメータ が設定されている場合にのみサポートされます。パスで
は、ImportPath で指定されている同じ Amazon S3 バケットを使用する必要があります。FSx
for Lustre ファイルシステムからエクスポートされる新しいデータおよび変更されたデータ
のオプションのプレフィックスを指定できます。ExportPath 値を指定しない場合、FSx for
Lustre でデフォルトのエクスポートパス (s3://import-bucket/FSxLustre[creationtimestamp]) が設定されます。タイムスタンプは UTC 形式です (例えば、s3://import-bucket/
FSxLustre20181105T222312Z)。
Amazon S3 エクスポートバケットは、ImportPath で指定されたインポートバケットと同じである
必要があります。s3://import-bucket など、バケット名のみを指定した場合、Amazon S3 バケッ
トオブジェクト へのファイルシステムオブジェクトの 1 対 1 のマッピングを取得します。このマッピ
ングは、Amazon S3 の入力データがエクスポートで上書きされることを意味します。s3://importbucket/[custom-optional-prefix] など、エクスポートパスでカスタムプレフィックスを指定
した場合、FSx for Lustre は、ファイルシステムの内容を Amazon S3 バケット内のそのエクスポート
プレフィックスにエクスポートします。

Note
このパラメータは、PERSISTENT_2 デプロイタイプを使用するファイルシステムではサポー
トされていません。の説明に従って、データリポジトリの関連付けを構成します。S3 バケッ
トにファイルシステムをリンクするのAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
ImportPath (オプション、String)
FSx for Lustre ファイルシステムのデータリポジトリとして使用している Amazon S3 バケットへの
パス (オプションのプレフィックスを含む)。FSx for Lustre ファイルシステムのルートは、選択した
Amazon S3 バケットのルートにマップされます。例は s3://import-bucket/optional-prefix
です。Amazon S3 バケット名の後にプレフィックスを指定した場合、そのプレフィックスが付いたオ
ブジェクトキーのみがファイルシステムにロードされます。
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Note
このパラメータは、PERSISTENT_2 デプロイタイプを使用するファイルシステムではサポー
トされていません。の説明に従って、データリポジトリの関連付けを構成します。S3 バケッ
トにファイルシステムをリンクするのAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
WeeklyMaintenanceStartTime (オプション、String)
週次メンテナンスを実行するための優先開始時刻。UTC タイムゾーンの "d:HH:MM" の形式でフォー
マットされます。d は、月曜日で始まり日曜日で終わる 1～7 の曜日番号です。このファイルにはダブ
ルクオートが必要です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
AutomaticBackupRetentionDays (オプション、Integer)
自動バックアップの保持日数です。この値を 0 に設定すると、自動バックアップが無効になり
ます。サポートされる範囲は 0～90 です。デフォルトは 0 です。この設定は、でのみ有効で
す。PERSISTENT_1そしてPERSISTENT_2デプロイタイプ 詳細については、次を参照してくださ
い。バックアップの使用のAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
CopyTagsToBackups (オプション、Boolean)
true の場合、FSx for Lustre ファイルシステムのタグをバックアップにコピーする必要があります。
この値のデフォルト値は false です。この値を true に設定すると、ファイルシステムのすべての
タグが、ユーザーがタグを指定しないすべての自動バックアップおよびユーザー始動型バックアッ
プにコピーされます。この値が true で 1 つ以上のタグを指定すると、指定したタグのみがバック
アップにコピーされます。ユーザーが開始するバックアップの作成時に 1 つ以上のタグを指定した場
合、この値に関係なく、ファイルシステムからタグはコピーされません。この設定は、でのみ有効で
す。PERSISTENT_1そしてPERSISTENT_2デプロイタイプ
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
DailyAutomaticBackupStartTime (オプション、String)
毎日繰り返される時刻 (形式 HH:MM)。HH はその日のゼロ詰めの時間 (00～23) で、MM はその日のゼ
ロ詰めの分 (00～59) のゼロ詰めの分です。例えば、05:00 は毎日午前 5 時を指定します。この設定
は、でのみ有効です。PERSISTENT_1そしてPERSISTENT_2デプロイタイプ
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
PerUnitStorageThroughput(では必須PERSISTENT_1そしてPERSISTENT_2デプロイタイ
プ,Integer)
1 テビバイト (TiB) のストレージごとの読み取りおよび書き込みスループットの量を MB/s/TiB 単位で
表示します。ファイルシステムのスループット容量は、ファイルシステムのストレージ容量 (TiB) に
PerUnitStorageThroughput (MB/s/TiB) を掛けて計算されます。2.4 TiB のファイルシステムの場
合、50 MB/s/TiB の PerUnitStorageThroughput をプロビジョニングすると、ファイルシステム
のスループットは 120 MB/s になります。プロビジョニングしたスループットに対して支払いが発生
します。この指定は、PerUnitStorageThroughput財産。
有効な値:
PERSISTENT_1 SSD ストレージ: 50、50、200、50、TiB。
PERSISTENT_1 HDD ストレージ: 12、40 MB/s/TiB。
PERSISTENT_2 SSD ストレージ:
125、1,000、1,000、1,000、1,000、1,000、1,000、1,000、1,000、1,000
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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BackupId (オプション、String)

既存のバックアップから FSx for Lustre ファイルシステムを復元する際
に使用するバックアップの ID を指定します。BackupId を指定した場合
は、AutoImportPolicy、DeploymentType、ExportPath、KmsKeyId、ImportPath、ImportedFileChunk
および PerUnitStorageThroughput を指定してはいけません。これらの設定はバックアッ
プから読み取られます。また、AutoImportPolicy、ExportPath、ImportPath および
ImportedFileChunkSize の設定は指定できません。この指定は、BackupId財産。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
KmsKeyId (オプション、String)
FSx for Lustre ファイルシステムのデータを永続的に静止させるための暗号化に使用する AWS Key
Management Service (AWS KMS) 個のキーの ID です。指定しない場合は、FSx for Lustre のマネージ
ドキーが使用されます。SCRATCH_1 および SCRATCH_2 の FSx for Lustre ファイルシステムは、FSx
for Lustre が管理する鍵を用いて、静止状態で常に暗号化されています。詳細については、「AWS
Key Management Service API リファレンス」の「Encrypt」(暗号化) を参照してください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
FileSystemId (オプション、String)
既存の FSx for Lustre ファイルシステムの ID を指定します。
このオプションを指定すると、FsxLustreSettings の MountDir および FileSystemId の設定の
みが使用され、FsxLustreSettings の他の設定は無視されます。

Note
もしAWS Batchスケジューラが使用され、FSx for Lustre はヘッドノードでのみ使用できま
す。
ポート [988、1021、1022、1023] 経由のインバウンドおよびアウトバウンドの TCP トラ
フィックを許可するセキュリティグループに関連付ける必要があります。
クラスターとファイルシステム間でトラフィックが許可されていることを確認するには、次のいずれ
かで実行できます。
• ファイルシステムのセキュリティグループを構成して、クラスターサブネットの CIDR またはプレ
フィックスリストとの間のトラフィックを許可します。

Note
AWS ParallelClusterは、ポートが開いていること、CIDR またはプレフィックスリスト
が設定されていることを検証します。AWS ParallelClusterは CIDR ブロックまたはプレ
フィックスリストの内容を検証しません。
• を使用してクラスターノードのカスタムセキュリティグループを設定す
るSlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/SecurityGroups (p. 164)そし
てHeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/SecurityGroups (p. 150)。カスタムセキュリ
ティグループは、クラスターとファイルシステム間でトラフィックを許可するように設定する必要
があります。

Note
すべてのクラスタノードがカスタムセキュリティグループを使用している場合、AWS
ParallelClusterは、ポートが開いていることのみを検証します。AWS ParallelClusterは、
ソースとデスティネーションが正しく構成されているかどうかを検証しません。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
AutoImportPolicy (オプション、String)
FSx for Lustre ファイルシステムを作成すると、既存の Amazon S3 オブジェクトがファイルとディレ
クトリのリストとして表示されます。このプロパティを使用して、リンクされた Amazon S3 バケッ
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トのオブジェクトを追加または変更したときに、FSx for Lustre がファイルとディレクトリのリストを
最新の状態に保つ方法を選択します。AutoImportPolicy は、次の値を持つことができます。
• NEW - 自動インポートがオンになっています。FSx for Lustre は、リンクされた Amazon S3 バケッ
トに追加された新しいオブジェクトのうち、現在 FSx for Lustre ファイルシステム内に存在しない
オブジェクトのディレクトリリストを自動的にインポートします。
• NEW_CHANGED - 自動インポートがオンになっています。このオプションの選択後は、Amazon S3
バケットに追加された新しいオブジェクトや Amazon S3 バケットで変更された既存のオブジェク
トのファイルとディレクトリのリストが、FSx for Lustre によって自動的にインポートされます。
• NEW_CHANGED_DELETED - 自動インポートがオンになっています。このオプションの選択後
は、Amazon S3 バケットに追加された新しいオブジェクト、Amazon S3 バケットで変更された既
存のオブジェクト、Amazon S3 バケットで削除されたオブジェクトのファイルとディレクトリのリ
ストが、FSx for Lustre によって自動的にインポートされます。

Note
サポート対象NEW_CHANGED_DELETED「」が追加されましたAWS ParallelClusterバージョ
ン 3.1.1
AutoImportPolicy が指定されていない場合、自動インポートはオフになります。FSx for Lustre
は、ファイルシステムの作成時に、リンクされた Amazon S3 バケットのファイルとディレクトリの
リストのみを更新します。このオプションの選択後は、新しいオブジェクトや変更されたオブジェク
トのファイルとディレクトリのリストは FSx for Lustre で更新されません。
詳細については、次を参照してください。S3 バケットから更新を自動的にインポートするのAmazon
FSx for Lustre のユーザガイド。

Note
このパラメータは、PERSISTENT_2 デプロイタイプを使用するファイルシステムではサポー
トされていません。の説明に従って、データリポジトリの関連付けを構成します。S3 バケッ
トにファイルシステムをリンクするのAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
DriveCacheType (オプション、String)
ファイルシステムに SSD ドライブキャッシュを搭載することを指定します。StorageType 設定が
HDD、DeploymentType 設定が PERSISTENT_1 に設定されている場合のみ設定可能です。この指定
は、DriveCacheType財産。詳細については、次を参照してください。FSx for Lustre のデプロイオプ
ションのAmazon FSx for Lustre のユーザガイド。
唯一の有効な値は READ です。SSD ドライブのキャッシュを無効にするには、DriveCacheType の
設定を指定しないでください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
StorageType (オプション、String)
作成する FSx for Lustre ファイルシステムのストレージタイプを設定します。有効な値は、SSDおよび
HDD です。
• ソリッドステートドライブストレージを使用する場合は、SSD に設定します。
• ハードディスクドライブのストレージを使用する場合は HDD に設定します。HDD は PERSISTENT
のデプロイタイプでサポートされています。
デフォルト値は SSD です。詳細については、「Amazon FSx for Windows ユーザーガイド」の「スト
レージタイプのオプション」および「Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド」の「複数のストレージ
オプション」を参照してください。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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FsxOntapSettings
(オプション)FSx for ONTAP ファイルシステムの設定。
FsxOntapSettings (p. 188):
VolumeId (p. 188): string

FsxOntapSettings プロパティ
VolumeId (必須)、String)
ONTAP システムの既存の FSx のボリューム ID を指定します。

Note
• もしAWS Batchスケジューラが使用され、ONTAP の FSx はヘッドノードでのみ使用できま
す。
• FSx for ONTAP デプロイタイプがMulti-AZで、ヘッドノードサブネットのルートテーブルが
正しく構成されていることを確認してください。
• FSx for ONTAP Support が追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 3.2.0
• ポート [111, 635, 2049, 4046] 経由のインバウンドおよびアウトバウンドの TCP および UDP
トラフィックを許可するセキュリティグループに関連付ける必要があります。
クラスターとファイルシステム間でトラフィックが許可されていることを確認するには、次のいずれかで
実行できます。
• ファイルシステムのセキュリティグループを構成して、クラスターサブネットの CIDR またはプレ
フィックスリストとの間のトラフィックを許可します。

Note
AWS ParallelClusterは、ポートが開いていること、CIDR またはプレフィックスリストが設定
されていることを検証します。AWS ParallelClusterは CIDR ブロックまたはプレフィックスリ
ストの内容を検証しません。
• を使用してクラスターノードのカスタムセキュリティグループを設定す
るSlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/SecurityGroups (p. 164)そし
てHeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/SecurityGroups (p. 150)。カスタムセキュリティ
グループは、クラスターとファイルシステム間でトラフィックを許可するように設定する必要がありま
す。

Note
すべてのクラスタノードがカスタムセキュリティグループを使用している場合、AWS
ParallelClusterは、ポートが開いていることのみを検証します。AWS ParallelClusterは、ソース
とデスティネーションが正しく構成されているかどうかを検証しません。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

FsxOpenZfsSettings
(オプション)OpenZFS 用の FSX ファイルシステムの設定。
FsxOpenZfsSettings (p. 188):
VolumeId (p. 189): string
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ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

FsxOpenZfsSettings プロパティ
VolumeId (必須)、String)
OpenZFS システムの既存の FSx のボリューム ID を指定します。

Note
• もしAWS Batchscheduler が使用され、OpenZFS の fsX はヘッドノードでのみ使用できます。
• OpenZFS の FSx Support が追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 3.2.0
• ポート [111, 2049, 20001, 20002, 20003] 経由のインバウンドおよびアウトバウンドの TCP お
よび UDP トラフィックを許可するセキュリティグループに関連付ける必要があります。
クラスターとファイルシステム間でトラフィックが許可されていることを確認するには、次のいずれかで
実行できます。
• ファイルシステムのセキュリティグループを構成して、クラスターサブネットの CIDR またはプレ
フィックスリストとの間のトラフィックを許可します。

Note
AWS ParallelClusterは、ポートが開いていること、CIDR またはプレフィックスリストが設定
されていることを検証します。AWS ParallelClusterは CIDR ブロックまたはプレフィックスリ
ストの内容を検証しません。
• を使用してクラスターノードのカスタムセキュリティグループを設定す
るSlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/SecurityGroups (p. 164)そし
てHeadNode (p. 148)/Networking (p. 149)/SecurityGroups (p. 150)。カスタムセキュリティ
グループは、クラスターとファイルシステム間でトラフィックを許可するように設定する必要がありま
す。

Note
すべてのクラスタノードがカスタムセキュリティグループを使用している場合、AWS
ParallelClusterは、ポートが開いていることのみを検証します。AWS ParallelClusterは、ソース
とデスティネーションが正しく構成されているかどうかを検証しません。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Iamセクション
(オプション) クラスターの IAM プロパティを指定します。
Iam (p. 189):
Roles (p. 190):
LambdaFunctionsRole (p. 190): string
PermissionsBoundary (p. 189): string

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Iam プロパティ
PermissionsBoundary (オプション、String)
AWS ParallelCluster で作成されたすべてのロールのパーミッションバウンダリとして使用する IAM
ポリシーの ARN です。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Permissions boundaries

189

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
設定ファイル

for IAM entities」(IAM エンティティのアクセス許可境界) を参照してください。形式は arn:
${Partition}:iam::${Account}:policy/${PolicyName} です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Roles (オプション)
クラスターが使用する IAM ロールの設定を指定します。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
LambdaFunctionsRole (オプション、String)
AWS Lambda に使用する IAM ロールの ARN です。これは、AWS CloudFormation のカスタム
リソースをバックアップするすべての Lambda 関数に付けられたデフォルトの役割を上書きしま
す。Lambda は、その役割を担うことを許されたプリンシパルとして設定する必要があります。
これは、AWS Batch に使われる Lambda 関数の役割を上書きするものではありません。形式は
arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName} です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Monitoringセクション
(オプション) クラスターのモニタリング設定を指定します。
Monitoring:
DetailedMonitoring (p. 190): boolean
Logs (p. 190):
CloudWatch (p. 190):
Enabled (p. 190): boolean
RetentionInDays (p. 191): integer
DeletionPolicy (p. 191): string
Dashboards (p. 191):
CloudWatch (p. 191):
Enabled (p. 191): boolean

ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Monitoring プロパティ
DetailedMonitoring (オプション、Boolean)
true の場合、すべてのクラスターノードで詳細モニタリングが有効になります。これによ
り、Amazon EC2 のコンソールで 1 分間のモニタリングが可能になります。デフォルト値は false
です。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Logs (オプション)
クラスターのログ設定。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
CloudWatch (オプション)
- CloudWatch クラスターの設定を記録します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Enabled (必須)、Boolean)
もしtrue、クラスターログはにストリームされます CloudWatch ログ。デフォルト値は
true です。
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ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
RetentionInDays (オプション、Integer)
ログイベントを保持する日数 CloudWatch ログ。デフォルト値は 14 です。サポートされる値
は 1、3、5、7、14、30、60、90、120、150、180、365、400、545、731、1827、3653 で
す。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
DeletionPolicy (オプション、String)
のログイベントを削除するかどうかを示します CloudWatch クラスターを削除したときにロ
グに記録されます。指定できる値は Delete および Retain です。デフォルト値は Retain
です。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Dashboards (オプション)
クラスターのダッシュボード設定。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
CloudWatch (オプション)
- CloudWatch クラスターのダッシュボード設定。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)
Enabled (必須)、Boolean)
もしtrue、 CloudWatch ダッシュボードは有効になっています。デフォルト値は true で
す。
ポリシーの更新: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 101)

Tagsセクション
(オプション)、配列 AWS CloudFormation が使用するタグを定義し、すべてのクラスターリソースに
伝達します。詳細については、次を参照してください。AWS CloudFormationリソースタグのAWS
CloudFormationユーザーガイド。
Tags (p. 191):
- Key (p. 191): string
Value (p. 191): string

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

Tags プロパティ
Key (必須)、String)
タグの名前を定義します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
Value (必須)、String)
タグの値を定義します。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)
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AdditionalPackagesセクション
(オプション) インストールする追加パッケージを識別するために使用されます。
AdditionalPackages (p. 192):
IntelSoftware (p. 192):
IntelHpcPlatform (p. 192): boolean

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

IntelSoftware
(オプション) インテル Select ソリューションの設定を定義します。
IntelSoftware (p. 192):
IntelHpcPlatform (p. 192): boolean

ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

IntelSoftware プロパティ
IntelHpcPlatform (オプション、Boolean)
trueの場合、インテル Parallel Studio のエンドユーザーライセンス使用許諾に同意したことを示しま
す。これにより、インテル Parallel Studio がマスターノードにインストールされ、コンピューティン
グノードと共有されます。これにより、ヘッドノードのブートストラップに要する時間が数分長くな
ります。IntelHpcPlatform 設定は CentOS 7 でのみサポートされています。
ポリシーの更新: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 101)

DirectoryServiceセクション
Note
サポート対象DirectoryService「」が追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 3.1.1
(オプション)複数のユーザーアクセスをサポートするクラスターのディレクトリサービス設定。
AWS ParallelClusterでサポートされているライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) を介
した Active Directory (AD) を使用して、クラスタへの複数ユーザーアクセスをサポートする権限を管理し
ます。システムセキュリティサービスデーモン (SSSD)。詳細については、次を参照してください。とは
AWS Directory Service?のAWS Directory Service管理ガイド。
LDAP over TLS/SSL（略してLDAPS）を使用して、機密情報を暗号化チャネルで確実に送信することをお
勧めします。
DirectoryService (p. 192):
DomainName (p. 193): string
DomainAddr (p. 193): string
PasswordSecretArn (p. 193): string
DomainReadOnlyUser (p. 194): string
LdapTlsCaCert (p. 194): string
LdapTlsReqCert (p. 194): string
LdapAccessFilter (p. 195): string
GenerateSshKeysForUsers (p. 195): boolean
AdditionalSssdConfigs (p. 196): dict

ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要があり
ます。 (p. 101)
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DirectoryService プロパティ
Note
を使用する予定の場合AWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない単一のサブネット
では、「」AWS ParallelClusterインターネットアクセスがない単一サブネット (p. 58)追加の要
件について
DomainName (必須)、String)
ID 情報に使用する Active Directory (AD) ドメイン。
DomainNameは、完全修飾ドメイン名 (FQDN) および LDAP 識別名 (DN) の両方の形式を使用できま
す。
• FQDN の例:corp.pcluster.com
• LDAP DN の例:DC=corp,DC=pcluster,DC=com
このプロパティは、呼び出される sssd-ldap パラメータに対応しますldap_search_base。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
DomainAddr (必須)、String)
LDAP サーバーとして使用される AD ドメインコントローラーを指す 1 つまたは複数の URI。URI
は、呼び出される SSSD-LDAP パラメータに対応します。ldap_uri。値は URI のカンマ区切り文字
列にすることができます。LDAP を使用するには、ldap://を各 URI の先頭に追加します。
値の例:
ldap://192.0.2.0,ldap://203.0.113.0
ldaps://192.0.2.0,ldaps://203.0.113.0
verification
ldaps://abcdef01234567890.corp.pcluster.com
verification
192.0.2.0,203.0.113.0
default

# LDAP
# LDAPS without support for certificate
# LDAPS with support for certificate
# AWS ParallelCluster uses LDAPS by

証明書検証で LDAPS を使用する場合、URI はホスト名でなければなりません。
証明書検証またはLDAPなしでLDAPSを使用する場合、URIはホスト名またはIPアドレスにすることが
できます。
LDAP over TLS/SSL (LDAPS) を使用して、暗号化されていないチャネルを介したパスワードやその他
の機密情報の送信を回避します。もしAWS ParallelClusterプロトコルが見つからない、と付け加えま
すldaps://各 URI またはホスト名の先頭に追加します。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
PasswordSecretArn (必須)、String)
の Amazon リソースネーム (ARN)AWS Secrets Managerを含む秘密DomainReadOnlyUserプレー
ンテキストのパスワード。シークレットの内容は、呼び出される SSSD-LDAP パラメータに対応しま
す。ldap_default_authtok。
LDAP クライアントは、パスワードを使用して AD ドメインに対する認証をDomainReadOnlyUser身
元情報を要求するとき。
ユーザーが次の権限を持っている場合DescribeSecret,PasswordSecretArnが検証されま
す。PasswordSecretArn指定されたシークレットが存在する場合に有効です。ユーザーの IAM ポ
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リシーに含まれていない場合DescribeSecret,PasswordSecretArnは検証されず、警告メッセー
ジが表示されます。詳細については、「AWS ParallelCluster 機能の起動に必要なベースユーザーポリ
シー (p. 30)」を参照してください。
シークレットの値が変わると、クラスター「」は自動的に更新されます。新しいシークレット値のク
ラスターを更新するには、the section called “pcluster update-compute-fleet” (p. 143)コマン
ドを実行し、ヘッドノード内で次のコマンドを実行します。
$ sudo ./opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh

ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
DomainReadOnlyUser (必須)、String)
クラスターユーザーログインの認証時に AD ドメインに ID 情報を問い合わせるために使用される
ID。これは、呼び出される SSSD-LDAP パラメータに対応しますldap_default_bind_dn。この値
には AD ID 情報を使用します。
ノード上の特定の LDAP クライアントが必要とする形式で ID を指定します。
• MicrosoftAD:
cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com

• SimpleAD:
cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=pcluster,dc=com

ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
LdapTlsCaCert (オプション、String)
ドメインコントローラの証明書を発行した証明書チェーン内のすべての証明機関の証明書を含
む証明書バンドルへの絶対パス。これは、呼び出される SSSD-LDAP パラメータに対応しま
すldap_tls_cacert。
証明書バンドルは、Windows では DER Base64 形式とも呼ばれる PEM 形式の個別の証明書を連結し
て構成されるファイルです。LDAP サーバーとして動作している AD ドメインコントローラーの身元
を確認するために使用されます。
AWS ParallelClusterは、証明書をノードに最初に配置する責任はありません。クラスター管理者
は、クラスターの作成後にヘッドノードで証明書を手動で構成するか、ブートストラップスクリプ
ト (p. 62)。または、ヘッドノードで設定した証明書を含む Amazon マシンイメージ (AMI) を使用
できます。
Simple ADは LDAPS サポートを提供していません。Simple AD ディレクトリをと統合する方法を学
ぶAWS ParallelCluster「」を参照してください。Simple AD の LDAPS エンドポイントを構成する方
法のAWSセキュリティブログ。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
LdapTlsReqCert (オプション、String)
TLS セッションでサーバー証明書に対して実行するチェックを指定します。これは、呼び出される
SSSD-LDAP パラメータに対応しますldap_tls_reqcert。
有効な値: never、allow、try、demand、および hard。
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never,allow, およびtry証明書に問題が見つかった場合でも接続を続行できるようにします。
demandそしてhard証明書に問題がなければ、通信を続行できるようにします。
クラスター管理者が証明書の検証を必要としない値を正常に使用すると、警告メッセージが管理者に
返されます。セキュリティ上の理由から、証明書の検証を無効にしないことをお勧めします。
デフォルト値は hard です。
ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
LdapAccessFilter (オプション、String)
ディレクトリアクセスをユーザーのサブセットに制限するフィルターを指定します。このプロパティ
は、呼び出される SSSD-LDAP パラメータに対応しますldap_access_filter。これを使用して、
多数のユーザーをサポートする AD にクエリを制限できます。
このフィルターは、クラスターへのユーザーアクセスをブロックする可能性があります。ただし、ブ
ロックされたユーザーの発見可能性には影響しません。
このプロパティーが設定されている場合、SSSD パラメーターはaccess_providerは、
に設定されます。ldap内部エラーAWS ParallelClusterで変更してはならな
いDirectoryService (p. 192)/AdditionalSssdConfigs (p. 196)[] 設定。
このプロパティが省略され、カスタマイズされたユーザーアクセス
がDirectoryService (p. 192)/AdditionalSssdConfigs (p. 196)では、ディレクトリのすべて
のユーザーがクラスターにアクセスできます。
例:
"!(cn=SomeUser*)" # denies access to every user with alias starting with "SomeUser"
"(cn=SomeUser*)"
# allows access to every user with alias starting with "SomeUser"
"memberOf=cn=TeamOne,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com" # allows access only
to users in group "TeamOne".

ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
GenerateSshKeysForUsers (オプション、Boolean)
かどうかを定義するAWS ParallelClusterは、ヘッドノードでの初回認証の直後に、クラスターユー
ザーの SSH キーを生成します。
に設定されている場合true、SSH キーが生成され、USER_HOME_DIRECTORY/.ssh/id_rsa、存在
しない場合、ヘッドノードでの最初の認証後のすべてのユーザーに対して。
ヘッドノードでまだ認証されていないユーザーの場合、次の場合に最初の認証が行われます。
• ユーザーは、自分のパスワードで初めてヘッドノードにログインします。
• ヘッドノードでは、sudoer が初めてそのユーザーに切り替わります。su USERNAME
• ヘッドノードでは、sudoer がユーザーとして初めてコマンドを実行します。su -u USERNAME
COMMAND
ユーザーは、クラスターヘッドノードとコンピュートノードへの後続のログインに SSH キーを使用で
きます。とAWS ParallelClusterでは、クラスタコンピュートノードへのパスワードログインは設計上
無効になっています。ユーザーがヘッドノードにログインしていない場合、SSH キーは生成されず、
ユーザーはコンピュートノードにログインできません。
デフォルトは true です。
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ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)
AdditionalSssdConfigs (オプション、Dict)
クラスターインスタンスの SSSD 設定ファイルに書き込む SSSD パラメーターと値を含むキーと値の
ペアの dict。SSSD 設定ファイルの詳細については、次のインスタンスのマニュアルページを参照し
てください。SSSDおよび関連する設定ファイル。
SSSD のパラメータと値は、AWS ParallelClusterの SSSD 構成を以下のリストで説明しています。
• id_providerは、 に設定されます。ldap内部エラーAWS ParallelCluster変更してはいけません。
• access_providerは、 に設定されます。ldap内部エラーAWS ParallelClusterい
つDirectoryService (p. 192)/LdapAccessFilter (p. 195)が指定されており、この設定は変
更しないでください。
もしDirectoryService (p. 192)/LdapAccessFilter (p. 195)は省
略されます、それはaccess_provider仕様も省略されています。たとえ
ば、access_providerにsimpleにAdditionalSssdConfigs (p. 196)、それか
らDirectoryService (p. 192)/LdapAccessFilter (p. 195)は指定できません。
次の設定スニペットは、AdditionalSssdConfigs。
この例では、SSSD ログのデバッグレベルを有効にし、検索ベースを特定の組織単位に制限し、資格
情報のキャッシュを無効にします。
DirectoryService:
...
AdditionalSssdConfigs:
debug_level: "0xFFF0"
ldap_search_base: OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=myOrg,DC=com
cache_credentials: False

この例では、SSSD の設定を指定します。simple access_provider。
のユーザーEngineeringTeamディレクトリへのアクセス権が付与されま
す。DirectoryService (p. 192)/LdapAccessFilter (p. 195)この場合は設定しないでくださ
い。
DirectoryService:
...
AdditionalSssdConfigs:
access_provider: simple
simple_allow_groups: EngineeringTeam

ポリシーの更新: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要が
あります。 (p. 101)

ビルドイメージの設定ファイル
AWS ParallelCluster バージョン 3 では、ビルドイメージの設定パラメータに YAML 1.1 ファイルを使用
しています。設定エラーを減らすために、インデントが正しいことを確認してください。詳細について
は、https://yaml.org/spec/1.1/ の「YAML 1.1 spec」(YAML 1.1 仕様) を参照してください。
これらの設定ファイルは、EC2 Image Builder を使用してカスタム AWS ParallelCluster AMI を構築
する方法を定義するために使用されます。カスタム AMI の構築プロセスは、pcluster buildimage (p. 116) コマンドを使って起動します。設定ファイルの例については、https://github.com/
aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/schemas/test_imagebuilder_schema/
test_imagebuilder_schema を参照してください。
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トピック
• ビルドイメージの設定ファイルプロパティ (p. 197)
• Buildセクション (p. 197)
• Image セクション (p. 199)

ビルドイメージの設定ファイルプロパティ
Region (オプション、String)
build-image オペレーションのリージョンを指定します。例えば、us-east-2。

Buildセクション
(必須) イメージが構築される構成を指定します。
Build (p. 197):
InstanceType (p. 197): string
SubnetId (p. 197): string
ParentImage (p. 197): string
Iam (p. 198):
InstanceRole (p. 198): string
InstanceProfile (p. 198): string
CleanupLambdaRole (p. 198): string
AdditionalIamPolicies (p. 198):
- Policy (p. 198): string
PermissionsBoundary (p. 198): string
Components (p. 199):
- Type (p. 199): string
Value (p. 199): string
Tags (p. 199):
- Key (p. 199): string
Value (p. 199): string
SecurityGroupIds (p. 198):
- string
UpdateOsPackages (p. 199):
Enabled (p. 199): boolean

Build プロパティ
InstanceType (必須)、String)
イメージのビルドに使用するインスタンスのインスタンスタイプを指定します。
SubnetId (オプション、String)
イメージを構築するためにインスタンスをプロビジョニングする既存のサブネットの ID を指定しま
す。提供されるサブネットには、インターネットへのアクセスが必要です。

Warning
pcluster build-imageはデフォルトの VPC を使用します。デフォルトの VPC が削除さ
れている場合、AWS Control TowerまたはAWSLanding Zone の場合は、サブネット ID を指
定する必要があります。
ParentImage (必須)、String)
ベースイメージを指定します。親イメージは、同じバージョンの AWS ParallelCluster
AMI ではないものでも、公式の AWS ParallelCluster AMI でも構いません。AWS
ParallelCluster の異なるバージョンの AWS ParallelCluster オフィシャル
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やカスタム AMI を使用することはできません。フォーマットは、イメージ
arn:Partition:imagebuilder:Region:Account:image/ImageName/ImageVersion の
ARN または AMI ID ami-12345678 のいずれかでなければなりません。
SecurityGroupIds (オプション、[String])
イメージのセキュリティグループ ID のリストを指定します。

Iam
Iam プロパティ
(オプション) イメージビルドの IAM リソースを指定します。
Iam (p. 198):
InstanceRole (p. 198): string
InstanceProfile (p. 198): string
CleanupLambdaRole (p. 198): string
AdditionalIamPolicies (p. 198):
- Policy (p. 198): string
PermissionsBoundary (p. 198): string

InstanceProfile (オプション、String)
EC2 Image Builder インスタンスのデフォルトのインスタンスプロファイルをオーバーラ
イドするインスタンスプロファイルを指定します。InstanceProfile、InstanceRole
および AdditionalIamPolicies を一緒に指定することはできません。形式は
arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName です。
InstanceRole (オプション、String)
EC2 Image Builder インスタンスのデフォルトのインスタンスロールをオーバーライドするインスタ
ンスロールを指定します。 InstanceProfile、InstanceRole および AdditionalIamPolicies
を一緒に指定することはできません。形式は arn:Partition:iam::Account:role/RoleName で
す。
CleanupLambdaRole (オプション、String)
ビルド完了時にビルドアーティファクトを削除する AWS CloudFormation カスタムリソー
スをバックアップする AWS Lambda 機能に使用する IAM ロールの ARN です。Lambda
は、その役割を担うことを許されたプリンシパルとして設定する必要があります。形式は
arn:Partition:iam::Account:role/RoleName です。
AdditionalIamPolicies (オプション)
カスタム AMI の生成に使用する EC2 Image Builder インスタンスにアタッチする追加の IAM ポリシー
を指定します。
AdditionalIamPolicies (p. 198):
- Policy (p. 198): string

Policy (オプション、[String])
IAM ポリシーの一覧。形式は arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName です。
PermissionsBoundary (オプション、String)
AWS ParallelCluster で作成されたすべてのロールのパーミッションバウンダリとして使用する IAM
ポリシーの ARN です。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Permissions
boundaries for IAM entities」(IAM エンティティの許可の境界) を参照してください。形式は
arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName です。
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Components
Components プロパティ
(オプション) EC2 を指定します ImageBuilder AMI ビルドプロセスで使用するコンポーネント。AWS
ParallelCluster。このようなコンポーネントは、AMI のビルドプロセスをカスタマイズするために使用でき
ます。詳細については、「AWS ParallelClusterAMI のカスタマイズ (p. 104)」を参照してください。
Components (p. 199):
- Type (p. 199): string
Value (p. 199): string

Type (オプション、String)
コンポーネントのタイプ-値のペアのタイプを指定します。タイプは arn または script となりま
す。
Value (オプション、String)
コンポーネントのタイプ-値のペアの値を指定します。タイプが arn の場合は、EC2 Image Builder コ
ンポーネントの ARN です。タイプが script の場合は、EC2 Image Builder コンポーネントを作成す
る際に使用するスクリプトを示す https または s3 のリンクです。

Tags
Tags プロパティ
(オプション) AMI の構築に使用されるリソースに設定するタグのリストを指定します。
Tags (p. 199):
- Key (p. 199): string
Value (p. 199): string

Key (オプション、String)
タグの名前を定義します。
Value (オプション、String)
タグの値を定義します。

UpdateOsPackages
UpdateOsPackages プロパティ
(オプション) AWS ParallelCluster ソフトウェアスタックをインストールする前に、OS をアップデートす
るかどうかを指定します。
UpdateOsPackages (p. 199):
Enabled (p. 199): boolean

Enabled (オプション、Boolean)
true の場合、AWS ParallelCluster ソフトウェアをインストールする前に、オペレーティングシステ
ムをアップデートして再起動します。デフォルトは false です。

Image セクション
(必須) イメージビルドのイメージプロパティを定義します。
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Image (p. 199):
Name (p. 200): string
RootVolume (p. 200):
Size (p. 200): integer
Encrypted (p. 200): boolean
KmsKeyId (p. 200): string
Tags (p. 200):
- Key (p. 200): string
Value (p. 200): string

Image プロパティ
Name (オプション、String)
AMI の名前を指定します。指定されていない場合は、pcluster build-image (p. 116) コマンド
の呼び出し時の名前が使用されます。

Tags
Tags プロパティ
(オプション) イメージのキーバリューのペアを指定します。
Tags (p. 200):
- Key (p. 200): string
Value (p. 200): string

Key (オプション、String)
タグの名前を定義します。
Value (オプション、String)
タグの値を定義します。

RootVolume
RootVolume プロパティ
(オプション) イメージのルートボリュームのプロパティを指定します。
RootVolume (p. 200):
Size (p. 200): integer
Encrypted (p. 200): boolean
KmsKeyId (p. 200): string

Size (オプション、Integer)
イメージのルートボリュームのサイズを GiB 単位で指定します。デフォルトのサイズ
は、ParentImage (p. 197) のサイズに 27 GiB を加えたものです。
Encrypted (オプション、Boolean)
ボリュームを暗号化するかどうかを指定します。デフォルト値は false です。
KmsKeyId (オプション、String)
ボリュームの暗号化に使用する AWS KMS キーの ARN を指定します。形式は
arn:Partition:kms:Region:Account:key/KeyId です。
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AWS ParallelCluster の仕組み
AWS ParallelCluster は、クラスターを管理する手段としてだけでなく、HPC 環境を構築するために AWS
のサービスを使用する方法のリファレンスとしても構築されました。
トピック
• AWS ParallelCluster プロセス (p. 201)
• AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 201)

AWS ParallelCluster プロセス
このセクションは、Slurm。このスケジューラと併用すると、AWS ParallelCluster基盤となるジョブスケ
ジューラと対話することによって、コンピューティングノードのプロビジョニングと削除を管理します。
AWS Batch に基づく HPC クラスターの場合、AWS ParallelCluster はコンピューティングノード管理のた
めに AWS Batch によって提供される機能に完全に依存しています。

clustermgtd
クラスター管理デーモンが行います。
• 非アクティブなパーティションのクリーンアップ
• 静的容量管理: 静的な容量が常に稼働していることを確認します
• スケジューラを Amazon EC2 と同期します。
• 孤立したインスタンスのクリーンアップ
• 中断したワークフローの外で発生した Amazon EC2 の終了時にスケジューラーノードの状態を復元しま
す
• 異常のある Amazon EC2 インスタンスの管理 (Amazon EC2 のヘルスチェックの失敗)
• スケジュールされたメンテナンスイベントの管理
• 異常のあるスケジューラノードの管理 (スケジューラのヘルスチェックの失敗)

clusterstatusmgtd
クラスターステータス管理デーモンは、コンピュートフリートのステータス更新を管理します。毎
分、DynamoDB テーブルに保存されているフリートのステータスをフェッチし、すべての STOP/START
リクエストを管理します。

computemgtd
コンピューティング管理デーモン (computemgtd) プロセスは、クラスターコンピューティングノードの
それぞれで実行します。5 分ごとに、コンピューティング管理デーモンはヘッドノードに到達できるこ
と、および正常であることを確認します。5 分が経過し、ヘッドノードに到達できない、または正常でな
い場合、コンピューティングノードはシャットダウンされます。

AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS
AWS ParallelCluster は、次の Amazon ウェブサービス (AWS) のサービスを使用します。
トピック
• AWS Batch (p. 202)
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• AWS CloudFormation (p. 202)
• アマゾン CloudWatch (p. 202)
• アマゾン CloudWatch ログ (p. 203)
• AWS CodeBuild (p. 203)
• Amazon DynamoDB (p. 203)
• Amazon Elastic Block Store (p. 203)
• Amazon Elastic Compute Cloud (p. 203)
• Amazon Elastic Container Registry (p. 204)
• Amazon EFS (p. 204)
• Amazon FSx for Lustre (p. 204)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 204)
• Amazon FSx for OpenZFS (p. 204)
• AWS Identity and Access Management (p. 204)
• AWS Lambda (p. 205)
• NICE DCV (p. 205)
• Amazon Route 53 (p. 205)
• Amazon Simple Storage Service (p. 205)
• Amazon VPC (p. 205)

AWS Batch
AWS Batch は AWS マネージドジョブスケジューラサービスです。AWS Batch クラスターに最適な量と種
類のコンピューティング資源 (CPU やメモリに最適化されたインスタンスなど) を動的に提供します。こ
れらのリソースは、ボリューム要件など、バッチジョブの特定の要件に基づいてプロビジョニングされま
す。AWS Batch では、ジョブを効率的に実行するために、追加のバッチコンピューティングソフトウェア
やサーバークラスターをインストールしたり、管理したりする必要はありません。
AWS Batch は、AWS Batch クラスターでのみ使用されます。
AWS Batch の詳細については、https://aws.amazon.com/batch/ および https://docs.aws.amazon.com/
batch/ を参照してください。

AWS CloudFormation
AWS CloudFormationは infrastructure-as-code モデル化とプロビジョニングのための共通言語を提供す
るサービスAWS「」を参照してください。AWS ParallelCluster が利用するメインのサービスです。AWS
ParallelCluster の各クラスターはスタックとして表現され、各クラスターが必要とするすべてのリソー
スは AWS ParallelCluster AWS CloudFormation テンプレート内に定義されています。通常、AWS
ParallelCluster CLIコマンドは、AWS CloudFormation スタックコマンド (作成、更新、削除コマンドなど)
に直接対応しています。クラスター内で起動するインスタンスは、クラスターが起動するリージョンの
AWS CloudFormation エンドポイントに HTTPS を呼び出します。
AWS CloudFormation の詳細については、https://aws.amazon.com/cloudformation/ および https://
docs.aws.amazon.com/cloudformation/ を参照してください。

アマゾン CloudWatch
アマゾン CloudWatch (CloudWatch) は、データと実用的なインサイトを提供するモニタリングおよび可
観測性サービスです。これらのインサイトは、アプリケーションのモニタリング、パフォーマンスの変化
やサービスの例外への対応、リソースの使用状況の最適化に利用できます。In (イン)AWS ParallelCluster,
CloudWatch は、ダッシュボードに Docker イメージのビルド手順やAWS Batch仕事。
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前AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0, CloudWatch 「」でのみ使用されましたAWS Batchクラスターを
試すことができます。
の詳細 CloudWatch「」を参照してください。https://aws.amazon.com/cloudwatch/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/cloudwatch/。

アマゾン CloudWatch ログ
アマゾン CloudWatch ログ (CloudWatch Logs) は、Amazon のコア機能のひとつです CloudWatch。AWS
ParallelCluster が使用している多くのコンポーネントのログファイルをモニタリング、保存、閲覧、検索
するために使用できます。
前AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0, CloudWatch ログはでのみ使用されましたAWS Batchクラスター
を試すことができます。
詳細については、「Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 92)」を参照してください。

AWS CodeBuild
AWS CodeBuild(CodeBuild) はAWSが管理する継続的統合サービスで、ソースコードをコンパイルし、
テストを実行し、デプロイ可能なソフトウェアパッケージを作成します。In (イン)AWS ParallelCluster,
CodeBuild は、クラスター作成時に Docker イメージを自動的かつ透過的に構築するために使用されま
す。
CodeBuild は、AWS Batchクラスターを試すことができます。
の詳細 CodeBuild「」を参照してください。https://aws.amazon.com/codebuild/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/codebuild/。

Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB (DynamoDB) は、高速で柔軟な NoSQL データベースサービスです。クラスターの最
小限の状態情報を保存するために使用されます。ヘッドノードは、プロビジョニングされたインスタンス
を DynamoDB テーブルで追跡します。
DynamoDB は、AWS Batch クラスターでは使用されません。
DynamoDB の詳細については、https://aws.amazon.com/dynamodb/ および https://docs.aws.amazon.com/
dynamodb/ を参照してください。

Amazon Elastic Block Store
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、共有ボリュームの永続的ストレージを提供する高性能ブ
ロックストレージサービスです。すべての Amazon EBS の設定を構成することができます。Amazon EBS
ボリュームは、空白で初期化することも、既存の Amazon EBS スナップショットから初期化することもで
きます。
Amazon EBS の詳細については、https://aws.amazon.com/ebs/ および https://docs.aws.amazon.com/ebs/
を参照してください。

Amazon Elastic Compute Cloud
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS ParallelCluster のコンピューティング容量を提供
します。ヘッドノードとコンピューティングノードは、Amazon EC2 インスタンスです。HVM をサポー
トする任意のインスタンスタイプを選択できます。ヘッドノードとコンピューティングノードは、異なる
インスタンスタイプにすることができます。また、複数のキューを使用する場合は、一部または全部のコ
ンピューティングノードをスポットインスタンスとして起動することも可能です。インスタンスにあるイ
ンスタンスストアボリュームは、ストライピングされた LVM ボリュームとしてマウントされます。
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Amazon EC2 の詳細については、https://aws.amazon.com/ec2/ および https://docs.aws.amazon.com/ec2/
を参照してください。

Amazon Elastic Container Registry
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージドされた Docker コンテナレジストリ
で、Docker コンテナイメージの保存、管理、デプロイを容易に行うことができます。AWS ParallelCluster
では、Amazon ECR がクラスタの作成時に構築される Docker イメージを保存します。その後で Docker
イメージは、送信されたジョブにコンテナを実行するために AWS Batch に使用されます。
Amazon ECR は、AWS Batch クラスターでのみ使用されます。
詳細については、https://aws.amazon.com/ecr/ および https://docs.aws.amazon.com/ecr/ を参照してくだ
さい。

Amazon EFS
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)は、AWS クラウド サービスやオンプレミスのリソースで使用
できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシステムを提供し
ます。Amazon EFS は、EfsSettings (p. 181)が指定されています。AWS ParallelCluster バージョン
2.1.0 で Amazon EFS をサポートしました。
Amazon EFS の詳細については、https://aws.amazon.com/efs/ および https://docs.aws.amazon.com/efs/
を参照してください。

Amazon FSx for Lustre
FSx for Lustre は、オープンソースの Lustre ファイルシステムを使用した高性能なファイルシステムを
提供します。FSx for Lustre は、FsxLustreSettings プロパティ (p. 183)が指定されています。AWS
ParallelCluster バージョン 2.2.1 で FSx for Lustre をサポートしました。
FSx for Lustre の詳細については、https://aws.amazon.com/fsx/lustre/ および https://
docs.aws.amazon.com/fsx/ を参照してください。

Amazon FSx for NetApp ONTAP
FSx for ONTAPは、上に構築されたフルマネージドの共有ストレージシステムを提供します NetApp「」
を参照してください。FSx for ONTAP は、FsxOntapSettings プロパティ (p. 188)が指定されていま
す。FSx for ONTAP Support が追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 3.2.0。
FSx for ONTAP の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/fsx/netappontap/そしてhttps://docs.aws.amazon.com/fsx/。

Amazon FSx for OpenZFS
FSx for OpenZFS により、人気のある OpenZFS ファイルシステムでフルマネージドの共有ストレージシ
ステムを構築しています。OpenZFS の FSx は、FsxOpenZfsSettings プロパティ (p. 189)が指定され
ています。OpenZFS の FSx Support が追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 3.2.0。
FSx for OpenZFS の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/fsx/openzfs/そし
てhttps://docs.aws.amazon.com/fsx/。

AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は AWS ParallelCluster 内で使用され、個々のクラス
ターに固有のインスタンスに対して、Amazon EC2 用の最小特権の IAM ロールを提供します。AWS
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ParallelCluster インスタンスには、クラスターのデプロイと管理に必要な特定の API コールへのアクセス
のみが与えられます。
AWS Batch クラスターでは、クラスター作成時に Docker イメージ構築プロセスに関係するコンポーネ
ント用に IAM ロールも作成されます。これらのコンポーネントには、Amazon ECR リポジトリとの間で
Docker イメージを追加および削除することが許可されている Lambda 関数が含まれます。また、クラス
ター用に作成された Amazon S3 バケットを削除するための機能や CodeBuild 事業。AWS Batch リソー
ス、インスタンス、およびジョブのロールもあります。
IAM の詳細については、https://aws.amazon.com/iam/ および https://docs.aws.amazon.com/iam/ を参照し
てください。

AWS Lambda
AWS Lambda (Lambda) は、Docker イメージの作成をオーケストレートする機能を実行します。ま
た、Lambda は Amazon ECR リポジトリや Amazon S3 に保存された Docker イメージなど、カスタムク
ラスターソースのクリーンアップを管理します。
Lambda の詳細については、https://aws.amazon.com/lambda/ および https://docs.aws.amazon.com/
lambda/ を参照してください。

NICE DCV
NICE DCV は、高性能なリモートディスプレイプロトコルで、さまざまなネットワーク条件の中で、あ
らゆるデバイスにリモートデスクトップやアプリケーションストリーミングを安全に配信する方法を提
供します。NICE DCVは、HeadNodeセクション (p. 148)/Dcv (p. 153)設定が指定されている。AWS
ParallelCluster バージョン 2.5.0 では、NICE DCV をサポートしました。
NICE DCV の詳細については、https://aws.amazon.com/hpc/dcv/ および https://docs.aws.amazon.com/
dcv/ を参照してください。

Amazon Route 53
Amazon Route 53 (Route 53) は、各コンピューティングノードのホスト名と完全に適正のドメイン名を持
つホストゾーンを作成するために使用します。
Route 53 の詳細については、https://aws.amazon.com/route53/ および https://docs.aws.amazon.com/
route53/ を参照してください。

Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、各リージョンに配置された AWS ParallelCluster テンプ
レートを保存します。AWS ParallelCluster は、CLI/SDK ツールが Amazon S3 を使用できるように設定す
ることができます。
AWS Batch クラスターを使用する場合、お客様のアカウントの Amazon S3 バケットが関連データの保存
に使用されます。例えば、バケットには、投入されたジョブから Docker イメージやスクリプトが作成さ
れた際に作成されたアーティファクトが保存されます。
詳細については、https://aws.amazon.com/s3/ および https://docs.aws.amazon.com/s3/ を参照してくださ
い。

Amazon VPC
Amazon VPC は、クラスター内のノードが使用するネットワークを定義します。
Amazon VPC の詳細については、https://aws.amazon.com/vpc/ および https://docs.aws.amazon.com/vpc/
を参照してください。
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チュートリアル
以下のチュートリアルでは、AWS ParallelCluster バージョン 3 の開始方法について説明し、一般的なタス
クのベストプラクティスのガイダンスを示します。
トピック
• AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する (p. 206)
• カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 (p. 208)
• アクティブディレクトリを統合 (p. 214)
• 共有ストレージの暗号化をAWS KMSキー (p. 234)
• マルチキューモードのクラスターでジョブを実行する (p. 236)
• AWS ParallelCluster API の使用 (p. 241)

AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する
このチュートリアルでは、で初めて Hello World ジョブを実行する方法を説明します。AWS
ParallelCluster

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 2)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• とでIAMロールがあります許可 (p. 29)を実行するために必要pcluster (p. 115)CLI。

インストールを確認する
まず、Node.js の依存関係を含めて、AWS ParallelCluster が正しくインストールされ、設定されているこ
とを確認します。
$ node --version
v16.8.0
$ pcluster version
{
"version": "3.2.0"
}

これにより、AWS ParallelCluster の実行中のバージョンが返ります。

初めてクラスターを作成する
では、最初のクラスターを作成していきましょう。このチュートリアルのワークロードのパフォーマンス
負荷は高くないため、デフォルトのインスタンスサイズ t2.micro を使います。(本稼働ワークロードの
場合は、ニーズに最適なインスタンスサイズを選択します) クラスター hello-world を呼び出してみま
しょう。
$ pcluster create-cluster \
--cluster-name hello-world \
--cluster-configuration hello-world.yaml
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Note
-AWS リージョン使用するにはほとんどの場合に指定する必要がありますpclusterコマンド。指
定されていない場合AWS_DEFAULT_REGION環境変数、またはregionの設定を[default]の セ
クション~/.aws/configファイルを選択し、次に--regionパラメータはpclusterコマンドラ
イン。
設定に関するメッセージが出力に表示されたら、AWS ParallelCluster を設定するために次のコマンドを実
行する必要があります。
$ pcluster configure --config hello-world.yaml

pcluster create-cluster (p. 117) コマンドが正常に完了した場合は、次のような出力が表示され
ます。
{

}

"cluster": {
"clusterName": "hello-world",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:xxx:stack/xxx",
"region": "...",
"version": "...",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}

以下の方法でクラスターの作成をモニタリングします。
$ pcluster describe-cluster --cluster-name hello-world

クラスターの作成中に clusterStatus が「CREATE_IN_PROGRESS」とレポートします。クラスターの
作成に成功すると、clusterStatus は「CREATE_COMPLETE」に遷移します。また、出力には、ヘッド
ノードの publicIpAddress と privateIpAddress が表示されます。

ヘッドノードにログインする
OpenSSH pem ファイルを使用してヘッドノードにログインします。
$ pcluster ssh --cluster-name hello-world -i /path/to/keyfile.pem

ログインしたら、sinfo コマンドを実行して、コンピューティングノードがセットアップおよび設定され
ていることを確認します。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
queue1*
up

TIMELIMIT
infinite

NODES
10

STATE NODELIST
idle~ queue1-dy-queue1t2micro-[1-10]

出力には、クラスターに 1 つのキューがあり、最大 10 のノードがあることが示されます。

Slurm を使用して最初のジョブを実行する
次に、しばらくの間スリープしてから、独自のホスト名を出力するジョブを作成します。hellojob.sh
というファイルを次の内容で作成します。
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"
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次に、sbatch を使用してジョブを送信し、実行されることを確認します。
$ sbatch hellojob.sh
Submitted batch job 2

これで、キューを表示してジョブのステータスを確認できます。新しい Amazon EC2 インスタンスのプロ
ビジョニングがバックグランドで開始されます。クラスターインスタンスのステータスは、sinfo コマン
ドでモニタリングできます。
$ squeue

JOBID PARTITION
NAME
USER ST
2
queue1 hellojob ec2-user CF
queue1t2micro-1

TIME
3:30

NODES NODELIST(REASON)
1 queue1-dy-

出力には、ジョブが queue1 に送信されたことが示されます。ジョブが終了するまで 30 秒間待ってか
ら、もう一度 squeue を実行します。
$ squeue

JOBID PARTITION

NAME

USER ST

TIME

NODES NODELIST(REASON)

キューにはジョブがないため、現在のディレクトリで出力を確認できます。
$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 57 Sep
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 43 Sep

1 14:25 hellojob.sh
1 14:30 slurm-2.out

出力には、「out」ファイルが示されます。ジョブからの出力を確認できます。
$ cat slurm-2.out
Hello World from queue1-dy-queue1t2micro-1

また、出力には、ジョブがインスタンス queue1-dy-queue1t2micro-1 上で正常に実行されていること
も示されています。
作成したばかりのクラスターでは、ホームディレクトリのみがクラスターのすべてのノードで共有されま
す。
クラスターの作成と使用の詳細については、「」を参照してください。ベストプラクティス (p. 18)。
アプリケーションで共有ソフトウェア、ライブラリ、またはデータが必要な場合は、次のオプションを検
討してください。
• を構築するAWS ParallelClusterで説明されているように、ソフトウェアを含むカスタム AMI を有効にし
ましたカスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 (p. 208)。
• を使用するStorageSettings (p. 176)オプションのAWS ParallelCluster構成ファイルを使用して、共有
ファイルシステムを指定し、インストールしたソフトウェアを指定されたマウント場所に格納します。
• を使用するカスタムブートストラップアクション (p. 62)クラスターの各ノードのブートストラップ手
順を自動化します。

カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築
Important
カスタム AMI を構築した場合は、新しい AWS ParallelCluster のリリースごとに、カスタム AMI
を作成したときの手順を繰り返す必要があります。
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この先をお読みになる前に、カスタムブートストラップアクション (p. 62)セクションを参照の上、ご確
認いただくfutureAWS ParallelClusterリリース。
カスタム AMI の構築は理想的ではありませんが、用のカスタム AMI の構築もありますAWS
ParallelClusterが必要です。このチュートリアルでは、これらのシナリオに対応するカスタム AMI を構築
する手順を説明します。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 2)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• には IAM のロールがあります許可 (p. 29)を実行するために必要pcluster (p. 115)CLI とビルドイ
メージ。

AWS ParallelCluster AMI をカスタマイズする方法
カスタムの AWS ParallelCluster AMI を構築するには 2 つの方法があります。この 2 つの方法のうち、1
つは AWS ParallelCluster CLI を使って新しい AMI を構築する方法です。もう一つの方法では、アカウン
トで使用できる新しい AMI を構築するには、手動で変更する必要があります。AWSアカウント.

カスタム AWS ParallelCluster AMI を構築する
カスタマイズされた AMI とソフトウェアがすでに導入されている場合は、AWS ParallelCluster で必要
な変更を適用することができます。AWS ParallelCluster は、カスタマイズされた AMI を構築するため
に、EC2 Image Builder サービスを利用しています。詳細については、「」を参照してください。Image
Builder ユーザー。
キーポイント:
• このプロセスには約 1 時間かかります。この時間は、追加がある場合は変わる可能性がありま
すBuild (p. 197)/Components (p. 199)ビルド時にインストールされます。
• AMI には、カーネル、スケジューラ、およびEFAドライバー。コンポーネントバージョンのサブセット
も AMI の説明で報告されます。
• から始まるAWS ParallelCluster3.0.0 では、新しい CLI コマンドセットを使用してイメージのラ
イフサイクルを管理できます。build-image (p. 116),list-images (p. 138),describeimage (p. 125)そしてdelete-image (p. 121)。
• この方法は繰り返し可能です。これを再実行して、OS の更新などの AMI を最新の状態に保ち、既存の
クラスターを更新するときに使用できます。

Note
この方法を次の場所で使用する場合AWS中国パーティションでは、ネットワークエラーが発生す
る可能性があります。たとえば、次のエラーはpcluster build-imageからパッケージをダウ
ンロードするときのコマンド GitHub または OS リポジトリから。この場合は、次のいずれかの方
法を使用することをお勧めします。
1. をフォローAWS ParallelCluster AMI を変更する (p. 214)このコマンドをバイパスするアプ
ローチ。
2. 次のような別のパーティション/リージョンにイメージを構築します。us-east-1を選択し、
ストア復元して中国地域に移動します。詳細については、次を参照してください。S3 を使用
して AMI を保存および復元するのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
ステップ:
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1. の設定AWS アカウント認証情報を取得して、AWS ParallelClusterクライアントは電話をかけること
ができますAWSユーザーに代わって API オペレーション。必要なパーミッションのセットは、でド
キュメント化されていますAWS ParallelCluster 3.x での AWS Identity and Access Management のロー
ル (p. 29)。
2. 基本の作成イメージのビルド設定ファイル、InstanceType (p. 197)イメージのビルドに使用さ
れ、ParentImage (p. 197)AMI 作成の開始点として使用されます。オプションのビルドパラメータの
詳細については、「」を参照してくださいイメージの構成 (p. 196)。
Build:
InstanceType: <BUILD_INSTANCE_TYPE>
ParentImage: <BASE_AMI_ID>

3. CLI コマンドの使用pcluster build-image (p. 116)をビルドするにはAWS ParallelClusterベース
として提供する AMI から始まる AMI:
$ pcluster build-image --image-id IMAGE_ID --image-configuration IMAGE_CONFIG.yaml -region REGION
{
"image": {
"imageId": "IMAGE_ID",
"imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
"region": "us-east-1",
"version": "3.2.0"
}
}

Warning
pcluster build-imageはデフォルト VPC を使用します。デフォルトの VPC が削除された
場合、おそらくAWS Control TowerまたはAWSランディングゾーン、サブネット ID はイメー
ジ設定ファイルで指定する必要があります。詳細については、「SubnetId (p. 150)」を参照
してください。
その他のパラメータについては、pcluster build-image (p. 116)コマンド。前述のコマンドは以
下の処理を実行します。
• を作成します CloudFormation イメージの構成に基づいてスタックします。このスタックには、ビル
ドに必要なすべての EC2 Image Builder リソースが含まれています。
• 作成されたリソースの中には、公式のImage Builderがあります。AWS ParallelClusterコンポーネント
の上に、カスタム Image Builder コンポーネントを追加できます。カスタムコンポーネントを作成す
る方法については、カスタム AMI の例の公共部門のお客様向けHPCワークショップ。
• EC2 Image Builder はビルドインスタンスを起動し、AWS ParallelClusterクックブック、インス
トールAWS ParallelClusterソフトウェアスタック、および必要な設定タスクを実行します。-AWS
ParallelClusterクックブックはビルドとブートストラップに使用されますAWS ParallelCluster。
• インスタンスが停止され、そこから新しい AMI が作成されます。
• 新たに作成した AMI から別のインスタンスが起動します。テストフェーズでは、EC2 Image Builder
は Image Builder コンポーネントで定義されたテストを実行します。
• ビルドが成功すると、スタックは削除されます。ビルドに失敗した場合、スタックは保持され、イン
スペクション可能です。
4. 次のコマンドを実行すると、ビルドプロセスのステータスをモニタリングできます。ビルドが完了した
ら、ビルドが完了したら、それを実行してレスポンスで指定した AMI ID を取得できます。
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
# BEFORE COMPLETE
{
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"imageConfiguration": {
"url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.amazonaws.com/
parallelcluster/3.2.0/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/image-config.yaml?...",
},
"imageId": "IMAGE_ID",
"imagebuilderImageStatus": "BUILDING",
"imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
"region": "us-east-1",
"version": "3.2.0",
"cloudformationStackTags": [
{
"value": "3.2.0",
"key": "parallelcluster:version"
},
{
"value": "IMAGE_ID",
"key": "parallelcluster:image_name"
},
...
],
"imageBuildLogsArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-IMAGE_ID",
"cloudformationStackCreationTime": "2022-04-05T21:36:26.176Z"
}
# AFTER COMPLETE
{
"imageConfiguration": {
"url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.useast-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.2.0/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/
image-config.yaml?Signature=..."
},
"imageId": "IMAGE_ID",
"imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
"region": "us-east-1",
"ec2AmiInfo": {
"amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z",
"amiId": "ami-1234stuv5678wxyz",
"description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1",
"state": "AVAILABLE",
"tags": [
{
"value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
"key": "parallelcluster:dcv_version"
},
...
],
"architecture": "x86_64"
},
"version": "3.2.0"
}

5. クラスターを作成するには、AMI ID をCustomAmi (p. 165)フィールドをクラスター設定に追加しま
す。
AMI 作成プロセスのトラブルシューティングとモニタリング
イメージの作成には約 1 時間かかります。ビルドプロセスのステータスをモニタリングするに
は、pcluster describe-image (p. 125)コマンドまたはログ取得コマンド。
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$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION

前述のように、build-image (p. 116)コマンドは、 CloudFormation イメージの構築に必要なすべての
EC2 リソースを含むスタックを作成し、EC2 Image Builder プロセスを起動します。
を実行した後build-image (p. 116)コマンド、検索することは可能です CloudFormation を使用してイ
ベントをスタックするpcluster get-image-stack-events (p. 135)。結果をフィルタリングするに
は、--queryパラメータを入力して最新のイベントを表示します。詳細については、次を参照してくださ
い。フィルタリングAWS CLI出力のAWS Command Line Interfaceユーザーガイド。
$ pcluster get-image-stack-events --image-id IMAGE_ID --region REGION --query "events[0]"
{
"eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z",
"physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.2.0/1",
"resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"resourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
"resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":\"arn:aws:imagebuilder:useast-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78ij90-1234abcd5678\",\"ImageRecipeArn\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:imagerecipe/parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.2.0\",\"DistributionConfigurationArn
\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:distribution-configuration/
parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678\",\"Tags\":
{\"parallelcluster:image_name\":\"IMAGE_ID\",\"parallelcluster:image_id\":\"IMAGE_ID\"}}",
"stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/IMAGE_ID/abcd1234-ef56gh78-ij90-1234abcd5678",
"stackName": "IMAGE_ID",
"logicalResourceId": "ParallelClusterImage",
"resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image",
"timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}

約 15 分後、Image Builder 作成に関連するログイベントエントリにスタックイベントが表示されま
す。を使用して、イメージログストリームを一覧表示し、Image Builder の手順を監視できるようにな
りました。pcluster list-image-log-streams (p. 139)そしてpcluster get-image-logevents (p. 133)コマンド。
$ pcluster list-image-log-streams --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--query 'logStreams[*].logStreamName'
"3.2.0/1"

]

$ pcluster get-image-log-events --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--log-stream-name 3.2.0/1 --limit 3
{
"nextToken": "f/36295977202298886557255241372854078762600452615936671762",
"prevToken": "b/36295977196879805474012299949460899222346900769983430672",
"events": [
{
"message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION",
"timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z"
},
{
"message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/
parallelclusterimage-test-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678/3.2.0/1",
"timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z"
},
{
"message": "TOE has completed execution successfully",
"timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z"
}
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]

}

続けて確認するdescribe-image (p. 125)コマンドが表示されるまでBUILD_COMPLETEStatus。
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
{
"imageConfiguration": {
"url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.useast-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.2.0/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/imageconfig.yaml?Signature=..."
},
"imageId": "IMAGE_ID",
"imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
"region": "us-east-1",
"ec2AmiInfo": {
"amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z",
"amiId": "ami-1234stuv5678wxyz",
"description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1",
"state": "AVAILABLE",
"tags": [
{
"value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
"key": "parallelcluster:dcv_version"
},
...
],
"architecture": "x86_64"
},
"version": "3.2.0"
}

AMI 作成の問題をデバッグする際にデバッグが必要であれば、以下の手順で説明のとおり、イメージログ
のアーカイブを作成することもできます。
ログをAmazon S3バケットまたはローカルファイルにアーカイブすることが可能です（--outputパラ
メータ)。
$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER
{
"url": "https://BUCKET_NAME.s3.us-east-1.amazonaws.com/BUCKET-FOLDER/IMAGE_IDlogs-202209071136.tar.gz?AWSAccessKeyId=..."
}
$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID \
--region REGION --bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER --output-file /tmp/
archive.tar.gz
{
"path": "/tmp/archive.tar.gz"
}

アーカイブには CloudWatch Image Builder プロセスに関連するストリームをログに記録し、AWS
CloudFormationスタックイベント。コマンドの実行には数分かかることがあります。
カスタム AMI の管理
から始まるAWS ParallelCluster3.0.0 では、イメージのライフサイクルを構築、モニタリング、管理する
ための新しいコマンド群が CLI に追加されました。コマンドの詳細については、「」を参照してくださ
い。pcluster コマンド (p. 115)。
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AWS ParallelCluster AMI を変更する
この方法は、公務員を修正することで構成されていますAWS ParallelClusterAMI にカスタマイズを加え
る。基本AWS ParallelClusterAMI は新しいリリースで更新されます。これらの AMI には、に必要なすべて
のコンポーネントが含まれています。AWS ParallelClusterインストールと構成時に機能します。これらの
うちの1つをベースとして開始できます。
キーポイント:
• この方法は、build-image (p. 116)ただし、これは手動プロセスであり、自動的に繰り返すことはで
きません。
• この方法では、CLI で利用できるログ検索やイメージライフサイクル管理コマンドにアクセスできませ
ん。
ステップ:
1. 使用する特定の地域に対応する AMI を探します。それを見つけるには、pcluster list-officialimages (p. 139)コマンドを--regionパラメータを使用して特定の地域を選択し、--osそして-architectureパラメータを使用して、使用する OS とアーキテクチャで目的の AMI をフィルタリン
グします。出力結果から、EC2 Image ID を取得できます。
2. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、[] の順に選択します。イメージ、それからAMI。取得した EC2 イメージ ID
を検索し、AMI を選択して、AMI からインスタンスを起動。
4. 下にスクロールし、[] を選択しますインスタンスタイプ。
5. を選択しますキーペアそしてインスタンスを起動する。
6. OS ユーザーと SSH キーを使用してインスタンスにログインします。
7. 要件に合わせてインスタンスを手動でカスタマイズします。
8. 次のコマンドを実行して、インスタンスを AMI 作成用に準備します。
sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

9. コンソールから、[] の順に選択します。インスタンスの状態そしてインスタンスの停止。
10.EC2 コンソールを使用して、インスタンスから新しい AMI を作成する、またはAWS CLI createimage。

EC2 コンソールから
a. ナビゲーションペインで、[Instances (インスタンス)] を選択します。
b. 作成して変更したインスタンスを選択します。
c. In (イン)アクション、選択画像とテンプレートそしてそれからイメージの作成。
11.新しい AMI ID をCustomAmi (p. 165)フィールドをクラスタ設定に追加し、クラスタを作成します。

アクティブディレクトリを統合
このチュートリアルでは、マルチユーザー環境を作成します。この環境にはAWS ParallelClusterそれはと
統合されていますAWS Managed Microsoft AD(Active Directory)corp.pcluster.com。それは構成しま
すAdminディレクトリを管理するユーザー、aReadOnlyディレクトリを読み取るユーザー、user000ユー
ザーがクラスターにログインします。自動パスまたは手動パスのいずれかを使用して、ネットワーク
リソース、Active Directory（AD）、および AD の設定に使用する EC2 インスタンスを作成できます。
パスに関係なく、作成するインフラストラクチャは、統合するように事前に構成されていますAWS
ParallelCluster次のいずれかの方法を使用します。
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• 証明書検証付きのLDAPS (最も安全なオプションとして推奨)
• 証明書検証なしのLDAPS
• LDAP
LDAP 自体しない暗号化を提供する。潜在的に機密性の高い情報の安全な送信を確保するために、ADと統
合されたクラスターにはLDAPS（LDAP over TLS/SSL）を使用することを強くお勧めします。詳細につ
いては、次を参照してください。を使用してサーバー側の LDAPS を有効化するAWS Managed Microsoft
ADのAWS Directory Service 管理ガイド。
これらのリソースを作成したら、AD と統合されたクラスターの設定と作成に進みます。クラ
スターを作成した後は、作成したユーザーとしてログインします。このチュートリアルで作成
する設定の詳細については、「」を参照してください。クラスターへの複数のユーザーアクセ
ス (p. 5)とDirectoryService (p. 192)設定セクション。
このチュートリアルの焦点は、クラスタへの複数ユーザーアクセスをサポートする環境を作成する方法の
プロセスです。このチュートリアルでは、どのように作成して使用するかについては焦点を当てていませ
んAWS Directory Service広告そのもの をセットアップする手順AWS Managed Microsoft ADこのチュート
リアルでは、テストのみを目的として提供されています。彼らそうじゃないですかで見つけることができ
る公式文書とベストプラクティスを置き換えるために提供されていますAWS Managed Microsoft ADそし
てSimple ADのAWS Directory Service管理ガイド。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 2)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• での IAM ロールがあります許可 (p. 29)を実行するために必要pcluster (p. 115)CLI。
チュートリアルを進めていくうちに、inputs highlighted in redまたはregion-idそしてdabcdef01234567890を名前と ID の値で指定します。0123456789012 を使用する AWS アカウント番
号で置き換えます。

ステップ 1: AD インフラストラクチャを作成する
[の自動化タブを使用して Active Directory (AD) インフラストラクチャを作成するAWS CloudFormationク
イック作成テンプレート。
[手動タブをクリックして AD インフラストラクチャを手動で作成します。

の自動化
1.

にサインインしますAWS Management Console

2.

リンクを開き、CloudFormation クイック作成 (リージョン us-east-1)で次のリソースを作成します。
CloudFormation コンソール:
• 2 つのサブネットを持ち、パブリックアクセス用のルーティングを持つ VPC (VPC が指定されてい
ない場合)。
• AWS Managed Microsoft AD。
• ディレクトリの管理に使用できる AD に結合されている EC2 インスタンス。

3.

左クイック作成スタックページパラメータセクションで、以下のパラメーターのパスワードを入力し
ます。
• AdminPassword
• ReadOnlyPassword
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• UserPassword
を使用する場合KeyPairで EC2 key pair 名前を入力します。
パスワードを書き留めておきます。これらは、このチュートリアルで後ほど使用します。
4.

チェックボックスをオンにして、ページの下部にある各アクセス機能を承認します。

5.

[Create stack] を選択します。

6.

の後に CloudFormation スタックがCREATE_COMPLETE都道府県、出力(スタック) タブをクリックしま
す。後のステップで使用する必要があるため、出力リソース名と ID を書き留めます。出力には、クラ
スターを作成するために必要な情報が表示されます。

7.

演習を完了するには(オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループを管理する (p. 225)の場合は、
ディレクトリ ID が必要です。選択リソースをクリックし、スクロールダウンしてディレクトリ ID を
メモします。

8.

でContinue(オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループを管理する (p. 225)またはステップ 3:
クラスターを作成します (p. 226)。

手動
異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのサブネットを持つディレクトリサービス用の VPC を作成
し、AWS Managed Microsoft AD。

広告を作成する
Note
• ディレクトリとドメイン名はcorp.pcluster.com。省略名はCORP。
• 変更対象Adminスクリプトのパスワード。
• AD の作成には少なくとも 15 分かかります。
次の Python スクリプトを使用して、ローカルに VPC、サブネット、AD リソースを作成します。AWS
リージョン。という名前でこのファイルを保存ad.pyそれを実行してください。
import boto3
import time
from pprint import pprint
vpc_name = "PclusterVPC"
ad_domain = "corp.pcluster.com"
admin_password = "asdfASDF1234"
ec2 = boto3.client("ec2")
ds = boto3.client("ds")
region = boto3.Session().region_name
# Create the VPC, Subnets, IGW, Routes
vpc = ec2.create_vpc(CidrBlock="10.0.0.0/16")["Vpc"]
vpc_id = vpc["VpcId"]
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time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[vpc_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": vpc_name}])
subnet1 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.0.0/17",
AvailabilityZone=f"{region}a")["Subnet"]
subnet1_id = subnet1["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet1_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/
subnet1"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet1_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
subnet2 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.128.0/17",
AvailabilityZone=f"{region}b")["Subnet"]
subnet2_id = subnet2["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet2_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/
subnet2"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet2_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
igw = ec2.create_internet_gateway()["InternetGateway"]
ec2.attach_internet_gateway(InternetGatewayId=igw["InternetGatewayId"], VpcId=vpc_id)
route_table = ec2.describe_route_tables(Filters=[{"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]}])
["RouteTables"][0]
ec2.create_route(RouteTableId=route_table["RouteTableId"],
DestinationCidrBlock="0.0.0.0/0", GatewayId=igw["InternetGatewayId"])
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsSupport={"Value": True})
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsHostnames={"Value": True})
# Create the Active Directory
ad = ds.create_microsoft_ad(
Name=ad_domain,
Password=admin_password,
Description="ParallelCluster AD",
VpcSettings={"VpcId": vpc_id, "SubnetIds": [subnet1_id, subnet2_id]},
Edition="Standard",
)
directory_id = ad["DirectoryId"]
# Wait for completion
print("Waiting for the directory to be created...")
directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])["DirectoryDescriptions"]
directory = directories[0]
while directory["Stage"] in {"Requested", "Creating"}:
time.sleep(3)
directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])
["DirectoryDescriptions"]
directory = directories[0]
dns_ip_addrs = directory["DnsIpAddrs"]
pprint({"directory_id": directory_id,
"vpc_id": vpc_id,
"subnet1_id": subnet1_id,
"subnet2_id": subnet2_id,
"dns_ip_addrs": dns_ip_addrs})

python スクリプトからの出力例を次に示します。
{

}

"directory_id": "d-abcdef01234567890",
"dns_ip_addrs": ["192.0.2.254", "203.0.113.237"],
"subnet1_id": "subnet-021345abcdef6789",
"subnet2_id": "subnet-1234567890abcdef0",
"vpc_id": "vpc-021345abcdef6789"

出力リソース名と ID を書き留めておきます。この 2 つは、後のステップで使用します。
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スクリプトが完了したら、次の手順に進みます。

EC2 インスタンスを作成する
1.
2.

AWS Management Consoleにサインインします。
ステップ 4 に記載されているポリシーがアタッチされたロールがない場合は、次の場所の IAM コン
ソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/iam/。それ以外の場合は、ステップ 5 に進みま
す。

3.

の作成ResetUserPasswordポリシー、赤く強調表示されたコンテンツをAWSAD を作成するために
実行したスクリプトの出力のリージョン ID、アカウント ID、およびディレクトリ ID。
ResetUserPassword
{

"Statement": [
{
"Action": [
"ds:ResetUserPassword"
],
"Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/dabcdef01234567890",
"Effect": "Allow"
}
]
}

4.

以下のポリシーがアタッチされた IAM ロールを作成します。
• AWSマネージドポリシーAmazonSSMManagedInstanceCore
• AWSマネージドポリシーAmazonSSMDirectoryServiceAccess

5.

• ResetUserPassword 政策
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

6.
7.
8.

左EC2 ダッシュボード、選択インスタンスを起動する。
In (イン)アプリケーションと OS イメージで、最近使用した Amazon Linux 2 AMI を選択します。
を使用する場合インスタンスタイプ、t2.micro を選択します。

9. を使用する場合キーペア、key pair を選択します。
10. In (イン)ネットワーク設定、選択編集。
11. In (イン)ネットワーク設定,VPCで、VPC ディレクトリを選択します。
12. 下にスクロールし、[] を選択します高度な詳細。
13. In (イン)高度な詳細,ドメイン参加ディレクトリ、選択corp.pcluster.com。
14. In (イン)高度な詳細,インスタンスプロファイルで、ステップ 1 で作成したロール、またはステップ 4
にリストされているポリシーがアタッチされたロールを選択します。
15. In (イン)概要選ぶインスタンスを起動する。
16. インスタンス ID (たとえば、i-1234567890abcdef0) を書き留めて、インスタンスの起動が完了するの
を待ちます。
17. インスタンスが起動したら、次のステップに進みます。

インスタンスを AD に参加させる
1.

インスタンスConnect し、AD レルムにadmin
以下のコマンドを実行してインスタンスに接続します。
$ INSTANCE_ID="i-1234567890abcdef0"
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$ PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances \
--instance-ids $INSTANCE_ID \
--query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress" \
--output text)

$ ssh -i ~/.ssh/keys/keypair.pem ec2-user@$PUBLIC_IP

2.

必要なソフトウェアをインストールして、レルムに参加してください。
$ sudo yum -y install sssd realmd oddjob oddjob-mkhomedir adcli samba-common sambacommon-tools krb5-workstation openldap-clients policycoreutils-python

3.

管理者パスワードを自分のパスワードに置き換えますadminパスワード:
$ ADMIN_PW="asdfASDF1234"

$ echo $ADMIN_PW | sudo realm join -U Admin corp.pcluster.com
Password for Admin:

上記が成功した場合、レルムに参加し、次のステップに進むことができます。

AD へのユーザーの追加
1.

の作成 ReadOnlyUser と追加のユーザー。
このステップでは、を使用します。adcliそしてopenldap-clients前のステップでインストールしたツー
ル。
$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.pcluster.com --displayname=ReadOnlyUser ReadOnlyUser

$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.pcluster.com --displayname=user000 user000

2.

ユーザーが作成されたことを確認します。
ディレクトリの DNS IP アドレスは Python スクリプトの出力です。
$ DIRECTORY_IP="192.0.2.254"

$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b
"cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com"

$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b
"cn=user000,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com"

でユーザーを作成するとad-cliの場合、このユーザーはデフォルトで無効になっています。
3.

ローカルマシンからユーザーパスワードをリセットしてアクティブ化します。
EC2 インスタンスからログアウトします。
219

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
アクティブディレクトリを統合

Note
• ro-p@ssw0rd以下はのパスワードですReadOnlyUser、シークレットマネージャーを介
して取得されます (以下で説明)。
• user-p@ssw0rdは、接続時に提供されるクラスタユーザのパスワードです (ssh) をクラ
スタに追加します。
-directory-idpython スクリプト出力です。
$ DIRECTORY_ID="d-abcdef01234567890"
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "ReadOnlyUser" \
--new-password "ro-p@ssw0rd" \
--region "region-id"
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "user000" \
--new-password "user-p@ssw0rd" \
--region "region-id"

4.

パスワードをSecrets Manager シークレットに追加します。
これで、が作成されましたReadOnlyUserパスワードを設定し、それを秘密に保管してAWS
ParallelClusterはログインを検証するために使用します。
のパスワードを保持する新しいシークレットを作成するには、Secrets Manager を使用しま
すReadOnlyUserを値として使用します。シークレット値の形式は、JSON ではなく、テキストのみ
である必要があります。future ステップのために、シークレットの ARN を書き留めておきます。
$ aws secretsmanager create-secret --name "ADSecretPassword" \
--region region_id \
--secret-string "ro-p@ssw0rd" \
--query ARN \
--output text
arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234

LDAPS と証明書検証 (推奨) セットアップ
リソース ID を書き留めておきます。この 2 つは、後のステップで使用します。
1.

ドメイン証明書をローカルに生成:
$ PRIVATE_KEY="corp-pcluster-com.key"
CERTIFICATE="corp-pcluster-com.crt"
printf ".\n.\n.\n.\n.\ncorp.pcluster.com\n.\n" | openssl req -x509 -sha256 -nodes newkey rsa:2048 -keyout $PRIVATE_KEY -days 365 -out $CERTIFICATE

2.

後でクラスター内から取得できるように、証明書を Secrets Manager に保存します。
$ aws secretsmanager create-secret --name pcluster-cert \
--secret-string file://$CERTIFICATE \
--region region-id
{
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}

3.

"ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:plcuster-cert-123abc",
"Name": "pcluster-cert",
"VersionId": "14866070-092a-4d5a-bcdd-9219d0566b9c"

EC2 インスタンスを AD ドメインに参加させるために作成した IAM ロールに、次のポリシーを追加し
ます。
PutDomainCertificateSecrets
{

"Statement": [
{
"Action": [
"secretsmanager:PutSecretValue"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:plcustercert-123abc",
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

4.

証明書を ACM にインポートします。
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://$CERTIFICATE \
--private-key fileb://$PRIVATE_KEY \
--region region-id
{
"CertificateArn": "arn:aws:acm:region-id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077b8d4-3da5bfd89e72"
}

5.

Active Directory エンドポイントの前に配置されるLoad Balancer を作成します。
$ aws elbv2 create-load-balancer --name CorpPclusterCom-NLB \
--type network \
--scheme internal \
--subnets subnet-1234567890abcdef0 subnet-021345abcdef6789 \
--region region-id
{
"LoadBalancers": [
{
"LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:loadbalancer/net/CorpPclusterCom-NLB/3afe296bf4ba80d4",
"DNSName": "CorpPclusterCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com",
"CanonicalHostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F",
"CreatedTime": "2022-05-05T12:56:55.988000+00:00",
"LoadBalancerName": "CorpPclusterCom-NLB",
"Scheme": "internal",
"VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
"State": {
"Code": "provisioning"
},
"Type": "network",
"AvailabilityZones": [
{
"ZoneName": "region-idb",
"SubnetId": "subnet-021345abcdef6789",
"LoadBalancerAddresses": []
},
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{

}

6.

]

}

"ZoneName": "region-ida",
"SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0",
"LoadBalancerAddresses": []

}
],
"IpAddressType": "ipv4"

Active Directory エンドポイントをターゲットとするターゲットグループを作成します。
$ aws elbv2 create-target-group --name CorpPclusterCom-Targets --protocol TCP \
--port 389 \
--target-type ip \
--vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
--region region-id
{
"TargetGroups": [
{
"TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:targetgroup/CorpPclusterCom-Targets/44577c583b695e81",
"TargetGroupName": "CorpPclusterCom-Targets",
"Protocol": "TCP",
"Port": 389,
"VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
"HealthCheckProtocol": "TCP",
"HealthCheckPort": "traffic-port",
"HealthCheckEnabled": true,
"HealthCheckIntervalSeconds": 30,
"HealthCheckTimeoutSeconds": 10,
"HealthyThresholdCount": 3,
"UnhealthyThresholdCount": 3,
"TargetType": "ip",
"IpAddressType": "ipv4"
}
]
}

7.

Active Directory エンドポイントをターゲットグループに登録します。
$ aws elbv2 register-targets --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:targetgroup/CorpPclusterCom-Targets/44577c583b695e81 \
--targets Id=192.0.2.254,Port=389 Id=203.0.113.237,Port=389 \
--region region-id

8.

証明書を使用して LB リスナーを作成します。
$ aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:loadbalancer/net/CorpPclusterCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 \
--protocol TLS \
--port 636 \
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:targetgroup/CorpPclusterCom-Targets/44577c583b695e81 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 \
--certificates CertificateArn=arn:aws:acm:regionid:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 \
--region region-id
"Listeners": [
{
"ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
CorpPclusterCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b",
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"LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:loadbalancer/net/CorpPclusterCom-NLB/3afe296bf4ba80d4",
"Port": 636,
"Protocol": "TLS",
"Certificates": [
{
"CertificateArn": "arn:aws:acm:regionid:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72"
}
],
"SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01",
"DefaultActions": [
{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:targetgroup/CorpPclusterCom-Targets/44577c583b695e81",
"ForwardConfig": {
"TargetGroups": [
{
"TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:regionid:123456789012:targetgroup/CorpPclusterCom-Targets/44577c583b695e81"
}
]
}
}
]
}
]
}

9.

ホストゾーンを作成して、クラスター VPC 内でドメインを検出できるようにします。
$ aws route53 create-hosted-zone --name corp.pcluster.com \
--vpc VPCRegion=region-id,VPCId=vpc-021345abcdef6789 \
--caller-reference "ParallelCluster AD Tutorial"
{
"Location": "https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/hostedzone/
Z09020002B5MZQNXMSJUB",
"HostedZone": {
"Id": "/hostedzone/Z09020002B5MZQNXMSJUB",
"Name": "corp.pcluster.com.",
"CallerReference": "ParallelCluster AD Tutorial",
"Config": {
"PrivateZone": true
},
"ResourceRecordSetCount": 2
},
"ChangeInfo": {
"Id": "/change/C05533343BF3IKSORW1TQ",
"Status": "PENDING",
"SubmittedAt": "2022-05-05T13:21:53.863000+00:00"
},
"VPC": {
"VPCRegion": "region-id",
"VPCId": "vpc-021345abcdef6789"
}
}

10. という名前のファイルを作成しますrecordset-change.json次の内容で（ここで注意してくださ
いHostedZoneIdはLoad Balancer の正規ホストゾーン ID です):
{

"Changes": [
{
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"Action": "CREATE",
"ResourceRecordSet": {
"Name": "corp.pcluster.com",
"Type": "A",
"Region": "region-id",
"SetIdentifier": "pcluster-active-directory",
"AliasTarget": {
"HostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F",
"DNSName": "CorpPclusterCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.regionid.amazonaws.com",
"EvaluateTargetHealth": true
}
}
}
]
}

11. レコードセットの変更をホストゾーンに送信します。今回はホストゾーン ID を使用します。
$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXMSJUB \
--change-batch file://recordset-change.json
{
"ChangeInfo": {
"Id": "/change/C0137926I56R3GC7XW2Y",
"Status": "PENDING",
"SubmittedAt": "2022-05-05T13:40:36.553000+00:00"
}
}

12. ポリシードキュメントを作成するpolicy.json以下の内容で指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:pcluster-cert-abc123"
],
"Effect": "Allow"
}
]

13. という名前のポリシードキュメントを作成します。policy.json以下の内容で指定します。
$ aws iam create-policy --policy-name ReadCertPcluster \
--policy-document file://policy.json
{
"Policy": {
"PolicyName": "ReadCertPcluster",
"PolicyId": "ANPAUUXUVBC42VZSI4LDY",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertPcluster-efg456",
"Path": "/",
"DefaultVersionId": "v1",
"AttachmentCount": 0,
"PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
"IsAttachable": true,
"CreateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00",
"UpdateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00"
}
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}

14. でContinue(オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループを管理する (p. 225)またはステップ 3:
クラスターを作成します (p. 226)。

(オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループを管理する
このステップでは、AD ドメインに参加している EC2 Amazon Linux 2 インスタンスからユーザーとグルー
プを管理します。
に従った場合は自動化パス、再起動し、自動化の一環として作成された AD 参加インスタンスにログイン
します。
に従った場合はマニュアルパス、を再起動し、前のステップで作成して AD に参加したインスタンスにロ
グインします。
これらのステップでは、adcliそしてopenldap-clients前のステップの一部としてインスタンスにインストー
ルされたツール。

AD ドメインに結合されている EC2 インスタンスにログインします。
1.

EC2 コンソールから、前のステップで作成した無題の EC2 インスタンスを選択します。インスタン
スの状態は停止。

2.

インスタンスの状態が停止、選択インスタンスの状態そしてそれからインスタンスを起動する。

3.

ステータスチェックに合格したら、インスタンスを選択して接続インスタンスに ssh で接続します。

AD に参加している EC2 Amazon Linux 2 インスタンスにログインしたときにユーザーとグループ
を管理する
-adcliコマンドとの -U "Admin"オプションは広告を入力するように求めますAdminパスワード. 広告を
含めるAdminパスワードの一部としてldapsearchコマンド。
1.

ユーザーを作成します。
$ adcli create-user "clusteruser" --domain "corp.pcluster.com" -U "Admin"

2.

ユーザーパスワードを設定する
$ aws --region "region-id" ds reset-user-password --directory-id "d-abcdef01234567890"
--user-name "clusteruser" --new-password "new-p@ssw0rd"

3.

グループを作成します。
$ adcli create-group "clusterteam" --domain "corp.pcluster.com" -U "Admin"

4.

ユーザーをグループに追加します。
$ adcli add-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.pcluster.com" -U "Admin"

5.

ユーザーとグループを説明する
すべてのユーザーを記述する。
$ ldapsearch "(&(objectClass=user))" -x -h "192.0.2.254" -b
"DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com"
-w "p@ssw0rd"
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特定のユーザーについて説明してください。
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=clusteruser))" -x -h "192.0.2.254" -b
"DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com"
-w "p@ssw0rd"

すべてのユーザーを名前パターンで説明してください。
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=user*))" -x -h "192.0.2.254" -b
"DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com"
-w "p@ssw0rd"

特定のグループに属するすべてのユーザーについて説明してください。
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)
(memberOf=CN=clusterteam,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com))"
-x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -w "p@ssw0rd"

すべてのグループを記述する
$ ldapsearch "objectClass=group" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -w "p@ssw0rd"

特定のグループの説明
$ ldapsearch "(&(objectClass=group)(cn=clusterteam))" -x -h "192.0.2.254" -b
"DC=corp,DC=pcluster,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=pcluster,DC=com"
-w "p@ssw0rd"

6.

グループからユーザーを削除する。
$ adcli remove-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.pcluster.com" -U
"Admin"

7.

ユーザーの削除
$ adcli delete-user "clusteruser" --domain "corp.pcluster.com" -U "Admin"

8.

グループを削除します。
$ adcli delete-group "clusterteam" --domain "corp.pcluster.com" -U "Admin"

ステップ 3: クラスターを作成します
EC2 インスタンスを終了していない場合は、ここで終了します。
この環境は、AD に対してユーザーを認証できるクラスターを作成するように設定されています。
簡単なクラスター構成を作成し、AD への接続に関連する設定を提供します。詳細については、
「DirectoryService (p. 192)」セクションを参照してください。
次のクラスタ設定のいずれかを選択し、という名前のファイルにコピーしま
す。ldaps_config.yaml,ldaps_nocert_config.yaml, およびldap_config.yamlそれぞれ。
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証明書検証付きのLDAPS構成（推奨）を選択した場合は、ブートストラップスクリプトをという名前の
ファイルにもコピーする必要があります。active-directory.head.post.sh設定ファイルに示されて
いるように、Amazon S3 バケットに配置します。

証明書検証構成付きLDAPS (推奨)
Note
次のコンポーネントを変更する必要があります。
• KeyName: EC2 キーペアの 1 つ。
• SubnetId / SubnetIds: のアウトプットで提供されるサブネット ID の 1 つ CloudFormation
クイック作成スタック (自動チュートリアル) または python スクリプト (手動チュートリア
ル)。
• Region: AD インフラストラクチャを作成したリージョン。
• DomainAddr: この IP アドレスは、AD サービスの DNS アドレスの 1 つです。
• PasswordSecretArn: のパスワードが含まれているシークレットの
ARNDomainReadOnlyUser。
• BucketName: ブートストラップスクリプトを保持するバケットの名前。
• AdditionalPolicies/Policy: 読み取りドメイン認証ポリシーの ARN ReadCertPcluster。
• CustomActions/OnNodeConfigured/Args: ドメイン証明書ポリシーを保持するシークレッ
トの ARN。

Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
KeyName: keypair
Iam:
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertPcluster
S3Access:
- BucketName: my-bucket
EnableWriteAccess: false
KeyName: bootstrap/active-directory/active-directory.head.post.sh
CustomActions:
OnNodeConfigured:
Script: s3://my-bucket/bootstrap/active-directory/active-directory.head.post.sh
Args:
- arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:pcluster-cert-123abc
- /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue0
ComputeResources:
- Name: queue0-t2-micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
DomainName: corp.pcluster.com
DomainAddr: ldaps://corp.pcluster.com
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PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
LdapTlsCaCert: /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
LdapTlsReqCert: hard

ブートストラップスクリプト
ブートストラップファイルを作成し、S3 バケットにアップロードする前に、以下を実行します。chmod
+x active-directory.head.post.shの付与AWS ParallelCluster実行許可。
#!/bin/bash
set -e
CERTIFICATE_SECRET_ARN="$1"
CERTIFICATE_PATH="$2"
[[ -z $CERTIFICATE_SECRET_ARN ]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_SECRET_ARN" && exit 1
[[ -z $CERTIFICATE_PATH ]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_PATH" && exit 1
source /etc/parallelcluster/cfnconfig
REGION="${cfn_region:?}"
mkdir -p $(dirname $CERTIFICATE_PATH)
aws secretsmanager get-secret-value --region $REGION --secret-id $CERTIFICATE_SECRET_ARN -query SecretString --output text > $CERTIFICATE_PATH

証明書検証構成なしのLDAPS
Note
次のコンポーネントを変更する必要があります。
• KeyName: EC2 キーペアの 1 つ。
• SubnetId / SubnetIds: のアウトプットで提供されるサブネット ID の 1 つ CloudFormation
クイック作成スタック (自動チュートリアル) または python スクリプト (手動チュートリア
ル)。
• Region: AD インフラストラクチャを作成したリージョン。
• DomainAddr: この IP アドレスは、AD サービスの DNS アドレスの 1 つです。
• PasswordSecretArn: のパスワードが含まれているシークレットの
ARNDomainReadOnlyUser。

Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
KeyName: keypair
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue0
ComputeResources:
- Name: queue0-t2-micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
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Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
DomainName: corp.pcluster.com
DomainAddr: ldaps://corp.pcluster.com
PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
LdapTlsReqCert: never

LDAP 設定
Note
次のコンポーネントを変更する必要があります。
• KeyName: EC2 キーペアの 1 つ。
• SubnetId / SubnetIds: のアウトプットで提供されるサブネット ID の 1 つ CloudFormation
クイック作成スタック (自動チュートリアル) または python スクリプト (手動チュートリア
ル)。
• Region: AD インフラストラクチャを作成したリージョン。
• DomainAddr: この IP アドレスは、AD サービスの DNS アドレスの 1 つです。
• PasswordSecretArn: のパスワードが含まれているシークレットの
ARNDomainReadOnlyUser。

Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
KeyName: keypair
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: queue0
ComputeResources:
- Name: queue0-t2-micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
DomainName: dc=corp,dc=pcluster,dc=com
DomainAddr: ldap://192.0.2.254,ldap://203.0.113.237
PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
AdditionalSssdConfigs:
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

次のコマンドを使用してクラスターを作成します。
$ pcluster create-cluster --cluster-name "ad-cluster" --cluster-configuration "./
ldaps_config.yaml"
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{

"cluster": {
"clusterName": "pcluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/adcluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
"region": "region-id",
"version": 3.2.0,
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
}

ステップ 4: ユーザーとしてクラスターConnect する
次のコマンドを使用して、クラスターのステータスを判断できます。
$ pcluster describe-cluster -n ad-cluster --region "region-id" --query "clusterStatus"

出力:
"CREATE_IN_PROGRESS" / "CREATE_COMPLETE"

ステータスがに達したとき"CREATE_COMPLETE"で、作成したユーザー名とパスワードでログインしま
す。
$ HEAD_NODE_IP=$(pcluster describe-cluster -n "ad-cluster" --region "region-id" --query
headNode.publicIpAddress | xargs echo)
$ ssh user000@$HEAD_NODE_IP

パスワードなしでログインするには、新しいユーザー用に作成された SSH キーを/home/
user000@HEAD_NODE_IP/.ssh/id_rsa。
そのファイルにsshコマンドが成功すると、AD を使用して認証されたユーザーとしてクラスターに正常に
接続されました。

ステップ 5: クリーンアップ
1.

ローカルマシンでクラスターを削除します。
$ pcluster delete-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id"
{
"cluster": {
"clusterName": "ad-cluster",
"cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/adcluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
"region": "region-id",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
}

2.

クラスターの削除のステータスをチェックします。
$ pcluster describe-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id" --query
"clusterStatus"
"DELETE_IN_PROGRESS"
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クラスターの削除が完了したら、次のステップに進みます。

の自動化
アクティブディレクトリリソースを削除する
1.

送信元https://console.aws.amazon.com/cloudformation/

2.

選択スタックナビゲーションペインを使用する場合。

3.

スタックのリストから、AD スタック (AD Stack) を選択します。pcluster-ad。

4.

[Delete] (削除) を選択します。

手動
1.

2.

EC2 インスタンスを削除します。
a.

送信元https://console.aws.amazon.com/ec2/、選択インスタンスナビゲーションペインを使用す
る場合。

b.

インスタンスの一覧で、ディレクトリにユーザーを追加するために作成したインスタンスを選択
します。

c.

選択インスタンスの状態、それからインスタンスの削除。

ホストゾーンの削除
a.

の作成recordset-delete.json次の内容で（ここで注意してください HostedZoneId はLoad
Balancer の正規ホストゾーン ID です):
{

"Changes": [
{
"Action": "DELETE",
"ResourceRecordSet": {
"Name": "corp.pcluster.com",
"Type": "A",
"Region": "region-id",
"SetIdentifier": "pcluster-active-directory",
"AliasTarget": {
"HostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F",
"DNSName": "CorpPclusterCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.regionid.amazonaws.com",
"EvaluateTargetHealth": true
}
}
}
]
}

b.

レコードセットの変更をホストゾーンに送信します。今回はホストゾーン ID を使用します。
$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXMSJUB \
--change-batch file://recordset-delete.json
{
"ChangeInfo": {
"Id": "/change/C04853642A0TH2TJ5NLNI",
"Status": "PENDING",
"SubmittedAt": "2022-05-05T14:25:51.046000+00:00"
}
}
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c.

ホストゾーンの削除
$ aws route53 delete-hosted-zone --id Z09020002B5MZQNXMSJUB
{
"ChangeInfo": {
"Id": "/change/C0468051QFABTVHMDEG9",
"Status": "PENDING",
"SubmittedAt": "2022-05-05T14:26:13.814000+00:00"
}
}

3.

LB リスナーを削除します。
$ aws elbv2 delete-listener \
--listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
CorpPclusterCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b --region region-id

4.

ターゲットグループの削除:
$ aws elbv2 delete-target-group \
--target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:targetgroup/
CorpPclusterCom-Targets/44577c583b695e81 --region region-id

5.

Load Balancer を削除します。
$ aws elbv2 delete-load-balancer \
--load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:loadbalancer/
net/CorpPclusterCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 --region region-id

6.

クラスターが Secrets Manager から証明書を読み取るために使用するポリシーを削除します。
$ aws iam delete-policy --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertPcluster

7.

ドメイン証明書を含むシークレットを削除します。
$ aws secretsmanager delete-secret \
--secret-id arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:pcluster-cert-123abc
\
--region region-id
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:pcluster-cert-123abc",
"Name": "pcluster-cert",
"DeletionDate": "2022-06-04T16:27:36.183000+02:00"
}

8.

ACM から証明書を削除します。
$ aws acm delete-certificate \
--certificate-arn arn:aws:acm:region-id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077b8d4-3da5bfd89e72 --region region-id

9.

アクティブディレクトリリソースを削除します。
a.

Pythonスクリプトの出力から次のリソースIDを取得しますad.py:
• 広告 ID
• AD サブネット ID
• 広告 VPC ID

b.

ディレクトリを削除します。
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$ aws ds delete-directory --directory-id d-abcdef0123456789 --region region-id
{
"DirectoryId": "d-abcdef0123456789"
}

c.

VPC のセキュリティグループを一覧表示します。
$ aws ec2 describe-security-groups --filters '[{"Name":"vpc-id","Values":
["vpc-07614ade95ebad1bc"]}]' --region region-id

d.

デフォルト以外のセキュリティグループを削除します。
$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-021345abcdef6789 --region region-id

e.

サブネットを削除する:
$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-1234567890abcdef --region region-id

$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-021345abcdef6789 --region region-id

f.

Internet Gateway を説明:
$ aws ec2 describe-internet-gateways \
--filters Name=attachment.vpc-id,Values=vpc-021345abcdef6789 \
--region region-id
{
"InternetGateways": [
{
"Attachments": [
{
"State": "available",
"VpcId": "vpc-021345abcdef6789"
}
],
"InternetGatewayId": "igw-1234567890abcdef",
"OwnerId": "123456789012",
"Tags": []
}
]
}

g.

Internet Gateway する:
$ aws ec2 detach-internet-gateway \
--internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \
--vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
--region region-id

h.

Internet Gateway を削除する:
$ aws ec2 delete-internet-gateway \
--internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \
--region region-id

i.

VPC の削除
$ aws ec2 delete-vpc \
--vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
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--region region-id

j.

を含むシークレットを削除します ReadOnlyUser パスワード:
$ aws secretsmanager delete-secret \
--secret-id arn:aws:secretsmanager:regionid:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234" \
--region region-id

共有ストレージの暗号化をAWS KMSキー
顧客管理をセットアップする方法を説明しますAWS KMSのために構成されたクラスタファイルストレー
ジシステム内のデータを暗号化して保護するための鍵AWS ParallelCluster。
AWS ParallelClusterでは、設定オプション
• SharedStorage (p. 176) / EbsSettings (p. 178) / KmsKeyId (p. 180)
• SharedStorage (p. 176) / EfsSettings (p. 181) / KmsKeyId (p. 181)
• SharedStorage (p. 176) / FsxLustreSettings (p. 182) / KmsKeyId (p. 186)
これらのオプションを使用して、顧客管理を提供できます。AWS KMSAmazon EBS、Amazon EFS、およ
び光沢共有ストレージシステムの暗号化のための FSx のキー。これらを使用するには、以下の IAM ポリ
シーを作成して設定する必要があります。
• HeadNode (p. 148) / Iam (p. 155) / AdditionalIamPolicies (p. 156) / Policy (p. 156)
• Scheduler (p. 159) / SlurmQueues (p. 162) / Iam (p. 172) /
AdditionalIamPolicies (p. 173) / Policy (p. 174)

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 2)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• に IAM ロールがあります許可 (p. 29)を実行するために必要ですpcluster (p. 115)CLI。
トピック
• ポリシーの作成 (p. 234)
• クラスターを構成して作成する (p. 235)

ポリシーの作成
ポリシーを作成します。
1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/home) に移動します。
2. [Policies] (ポリシー) を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブをクリックして、以下のポリシーを貼り付けます。すべてのオカレンスを置き換えま
す123456789012側:側AWSアカウント ID と Amazon リソースネーム (ARN) とリージョンを独自の
キーで指定します。
234

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
共有ストレージの暗号化をAWS KMSキー

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:CreateGrant",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:region-id:123456789012:key/abcd1234-ef56-gh78-ij90abcd1234efgh5678"
]
}
]
}

5. このチュートリアルでは、ポリシーという名前を付けますParallelClusterKmsPolicy] を選択して
から、ポリシーの作成。
6. ポリシー ARN を書きとめておきます。これは、クラスターをセットアップするために必要になりま
す。

クラスターを構成して作成する
以下は、暗号化された Amazon Elastic Block Store 共有ファイルシステムを含むクラスター設定の例で
す。

Region: eu-west-1
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: t2.micro
Networking:
SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
KeyName: my-ssh-key
Iam:
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: q1
ComputeResources:
- Name: t2micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 0
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
Iam:
AdditionalIamPolicies:
- Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
SharedStorage:
- MountDir: /shared/ebs1
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Name: shared-ebs1
StorageType: Ebs
EbsSettings:
Encrypted: True
KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

赤いテキストの項目を独自の値に置き換えて、AWS KMSキーを使用して、Amazon EBS のデータを暗号
化します。
Amazon EFS と FSx for Lustre ファイルシステムの設定は似ています。
Amazon EFSSharedStorage設定:
...
SharedStorage:
- MountDir: /shared/efs1
Name: shared-efs1
StorageType: Efs
EfsSettings:
Encrypted: True
KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

FSx for LustreSharedStorage設定:
...
SharedStorage:
- MountDir: /shared/fsx1
Name: shared-fsx1
StorageType: FsxLustre
FsxLustreSettings:
StorageCapacity: 1200
DeploymentType: PERSISTENT_1
PerUnitStorageThroughput: 200
KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

マルチキューモードのクラスターでジョブを実行する
このチュートリアルでは、で初めて、で初めてAWS ParallelClusterとマルチキューモード (p. 68)。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 2)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• とでIAM ロールを持っています許可 (p. 29)を実行するために必要pcluster (p. 115)CLI。

クラスターを設定する
まず、次のコマンドを実行して、AWS ParallelCluster が正しくインストールされていることを確認しま
す。
$ pcluster version

pcluster version の詳細については、「pcluster version (p. 144)」を参照してください。
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このコマンドは、AWS ParallelCluster の実行中のバージョンを返します。
次に、pcluster configure を実行して、基本的な設定ファイルを生成します。このコマンドに続くす
べてのプロンプトに従います。
$ pcluster configure --config multi-queue-mode.yaml

pcluster configure コマンドの詳細については、「pcluster configure (p. 117)」を参照してく
ださい。
この手順が完了すると、という名前の基本的な設定ファイルが作成されます。multi-queuemode.yaml。このファイルには、基本的なクラスター構成が含まれています。
次のステップでは、新しい設定ファイルを変更して、複数のキューを持つクラスターを起動します。

Note
このチュートリアルで使用される一部のインスタンスは、無料利用枠の対象外です。
このチュートリアルでは、以下の構成と一致するように設定ファイルを変更します。赤で強調表示されて
いる項目は、設定ファイルの値を表します。自分の価値観を維持します。
Region: region-id
Image:
Os: alinux2
HeadNode:
InstanceType: c5.xlarge
Networking:
SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
KeyName: yourkeypair
Scheduling:
Scheduler: slurm
SlurmQueues:
- Name: spot
ComputeResources:
- Name: c5xlarge
InstanceType: c5.xlarge
MinCount: 1
MaxCount: 10
- Name: t2micro
InstanceType: t2.micro
MinCount: 1
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-abcdef01234567890
- Name: ondemand
ComputeResources:
- Name: c52xlarge
InstanceType: c5.2xlarge
MinCount: 0
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-021345abcdef6789

クラスターを作成する
という名前のクラスターを作成しますmulti-queue-cluster設定ファイルに基づいています。
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$ pcluster create-cluster --cluster-name multi-queue-cluster --cluster-configuration multiqueue-mode.yaml
{
"cluster": {
"clusterName": "multi-queue-cluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multiqueue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
}

詳細については、「」を参照してください。pcluster create-clusterコマンド、「」を参照してく
ださいpcluster create-cluster (p. 117)。
クラスターのステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。
$ pcluster list-clusters
{
"cluster": {
"clusterName": "multi-queue-cluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multiqueue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
}

クラスターが作成されると、clusterStatusフィールドが表示されますCREATE_COMPLETE。

ヘッドノードにログインします
プライベート SSH キーファイルを使用して、ヘッドノードにログインします。
$ pcluster ssh --cluster-name multi-queue-cluster -i ~/path/to/yourkeyfile.pem

pcluster ssh の詳細については、「pcluster ssh (p. 141)」を参照してください。
ログインしたら、sinfo スケジューラキューがセットアップされ設定されていることを確認します。
sinfo の詳細については、「Slurm ドキュメンテーション」の「sinfo」を参照してください。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
spot*
up
spot*
up
ondemand
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite

NODES
18
2
10

STATE
idle~
idle
idle~

NODELIST
spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

出力は、あなたが持っていることを示していますt2.microそして 1c5.xlargeのコンピューティング
ノードidleクラスターで使用可能な状態。
他のノードは、ノードの状態に ~ サフィックスが表示されてすべて省電力状態になり、EC2 インスタンス
はそれらのノードをサポートしません。デフォルトのキューは、キュー名の後に * というサフィックスが
付いていますので、spot がデフォルトのジョブキューとなります。
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マルチキューモードでジョブを実行する
次に、しばらくの間、ジョブをスリープ状態にして実行してみます。このジョブは、後で自分のホスト名
を出力します。このスクリプトが現在のユーザーで実行できることを確認します。
$ tee <<EOF hellojob.sh
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from \$(hostname)"
EOF
$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh

sbatch コマンドを使用してジョブを送信します。このジョブに対して -N 2 オプションで 2 つのノード
を要求し、ジョブが正常に送信されることを確認します。sbatch の詳細については、「Slum ドキュメン
テーション」の「sbatch」を参照してください。
$ sbatch -N 2 --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 1

squeue コマンドでは、キューの表示やジョブの状態を確認することができます。なお、特定のキューを
指定していないため、デフォルトのキュー (spot) が使用されます。の詳細squeue「」を参照してくださ
い。squeueのSlurmドキュメンテーション。
$ squeue
JOBID PARTITION
1
spot

NAME
USER ST
wrap ec2-user R

TIME
0:10

NODES NODELIST(REASON)
2 spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1

ジョブが現在実行ステータスであることが出力に示されます。ジョブが終了するまで 30 秒間待ってか
ら、もう一度 squeue を実行します。
$ squeue
JOBID PARTITION

NAME

USER

ST

TIME

NODES NODELIST(REASON)

キュー内のジョブがすべて終了したので、カレントディレクトリにある出力ファイル slurm-1.out を探
します。
$ cat slurm-1.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1

この出力では、spot-st-t2micro-1 と spot-st-c5xlarge-1 の各ノードでジョブが正常に実行され
たことも示されています。
次のコマンドで特定のインスタンスに制約条件を指定して、同じジョブを送信します。
$ sbatch -N 3 -p spot -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 2

これらのパラメータを sbatch に使用しました。
• -N 3 — 3 つのノードを要求します
• -p spot — ジョブを spot キューへ送信します また、-p ondemand を指定して ondemand キューに
ジョブを送信することもできます。
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• -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" — このジョブの特定のノード制約を指定します。これは、この
ジョブに使用される 1 台の c5.xlarge ノードと 2 台の t2.micro ノードを要求します。
sinfo コマンドを実行して、ノードとキューを表示します。キュー内のキューAWS ParallelClusterでは
パーティションと呼ばれていますSlurm。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
spot*
up
spot*
up
spot*
up
spot*
up
ondemand
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite

NODES
1
17
1
1
10

STATE NODELIST
alloc# spot-dy-t2micro-1
idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
mix
spot-st-c5xlarge-1
alloc spot-st-t2micro-1
idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

ノードの電源が入っています。これは、ノードの状態に # というサフィックスが付いていることで示され
ます。squeue コマンドを実行して、クラスター内のジョブに関する情報を表示します。
$ squeue
JOBID PARTITION
NAME
USER ST
2
spot
wrap ec2-user CF
t2micro-1,spot-st-t2micro-1

TIME
0:04

NODES NODELIST(REASON)
3 spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-

ジョブは CF (CONFIGURING) の状態で、インスタンスがスケールアップしてクラスターに参加するのを
待っています。
約 3 分後、ノードが利用可能になり、ジョブは R (RUNNING) の状態になります。
$ squeue
JOBID PARTITION
NAME
USER ST
2
spot
wrap ec2-user R
c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1

TIME
0:07

NODES NODELIST(REASON)
3 spot-dy-t2micro-1,spot-st-

ジョブが終了すると、3 つのノードはすべて idle の状態になります。
$ squeue
JOBID PARTITION
$ sinfo
PARTITION AVAIL
spot*
up
spot*
up
t2micro-1
ondemand
up

NAME

USER ST

TIMELIMIT
infinite
infinite

NODES
17
3

infinite

10

TIME

NODES NODELIST(REASON)

STATE NODELIST
idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
idle spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-stidle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

そして、キューにジョブが残っていない状態になってから、ローカルディレクトリに slurm-2.out があ
るかどうかを確認します。
$ cat
Hello
Hello
Hello

slurm-2.out
World from spot-st-t2micro-1
World from spot-dy-t2micro-1
World from spot-st-c5xlarge-1

これがクラスターの最終的な状態です。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
spot*
up

TIMELIMIT
infinite

NODES
17

STATE NODELIST
idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
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spot*
t2micro-1
ondemand

up

infinite

3

up

infinite

10

idle

spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-

idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

クラスターからログオフした後、pcluster delete-cluster を実行してクリーンアップすることが
できます。pcluster list-clusters および pcluster delete-cluster についての詳細について
は、「pcluster list-clusters (p. 136)」および「pcluster delete-cluster (p. 120)」を参
照してください。
$ pcluster list-clusters
{
"clusters": [
{
"clusterName": "multi-queue-cluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multiqueue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}
]
}
$ pcluster delete-cluster -n multi-queue-cluster
{
"cluster": {
"clusterName": "multi-queue-cluster",
"cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multiqueue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
}

AWS ParallelCluster API の使用
このチュートリアルでは、API をビルドしてテストします。Amazon API GatewayそしてaAWS
ParallelCluster CloudFormation テンプレート。次に、次の場所で利用可能なサンプルクライアントを使用
します。 GitHub API を使用します。API の使用の詳細については、AWS ParallelCluster API (p. 94)。
このチュートリアルは公共部門のお客様向けHPCワークショップ。

前提条件
• -AWS CLIですインストール済みおよび、コンピューティング環境で構成されます。
• AWS ParallelCluster仮想環境にをインストールしている。詳細については、次を参照してください。イ
ンストールAWS ParallelCluster仮想環境がある場合。
• 前提条件EC2 key pair。
• の IAM ロールがあります許可 (p. 29)を実行するために必要pcluster (p. 115)CLI。

ステップ 1: Amazon API Gateway を使用しての API の構築
ホームユーザーディレクトリにとどまり、仮想環境をアクティブ化します。
1.

便利な JSON コマンドラインプロセッサをインストールします。
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$ sudo yum groupinstall -y "Development Tools"
sudo yum install -y jq python3-devel

2.

次のコマンドを実行して、AWS ParallelClusterバージョンを設定し、環境変数に割り当てます。
$ PCLUSTER_VERSION=$(pcluster version | jq -r '.version')
echo "export PCLUSTER_VERSION=${PCLUSTER_VERSION}" |tee -a ~/.bashrc

3.

環境変数を作成し、それにリージョン ID を割り当てます。
$ export AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
echo "export AWS_DEFAULT_REGION=${AWS_DEFAULT_REGION}" |tee -a ~/.bashrc

4.

API をデプロイするには、次のコマンドを実行します。
API_STACK_NAME="pc-api-stack"
echo "export API_STACK_NAME=${API_STACK_NAME}" |tee -a ~/.bashrc

aws cloudformation create-stack \
--region ${AWS_DEFAULT_REGION} \
--stack-name ${API_STACK_NAME} \
--template-url https://${AWS_DEFAULT_REGION}-aws-parallelcluster.s3.
${AWS_DEFAULT_REGION}.amazonaws.com/parallelcluster/${PCLUSTER_VERSION}/api/
parallelcluster-api.yaml \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND \
--parameters ParameterKey=EnableIamAdminAccess,ParameterValue=true
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/my-api-stack/
abcd1234-ef56-gh78-ei90-1234abcd5678"
}

プロセスが完了したら、次のステップに進みます。

ステップ 2: Amazon API Gateway コンソールでの API のテスト
1.

にサインインしますAWS Management Console

2.

Amazon API Gateway コンソールに移動します。

3.

API デプロイを選択します。

4.

選択ステージを選択し、ステージを選択します。

242

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster API の使用

5.

API Gateway が API にアクセスまたは呼び出すために提供する URL をメモします。青で強調表示さ
れています。

6.

選択リソースを選択し、GET下/clusters。

7.

[テストアイコンをクリックし、下にスクロールして、テストアイコン.

あなたへの反応/clusters GET[] が表示されます。
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ステップ 3: API を呼び出すサンプルクライアントを準備してテストする
CloneAWS ParallelClusterソースコード、cdにapiディレクトリに移動し、Python クライアントライブラ
リをインストールします。
1.

$ git clone -b v${PCLUSTER_VERSION} https://github.com/aws/aws-parallelcluster awsparallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}
cd aws-parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}/api

$ pip3 install client/src

2.

ホームユーザーディレクトリに戻ります。

3.

クライアントが実行中に使用する API Gateway ベース URL をエクスポートします。
$ export PCLUSTER_API_URL=$( aws cloudformation describe-stacks
--stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiInvokeUrl`].OutputValue' --output text )
echo "export PCLUSTER_API_URL=${PCLUSTER_API_URL}" |tee -a ~/.bashrc

4.

クライアントがクラスターを作成するために使用するクラスター名をにエクスポートします。
$ export CLUSTER_NAME="test-api-cluster"
echo "export CLUSTER_NAME=${CLUSTER_NAME}" |tee -a ~/.bashrc

5.

次のコマンドを実行して、サンプルクライアントが API にアクセスするために使用する認証情報を保
存します。
$ export PCLUSTER_API_USER_ROLE=$( aws cloudformation describestacks --stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiUserRole`].OutputValue' --output text )
echo "export PCLUSTER_API_USER_ROLE=${PCLUSTER_API_USER_ROLE}" |tee -a ~/.bashrc
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ステップ 4: クライアントコードスクリプトをコピーしてクラスターテストを実行
する
1.

次のクライアントコード例をにコピーします。test_pcluster_client.pyホームユーザーディレ
クトリにあります。クライアントコードは次のことを要求します。
• クラスターを作成します。
• クラスターについて説明してください。
• クラスターを一覧表示します。
• コンピューティングフリートについて説明してください。
• クラスターインスタンスについて説明してください。

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: MIT-0
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import (
cluster_compute_fleet_api,
cluster_instances_api,
cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import
CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")
# Defining the host is optional and defaults to http://localhost
# See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration(
host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")
# Enter a context with an instance of the API client
with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client:
cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client)
fleet_ops = cluster_compute_fleet_api.ClusterComputeFleetApi(api_client)
instance_ops = cluster_instances_api.ClusterInstancesApi(api_client)
# Create cluster
build_done = False
try:
with open('cluster-config.yaml', encoding="utf-8") as f:
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body = CreateClusterRequestContent(cluster_name=cluster_name,
cluster_configuration=f.read())
api_response = cluster_ops.create_cluster(body, region=region)
except pcluster_client.ApiException as e:
print("Exception when calling create_cluster: %s\n" % e)
build_done = True
time.sleep(60)
# Confirm cluster status with describe_cluster
while not build_done:
try:
api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name, region=region)
pprint(api_response)
if api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_IN_PROGRESS'):
print('. . . working . . .', end='', flush=True)
time.sleep(60)
elif api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_COMPLETE'):
print('READY!')
build_done = True
else:
print('ERROR!!!!')
build_done = True
except pcluster_client.ApiException as e:
print("Exception when calling describe_cluster: %s\n" % e)
# List clusters
try:
api_response = cluster_ops.list_clusters(region=region)
pprint(api_response)
except pcluster_client.ApiException as e:
print("Exception when calling list_clusters: %s\n" % e)
# DescribeComputeFleet
try:
api_response = fleet_ops.describe_compute_fleet(cluster_name, region=region)
pprint(api_response)
except pcluster_client.ApiException as e:
print("Exception when calling compute fleet: %s\n" % e)
# DescribeClusterInstances
try:
api_response = instance_ops.describe_cluster_instances(cluster_name,
region=region)
pprint(api_response)
except pcluster_client.ApiException as e:
print("Exception when calling describe_cluster_instances: %s\n" % e)

2.

クラスター設定を作成します。
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml

3.

API
CRET_KEN、AWSSSSSSSS_KEN、AWSSSSS_KEN、AWSSS_KEN、AWSSS_KEN、AWSSS_KEN、AWSS_KE
次のコマンドを実行すると、現在の IAM ロールが指定の IAM ロールに切り替わります
ParallelClusterApiUserRole:
$ eval $(aws sts assume-role --role-arn ${PCLUSTER_API_USER_ROLE} --rolesession-name ApiTestSession | jq -r '.Credentials | "export AWS_ACCESS_KEY_ID=
\(.AccessKeyId)\nexport AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\(.SecretAccessKey)\nexport
AWS_SESSION_TOKEN=\(.SessionToken)\n"')

監視エラー:
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以下のようなエラーがある場合は、 ParallelClusterApiUserRole そしてあなた
のAWS_SESSION_TOKEN有効期限が切れている。
An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation:
User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/ApiTestSession
is not authorized to perform: sts:AssumeRole on resource:
arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX

ロールを削除して、aws sts assume-roleコマンドを使用して ParallelClusterApiUserRole。
$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID

API アクセスのための現在のユーザー権限を付与するには、次の操作を行う必要があります。リソー
スポリシーを展開する。
4.

次のコマンドを実行して、サンプルクライアントをテストします。
$ python3 test_pcluster_client.py
{'cluster_configuration': 'Region: us-east-1\n'
'Image:\n'
' Os: alinux2\n'
'HeadNode:\n'
' InstanceType: t2.micro\n'
' Networking . . . :\n'
'
SubnetId: subnet-1234567890abcdef0\n'
' Ssh:\n'
'
KeyName: adpc\n'
'Scheduling:\n'
' Scheduler: slurm\n'
' SlurmQueues:\n'
' - Name: queue1\n'
'
ComputeResources:\n'
'
- Name: t2micro\n'
'
InstanceType: t2.micro\n'
'
MinCount: 0\n'
'
MaxCount: 10\n'
'
Networking . . . :\n'
'
SubnetIds:\n'
'
- subnet-1234567890abcdef0\n',
'cluster_name': 'test-api-cluster'}
{'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/testapi-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-notdelete...},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, tzinfo=tzlocal()),
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'}
.
.
.
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE',
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'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/testapi-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-notdelete...},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE',
'compute_fleet_status': 'RUNNING',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890',
'instance_type': 't2.micro',
'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 21, 46,
tzinfo=tzlocal()),
'private_ip_address': '172.31.27.153',
'public_ip_address': '52.90.156.51',
'state': 'running'},
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'}
READY!

ステップ 5: クライアントコードスクリプトをコピーしてクラスターを削除する
1.

次のクライアントコード例をにコピーします。delete_cluster_client.py。クライアントコード
は、クラスターの削除を要求します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: MIT-0
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import (
cluster_compute_fleet_api,
cluster_instances_api,
cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import
CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")
# Defining the host is optional and defaults to http://localhost
# See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration(
host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
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)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")
# Enter a context with an instance of the API client
with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client:
cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client)
# Delete the cluster
gone = False
try:
api_response = cluster_ops.delete_cluster(cluster_name, region=region)
except pcluster_client.ApiException as e:
print("Exception when calling delete_cluster: %s\n" % e)
time.sleep(60)

e)

2.

# Confirm cluster status with describe_cluster
while not gone:
try:
api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name, region=region)
pprint(api_response)
if api_response.cluster_status == ClusterStatus('DELETE_IN_PROGRESS'):
print('. . . working . . .', end='', flush=True)
time.sleep(60)
except pcluster_client.ApiException as e:
gone = True
print("DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster: %s\n" %

クラスターを削除するには、次のコマンドを実行します。
$ python3 delete_cluster_client.py
{'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/testapi-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-notdelete...},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000, tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890',
'instance_type': 't2.micro',
'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 53, 48,
tzinfo=tzlocal()),
'private_ip_address': '172.31.17.132',
'public_ip_address': '34.201.100.37',
'state': 'running'},
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'}
.
.
.
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/testapi-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-notdelete...},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000, tzinfo=tzlocal()),
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'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'}
. . . working . . . DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster: (404)
Reason: Not Found
.
.
.
HTTP response body: {"message":"Cluster 'test-api-cluster' does not exist or belongs to
an incompatible ParallelCluster major version."}

3.

テストが終了したら、環境変数を設定解除します。
$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID

ステップ 6: クリーンアップ
「」を使用できますAWS Management ConsoleまたはAWS CLIをクリックして API を削除します。
1.

からのAWS CloudFormationコンソールで、API スタックを選択し、削除。

2.

[] を使用する場合は、次のコマンドを実行します。AWS CLI。
AWS CloudFormation を使用する:
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name ${API_STACK_NAME}

AWS ParallelCluster のトラブルシューティング
-AWS ParallelClusterコミュニティは、Wiki ページを管理しています。このページには、AWS
ParallelCluster GitHub ウィキ。既知の問題のリストは、「Known issues」(既知の問題) を参照してくださ
い。
トピック
• ログの取得と保存 (p. 251)
• クラスターデプロイの問題のトラブルシューティング (p. 252)
• スケーリング問題のトラブルシューティング (p. 256)
• プレイスメントグループとインスタンスの起動に関する問題 (p. 261)
• 置き換えられないディレクトリ (p. 261)
• NICE DCV の問題のトラブルシューティング (p. 262)
• AWS Batch 統合されたクラスターにおける問題のトラブルシューティング (p. 262)
• Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブルシュー (p. 263)
• カスタム AMI 問題のトラブルシューティング (p. 270)
• クラスタ更新タイムアウトのトラブルシューティングcfn-hup実行されません (p. 270)
• ネットワークのトラブルシューティング (p. 271)
• 追加のサポート (p. 271)
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ログの取得と保存
AWS ParallelClusterの EC2 メトリクスの作成 HeadNode およびコンピュートインスタンスとストレー
ジ。メトリクスは CloudWatch コンソールカスタムダッシュボード。AWS ParallelClusterクラスターも
作成します CloudWatch ロググループ内のログストリーム。これらのログはで表示できます CloudWatch
コンソールカスタムダッシュボードまたはロググループ。-モニタリング (p. 190)クラスター設定セク
ションでは、クラスターを変更する方法について説明します CloudWatchログとダッシュボード。詳細
については、Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 92) および アマゾン CloudWatch ダッシュボー
ド (p. 91) を参照してください。
ログは問題を解決するための有用なリソースです。たとえば、障害が発生したクラスターを削除する場合
は、まずクラスターログのアーカイブを作成すると便利な場合があります。の手順を行いますログのアー
カイブ (p. 251)アーカイブを作成します。
トピック
• クラスタログはで利用できません CloudWatch (p. 251)
• ログのアーカイブ (p. 251)
• 保存ログ (p. 252)
• 終了したノードログ (p. 252)

クラスタログはで利用できません CloudWatch
クラスターログが利用できない場合 CloudWatch、上書きしていないことを確認してくださいAWS
ParallelCluster CloudWatch 構成にカスタムログを追加するときのログ構成。
にカスタムログを追加するには CloudWatch 設定については、フェッチして上書きするのではなく、必ず
設定に追加してください。詳細についてはfetch-configそしてappend-config、を参照してくださ
い複数 CloudWatch エージェント設定ファイル()CloudWatch ユーザーガイド。
復元するにはAWS ParallelCluster CloudWatch ログ設定内部で次のコマンドを実行できますAWS
ParallelClusternode。
$ /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2 c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json -s

ログのアーカイブ
ログをS3またはローカルファイルにアーカイブすることが可能です（--output-fileパラメータ)。

Note
付与するには、Amazon S3 バケットポリシーに許可を追加してください CloudWatch アクセ
ス。詳細については、次を参照してください。Amazon S3 バケットに対する権限を設定す
る()CloudWatch ログユーザーガイド。
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--bucket bucketname --bucket-prefix logs
{
"url": "https://bucketname.s3.eu-west-1.amazonaws.com/export-log/myclusterlogs-202109071136.tar.gz?..."
}
# use the --output-file parameter to save the logs locally
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
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{
}

--bucket bucketname --bucket-prefix logs --output-file /tmp/archive.tar.gz
"path": "/tmp/archive.tar.gz"

アーカイブにはAmazonが含まれています CloudWatch ログストリームとAWS CloudFormation設定やパ
ラメータで明示的に指定されていない限り、過去 14 日間のヘッドノードとコンピュートノードからの
スタックイベントexport-cluster-logsコマンド。コマンドが完了するまでにかかる時間は、クラ
スター内のノードの数とで利用できるログストリームの数によって異なります CloudWatch ログ。使用
できるログストリームの詳細については、「」を参照してください。Amazon との統合 CloudWatch ロ
グ (p. 92)。

保存ログ
3.0.0から始めます。AWS ParallelCluster保存する CloudWatch クラスターが削除されると、デフォル
トでログに記録されます。クラスターを削除してそのログを保存する場合は、次の点を確認してくだ
さい。Monitoring (p. 190)/Logs (p. 190)/CloudWatch (p. 190)/DeletionPolicy (p. 191)に
設定されていないDeleteクラスタ構成で。それ以外の場合は、このフィールドの値を次のように変更
します。Retain続いて以下を実行します。pcluster update-clusterコマンド。続いて以下を実
行します。pcluster delete-cluster --cluster-name <cluster_name>クラスターを削除し
て、Amazon に保存されているロググループを保持するには CloudWatch。

終了したノードログ
コンピュートノードが起動後に自己終了し、コンピュートノードのログが何もない場合 CloudWatchで、
クラスタースケーリングアクションをトリガーするジョブを送信します。インスタンスが失敗するのを
待ってから、インスタンスのコンソールログを取得します。
クラスタヘッドノードにログインしてコンピュートノードを取得instance-idからの/var/log/
parallelcluster/slurm_resume.logファイル。
次のコマンドを使用してインスタンスコンソールログを取得します。
aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890

コンソール出力ログは、コンピュートノードログが利用できない場合に、コンピュートノード障害の根本
原因をデバッグするのに役立ちます。

クラスターデプロイの問題のトラブルシューティング
クラスターの作成に失敗し、スタックの作成がロールバックされる場合は、ログファイルを参照して問題
を解決します。このエラーメッセージは、次の出力のようになります。
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--cluster-configuration cluster-config.yaml
{
"cluster": {
"clusterName": "mycluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
}
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$ pcluster describe-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1
{
"creationTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z",
...
"cloudFormationStackStatus": "ROLLBACK_IN_PROGRESS",
"clusterName": "mycluster",
"computeFleetStatus": "UNKNOWN",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
"lastUpdatedTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z",
"region": "eu-west-1",
"clusterStatus": "CREATE_FAILED"
}

トピック
• の表示AWS CloudFormation上のイベントCREATE_FAILED (p. 253)
• CLI を使用してログストリームを表示する (p. 254)
• 障害が発生したクラスターを次の方法で再作成します。rollback-on-failure (p. 256)

の表示AWS CloudFormation上のイベントCREATE_FAILED
コンソールまたはを使用できますAWS ParallelClusterCLI (表示) CloudFormation 上のイベン
トCREATE_FAILEDエラーは根本原因の特定に役立ちます。
トピック
• でイベントの表示 CloudFormation コンソール (p. 253)
• CLI を使用して表示とフィルタリングを行う CloudFormation 上のイベント
CREATE_FAILED (p. 254)

でイベントの表示 CloudFormation コンソール
この原因に関する詳細情報を表示するには"CREATE_FAILED"ステータス、使用できます CloudFormation
コンソール。

の表示 CloudFormation コンソールからのエラーメッセージ。
1.

にログインAWS Management Console続いて以下に移動します。https://console.aws.amazon.com/
cloudformation。

2.

名前の付いたスタックを選択しますcluster_name。

3.

選択してくださいイベントタブ。

4.

をチェックしますステータスリソースイベントのリストをスクロールして作成に失敗したリソースに
ついては論理 ID。サブタスクの作成に失敗した場合は、逆方向に作業して失敗したリソースイベント
を見つけます。

5.

例として、次のステータスメッセージが表示された場合は、現在の vCPU 制限を超えないインスタン
スタイプを使用するか、追加の vCPU キャパシティをリクエストする必要があります。
2022-02-04 16:09:44 UTC-0800 HeadNode CREATE_FAILED You have requested more vCPU
capacity than your current vCPU limit of 0 allows
for the instance bucket that the specified instance type belongs to. Please visit
http://aws.amazon.com/contact-us/ec2-request to request an adjustment to this limit.
(Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: VcpuLimitExceeded; Request ID:
a9876543-b321-c765-d432-dcba98766789; Proxy: null).
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CLI を使用して表示とフィルタリングを行う CloudFormation 上のイベン
トCREATE_FAILED
クラスター作成の問題を診断するには、pcluster get-cluster-stack-events (p. 132) コマンド
を使用して CREATE_FAILED ステータスのフィルタリングを行います。詳細については、次を参照してく
ださい。フィルタリングAWS CLI出力()AWS Command Line Interfaceユーザーガイド。
$ pcluster get-cluster-stack-events --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--query 'events[?resourceStatus==`CREATE_FAILED`]'
[
{
"eventId": "3ccdedd0-0f03-11ec-8c06-02c352fe2ef9",
"physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
"resourceStatus": "CREATE_FAILED",
"resourceStatusReason": "The following resource(s) failed to create: [HeadNode]. ",
"stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/mycluster/1bf6e7c0-0f02-11eca3b9-024fcc6f3387",
"stackName": "mycluster",
"logicalResourceId": "mycluster",
"resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
"timestamp": "2021-09-06T11:11:51.780Z"
},
{
"eventId": "HeadNode-CREATE_FAILED-2021-09-06T11:11:50.127Z",
"physicalResourceId": "i-04e91cc1f4ea796fe",
"resourceStatus": "CREATE_FAILED",
"resourceStatusReason": "Received FAILURE signal with UniqueId i-04e91cc1f4ea796fe",
"resourceProperties": "{\"LaunchTemplate\":{\"Version\":\"1\",\"LaunchTemplateId\":
\"lt-057d2b1e687f05a62\"}}",
"stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/mycluster/1bf6e7c0-0f02-11eca3b9-024fcc6f3387",
"stackName": "mycluster",
"logicalResourceId": "HeadNode",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"timestamp": "2021-09-06T11:11:50.127Z"
}
]

前の例では、ヘッドノードの設定に問題がありました。

CLI を使用してログストリームを表示する
この種の問題をデバッグするには、ヘッドノードから入手できるログストリームを一覧表示し
てpcluster list-cluster-log-streams (p. 137)でフィルタリングしてnode-type次に、ログス
トリームのコンテンツを分析します。
$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--filters 'Name=node-type,Values=HeadNode'
{
"logStreams": [
{
"logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init",
"logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init",
...
},
{
"logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client",
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"logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client",
...
},
{
"logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init",
"logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init",
...
},
...
]
}

初期化エラーを特定するために使用できる 2 つの主要なログストリームがあります。
• cfn-init は cfn-init のスクリプトのログです。まず、このログストリームを確認します。見られそ
うだなCommand chef failedこのログにエラーがあります。エラーメッセージの詳細については、こ
の行の直前の行を参照してください。詳細については、「cfn-init」を参照してください。
• cloud-init は cloud-init のログです。cfn-init に何も表示されない場合は、次にこのログを確認し
てください。
ログストリームの内容を pcluster get-cluster-log-events (p. 131) で取得することができます
(取得するイベント数を制限する --limit 5 オプションに注意してください)。
$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
--region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init \
--limit 5
{
"nextToken": "f/36370880979637159565202782352491087067973952362220945409/s",
"prevToken": "b/36370880752972385367337528725601470541902663176996585497/s",
"events": [
{
"message": "2021-09-06 11:11:39,049 [ERROR] Unhandled exception during build: Command
runpostinstall failed",
"timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
},
{
"message": "Traceback (most recent call last):\n File \"/opt/aws/bin/cfn-init
\", line 176, in <module>\n
worklog.build(metadata, configSets)\n File \"/usr/
lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 135, in build\n
Contractor(metadata).build(configSets, self)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/
cfnbootstrap/construction.py\", line 561, in build\n
self.run_config(config, worklog)\n
File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 573, in
run_config\n
CloudFormationCarpenter(config, self._auth_config).build(worklog)\n File
\"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 273, in build
\n
self._config.commands)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/
command_tool.py\", line 127, in apply\n
raise ToolError(u\"Command %s failed\" % name)",
"timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
},
{
"message": "cfnbootstrap.construction_errors.ToolError: Command runpostinstall
failed",
"timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
},
{
"message": "2021-09-06 11:11:49,212 [DEBUG] CloudFormation client initialized with
endpoint https://cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com",
"timestamp": "2021-09-06T11:11:49.212Z"
},
{
"message": "2021-09-06 11:11:49,213 [DEBUG] Signaling resource HeadNode in stack
mycluster with unique ID i-04e91cc1f4ea796fe and status FAILURE",
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}

]

}

"timestamp": "2021-09-06T11:11:49.213Z"

前の例では、障害の原因はrunpostinstall失敗なので、で使われているカスタムブート
ストラップスクリプトの内容に厳密に関係していますOnNodeConfiguredの設定パラメー
タCustomActions (p. 154)。

障害が発生したクラスターを次の方法で再作成しま
す。rollback-on-failure
AWS ParallelClusterクラスターを作成します CloudWatch ロググループ内のログストリーム。これら
のログはで表示できます CloudWatch コンソールカスタムダッシュボードまたはロググループ。詳細に
ついては、Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 92) および アマゾン CloudWatch ダッシュボー
ド (p. 91) を参照してください。利用可能なログストリームがない場合は、次の原因である可能性
がありますCustomActions (p. 154)カスタムブートストラップスクリプトまたは AMI 関連の問題。
この場合の作成問題を診断するには、--rollback-on-failure パラメータを false に設定した上
で、pcluster create-cluster (p. 117) を使用してクラスターを再度作成します。次に、クラス
ターに SSH 接続します。
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--cluster-configuration cluster-config.yaml --rollback-on-failure false
{
"cluster": {
"clusterName": "mycluster",
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
"region": "eu-west-1",
"version": "3.2.0",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
}
$ pcluster ssh --cluster-name mycluster

ヘッドノードにログインすると、エラーの原因を突き止めるための 3 つの主要なログファイルが見つかり
ます。
• /var/log/cfn-init.log は cfn-init のスクリプトのログです。最初に、このログを確認してくだ
さい。このログには Command chef failed のようなエラーが表示される可能性があります。エラー
メッセージの詳細については、この行の直前の行を参照してください。詳細については、「cfn-init」を
参照してください。
• /var/log/cloud-init.log は cloud-init のログです。cfn-init.log に何も表示されない場合は、
次にこのログを確認してください。
• /var/log/cloud-init-output.log は cloud-init で実行されたコマンドの出力です。これには cfninit からの出力も含まれます。通常、この種の問題のトラブルシューティングには、このログを見る
必要はありません。

スケーリング問題のトラブルシューティング
このセクションは、AWS ParallelCluster バージョン 3.0.0 以降の Slurm ジョブスケジューラを使用してイ
ンストールされたクラスターに関連しています。複数のキューの設定の詳細については、「複数のキュー
の構成 (p. 68)」を参照してください。
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稼働中のクラスターの 1 つに問題が発生した場合、クラスターをSTOPPEDトラブルシューティングを開始
する前に、次のコマンドを実行して状態を確認してください。これにより、予想外のコストが発生するこ
とを防ぐことができます。
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name mycluster \
--status STOP_REQUESTED

pcluster list-cluster-log-streams (p. 137) コマンドを使用し、障害ノードまたはヘッドノー
ドのいずれかの private-dns-name を使用してフィルタリングすることで、クラスターノードから利用
可能なログストリームをリストアップすることができます。
$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--filters 'Name=private-dns-name,Values=ip-10-0-0-101'

次に、ログストリームの内容を取得して分析できます。pcluster get-cluster-logevents (p. 131)コマンドを渡して--log-stream-name次のセクションで説明するキーログの 1 つに対
応します。
$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
--region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init

AWS ParallelClusterクラスターを作成します CloudWatch ロググループ内のログストリーム。これらのロ
グはで表示できます CloudWatch コンソールカスタムダッシュボードまたはロググループ。詳細について
は、Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 92) および アマゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 91)
を参照してください。
トピック
• デバッグ用のキーログ (p. 257)
• ノードの初期化に関する問題のトラブルシューティング (p. 258)
• 予期しないノードの置換や終了のトラブルシューティング (p. 260)
• 問題のあるインスタンスやノードの置換、終了、電源オフ (p. 260)
• キュー (パーティション)Inactive状態 (p. 261)
• その他の既知のノードやジョブの問題のトラブルシューティング (p. 261)

デバッグ用のキーログ
次の表は、ヘッドノードのキーログの概要を示したものです。
• /var/log/cfn-init.log - これは AWS CloudFormation init ログです。インスタンスのセットアップ
時に実行されたすべてのコマンドが含まれています。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立
ちます。
• /var/log/chef-client.log - これは Chef クライアントログです。Chef/CINC で実行されたすべて
のコマンドが含まれています。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log - これは ResumeProgram ログです。動的ノー
ドのインスタンスを起動します。動的ノードの起動に関する問題のトラブルシューティングに役立ちま
す。
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log - これが SuspendProgram のログです。動
的ノードのインスタンスが終了する際に呼び出されます。動的ノードの終了時の問題をトラブルシュー
ティングするのに役立ちます。このログを確認する際には、clustermgtd のログも確認する必要があ
ります。
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd - これが clustermgtd のログです。ほとんどのクラ
スターオペレーションのアクションを管理する集中型デーモンとして動作します。起動、終了、クラス
ターの動作の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
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• /var/log/slurmctld.log - これは Slum コントロールデーモンのログです。AWS ParallelCluster は
スケーリングの決定をしません。むしろ、Slum の要求を満たすためにリソースの送信を試みます。ス
ケーリングや割り当ての問題、ジョブ関連の問題、スケジューラ関連の起動や終了の問題などに有効で
す。
コンピュートノードのキーノートがあります。
• /var/log/cloud-init-output.log - これは cloud-init のログです。インスタンスのセットアップ時
に実行されたすべてのコマンドが含まれています。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ち
ます。
• /var/log/parallelcluster/computemgtd - これが computemgtd のログです。各コンピュート
ノード上で動作し、ヘッドノード上の clustermgtd デーモンがオフラインになるレアなケースでノー
ドをモニタリングします。予期せぬ終了の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
• /var/log/slurmd.log - これは Slum コンピュートデーモンのログです。初期化やコンピュートの不
具合に関するトラブルシューティングに役立ちます。

ノードの初期化に関する問題のトラブルシューティング
このセクションでは、ノードの初期化に関するトラブルを解決する方法について説明します。これには、
ノードが起動しない、電源が入らない、またはクラスターが参加できない、などの問題が含まれます。
トピック
• ヘッドノード (p. 258)
• コンピュートノード (p. 258)

ヘッドノード
該当するログ:
• /var/log/cfn-init.log
• /var/log/chef-client.log
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log
• /var/log/slurmctld.log
/var/log/cfn-init.log および /var/log/chef-client.log のログまたは対応するログスト
リームを確認してください。これらのログには、ヘッドノードのセットアップ時に実行されたすべて
のアクションが含まれています。セットアップ中に発生するほとんどのエラーは、/var/log/chefclient.log ログにエラーメッセージが表示されます。クラスターの構成で OnNodeStart または
OnNodeConfigured のスクリプトが指定されている場合、スクリプトが正常に実行されていることをロ
グメッセージで再確認します。
クラスターが作成されると、ヘッドノードはコンピュートノードがクラスターに参加するのを待ってから
クラスターに参加する必要があります。そのため、コンピュートノードがクラスターに参加できないと、
ヘッドノードも失敗してしまいます。このような問題を解決するためには、使用しているコンピュート
ノートの種類に応じて、次の手順のいずれかを実行します。

コンピュートノード
• 該当するログ:
• /var/log/cloud-init-output.log
• /var/log/slurmd.log
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• コンピュートノードが起動した場合、まず /var/log/cloud-init-output.log を確認します。ヘッ
ドノードの /var/log/chef-client.log ログと同様のセットアップログが含まれているはずです。
セットアップ中に発生するほとんどのエラーは、/var/log/cloud-init-output.log ログにエラー
メッセージが表示されます。クラスター構成でプレインストールまたはポストインストールスクリプト
が指定されている場合、それらが正常に実行されたかどうかを確認します。
• Slurm の設定を変更したカスタム AMI を使用している場合は、Slurm 関連のエラーが発生し、コン
ピュートノードがクラスターに参加できない可能性があります。スケジューラ関連のエラーについて
は、/var/log/slurmd.log のログを確認してください。
動的コンピュートノード:
• ResumeProgram ログ (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log)でコンピュート
ノード名を検索し、そのノードで ResumeProgram が呼ばれたことがあるかどうかを調べます。
(ResumeProgram が一度も呼ばれなかった場合、slurmctld のログ (/var/log/slurmctld.log) を
確認することで、Slurm がノードを使って ResumeProgram を呼び出そうとしたことがあるかどうかを
調べることができます)
• なお、ResumeProgram のパーミッションが正しくないと、ResumeProgram がバックグラウンドで
失敗する可能性があります。ResumeProgram の設定を変更したカスタム AMI を使用している場合
は、ResumeProgram の所有者が slurm ユーザーであり、744 (rwxr--r--) の許可を持っていること
を確認してください。
• ResumeProgram が呼ばれた場合、そのノードのインスタンスが起動しているかどうかを確認します。
インスタンスが起動しなかった場合は、起動の失敗を示すエラーメッセージが表示されます。
• インスタンスが起動する場合は、セットアップ時に問題が発生した可能性がありま
す。ResumeProgram のログに対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID が表示されます。
さらに、特定のインスタンスに対応するセットアップログを確認することができます。コンピュート
ノードのセットアップエラーのトラブルシューティングについては、次のセクションを参照してくださ
い。
静的コンピュートノード:
• clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) ログをチェックして、ノードに対して
インスタンスが起動されたかどうかを確認します。起動できなかった場合は、起動できなかったことを
示す明確なエラーメッセージが表示されます。
• インスタンスが起動した場合、セットアップ中に何らかの問題が発生します。ResumeProgram のログ
に対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID が表示されます。さらに、特定のインスタンス
に対応するセットアップログを確認することができます。
スポットインスタンスによってバックアップされるコンピュートノード:
• スポットインスタンスを初めて使用する場合で、ジョブが PD (保留状態) のままの場合は、/var/log/
parallelcluster/slurm_resume.logファイル。おそらく、次のようなエラーが発生します。
2022-05-20 13:06:24,796 - [slurm_plugin.common:add_instances_for_nodes] - ERROR Encountered exception when launching instances for nodes (x1) ['spot-dy-t2micro-2']:
An error occurred (AuthFailure.ServiceLinkedRoleCreationNotPermitted) when calling the
RunInstances operation: The provided credentials do not have permission to create the
service-linked role for EC2 Spot Instances.

スポットインスタンスを使用した場合には、AWSServiceRoleForEC2Spotサービスにリンクされた
ロールはアカウントに存在する必要があります。AWS CLI を使用してアカウントにこのロールを作成す
るには、次のコマンドを実行します。
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
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詳細については、次を参照してください。スポットインスタンスの操作 (p. 65)()AWS ParallelCluster
ユーザーガイドとスポットインスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール()Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

予期しないノードの置換や終了のトラブルシューティング
このセクションでは、ノードに関連する問題、特にノードが予期せず置換されたり終了したりした場合の
トラブルシューティング方法について引き続き説明します。
• 該当するログ:
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd (ヘッドノード)
• /var/log/slurmctld.log (ヘッドノード)
• /var/log/parallelcluster/computemgtd (コンピュートノード)
予期せず置換または終了したノード
• clustermgtd のログ (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) で、clustermgtd がノードの
交換や終了のアクションをとったかどうかを確認します。なお、clustermgtd は通常のノードメンテ
ナンスのアクションをすべて行います。
• clustermgtd がノードを置換または終了させた場合、なぜそのアクションがノードに対して行われた
のかを詳細に説明するメッセージが必要です。スケジューラ関連の理由 (例えば、ノードが DOWN にあ
るため) の場合は、slurmctld ログで確認してください。理由が Amazon EC2 に関連するものであれ
ば、置換を必要とする Amazon EC2 に関連する問題の詳細を示す情報メッセージが表示されるはずで
す。
• clustermgtd がノードを終了させなかった場合は、まず、これがAmazon EC2 によって予期された
終了であるかどうか、より具体的には一時的な終了であるかどうかを確認します。computemgtd は
コンピュートノード上で動作しており、clustermgtd が健全でないと判断された場合、ノードを終
了させるアクションを取ることもできます。computemgtd のログ (/var/log/parallelcluster/
computemgtd) を確認し、computemgtd がノードを終了したかどうかを確認します。
ノードが失敗しました
• slurmctld ログ (/var/log/slurmctld.log) で、ジョブやノードが失敗した理由を確認します。な
お、ノードに障害が発生した場合、ジョブは自動的に再キューされます。
• もしslurm_resumeノードが起動したことを報告し、clustermgtd数分後に、そのノードに対応する
インスタンスが Amazon EC2 にないことが報告され、セットアップ中にノードに障害が発生する可能性
があります。コンピュート (/var/log/cloud-init-output.log) からログを取得するには、次の手
順で行います。
• Slurm が新しいノードを立ち上げるためのジョブを送信します。
• ノードが起動したら、このコマンドで終了保護を有効にします。
$ aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --disable-apitermination

• このコマンドで、ノードのコンソール出力を取得します。
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-1234567890abcdef0 --output text

問題のあるインスタンスやノードの置換、終了、電源オフ
• 該当するログ:
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• /var/log/parallelcluster/clustermgtd (ヘッドノード)
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (ヘッドノード)
• 通常、clustermgtd は期待されるすべてのインスタンス終了アクションを処理します。clustermgtd
ログを見て、ノードの置換または終了に失敗した理由を確認します。
• SlurmSettings プロパティ (p. 174) に失敗した動的ノードの場合、SuspendProgram ログで
SuspendProgram が slurmctld から特定のノードを引数として呼び出されたかどうかを確認しま
す。なお、SuspendProgram は実際には何のアクションもしません。呼び出されたときだけログに記
録されます。インスタンスの終了や NodeAddr のリセットは全て clustermgtd が行います。Slurmは
SuspendTimeout の後、自動的にノードを POWER_SAVING の状態に戻します。
• ブートストラップ障害が原因でコンピュートノードの障害が続く場合は、以下のコマンドで起動されて
いるかどうかを確認してくださいSlurm クラスター保護モード (p. 76)を有効にします。保護モードが
有効になっていない場合は、保護モードの設定を変更して保護モードを有効にします。ブートストラッ
プスクリプトのトラブルシューティングと修正を行います。

キュー (パーティション)Inactive状態
走ればsinfo出力には次のキューが表示されますAVAILのステータスinact、ご使用のクラスターに
はSlurm クラスター保護モード (p. 76)有効になっていて、キューはINACTIVE事前に定義した期間の状
態。

その他の既知のノードやジョブの問題のトラブルシューティング
もうひとつの既知の問題は、AWS ParallelCluster がジョブの割り当てやスケーリングの決定に失敗するこ
とです。このタイプの問題では、AWS ParallelCluster は Slurm の指示に従ってリソースを起動、終了、ま
たは維持するだけです。これらの問題については、slurmctld ログを確認してトラブルシューティング
を行ってください。

プレイスメントグループとインスタンスの起動に関す
る問題
ノード間のレイテンシーを最小にするには、プレースメントグループを使用します。プレイスメントグ
ループにより、確実にインスタンスが同じネットワーキングバックボーンに配置されます。リクエスト時
に十分な数のインスタンスが用意されていない場合は、InsufficientInstanceCapacity エラーが
返ります。クラスタープレイスメントグループを使用する際にこのエラーが発生する可能性を減らすため
に、SlurmQueues (p. 162)/Networking (p. 163)/PlacementGroup (p. 164)/Enabled (p. 164)パ
ラメータをfalse。
キャパシティアクセスをさらに細かく制御するには、OPCR (オンデマンドキャパシティー予約) によるイ
ンスタンスの起動 (p. 106)。
詳細については、次を参照してください。インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティングそ
してプレイスメントグループの役割と制限()Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

置き換えられないディレクトリ
以下のディレクトリはノード間で共有され、置き換えることはできません。
• /home - これには、デフォルトユーザーのホームフォルダ (Amazon Linux では /home/
ec2_user、CentOS では /home/centos、Ubuntu では /home/ubuntu) が含まれます。
• /opt/intel - これには、インテル MPI、インテル Parallel Studio、および関連ファイルが含まれま
す。
• /opt/slurm - これには、Slurm ワークロードマネージャーと関連ファイルが含まれます。(条件付
き、Scheduler: slurm の場合のみ)
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NICE DCV の問題のトラブルシューティング
トピック
• NICE DCV のログ (p. 262)
• Ubuntu、インテル MPI モジュール、NICE DCV (p. 262)

NICE DCV のログ
NICE DCV のログは /var/log/dcv/ ディレクトリのファイルに書き込まれます。これらのログを確認す
ることは、問題の解決に役立ちます。
インスタンスタイプは、NICE DCV を実行するために、少なくとも1.7ギビバイト (GiB) の RAM が必要で
す。ナノやマイクロのインスタンスタイプでは、NICE DCV を実行するのに十分なメモリがありません。
AWS ParallelClusterロググループに NICE DCV ログストリームを作成します。これらのログはで表示でき
ます CloudWatch コンソールカスタムダッシュボードまたはロググループ。詳細については、Amazon と
の統合 CloudWatch ログ (p. 92) および アマゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 91) を参照してく
ださい。

Ubuntu、インテル MPI モジュール、NICE DCV
もしImage (p. 146)/Os (p. 147)ですubuntu1804またはubuntu2004クラスタは以下を使用する
ように設定されていますIntel MPI (p. 93)モジュール、Ubuntu ターミナルから以下が表示されま
すDCV (p. 100)実行時のクライアントmodule avail:
$ module avail
module: command not found

以下から調達する必要があります/etc/profile:
$ . /etc/profile
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
module avail
----------------------------- /usr/share/modules/modulefiles -----------------------------dot
module-git
modules openmpi/4.1.4
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0 module-info null
use.own
----------------------------- /usr/share/modules/modulefiles -----------------------------dot
module-git
modules openmpi/4.1.4
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0 module-info null
use.own
--------------------------- /opt/intel/mpi/2021.4.0/modulefiles --------------------------intelmpi

AWS Batch 統合されたクラスターにおける問題のト
ラブルシューティング
このセクションは、AWS Batch スケジューラが統合されたクラスターに関連しています。
トピック
• ヘッドノードの問題 (p. 263)
• コンピュートの問題 (p. 263)
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• ジョブの失敗 (p. 263)
• エンドポイント URL エラーでのConnect タイムアウト (p. 263)

ヘッドノードの問題
ヘッドノードに関連するセットアップの問題は、Slurm クラスターと同様にトラブルシューティングを行
うことができます (Slurm 固有のログは除く)。これらの問題を解決する方法の詳細については、「ヘッド
ノード (p. 258)」を参照してください。

コンピュートの問題
AWS Batch は、お客様のサービスのスケーリングとコンピューティング面を管理します。コンピューティ
ング関連の問題が発生した場合は、AWS Batch のトラブルシューティングのドキュメントを参照してくだ
さい。

ジョブの失敗
ジョブが失敗した場合は、awsbout (p. 87) コマンドを実行してジョブの出力を取得することができま
す。以下を実行します。awsbstat (p. 87)コマンドを使用して、Amazon が保存しているジョブログへ
のリンクを取得します CloudWatch。

エンドポイント URL エラーでのConnect タイムアウト
マルチノードのparallel ジョブがエラーで失敗した場合、次の操作を実行します。Connect timeout on
endpoint URL:
• の中にawsbout出力ログ。出力からジョブがマルチノードparallel であることを確認します。Detected
3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
• コンピュートノードのサブネットがパブリックかどうかを確認します。
マルチノードparallel ジョブは、を使用する際のパブリックサブネットの使用をサポートしていません
AWS BatchにAWS ParallelCluster。コンピュートノードとジョブにはプライベートサブネットを使用す
る必要があります。詳細については、次を参照してください。コンピューティング環境の考慮事項()AWS
Batchユーザーガイド。コンピュートノードのプライベートサブネットを設定するには、を参照してくださ
い。AWS ParallelCluster と AWS Batch のスケジューラ (p. 56)。

Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブル
シュー
このセクションは、Active Directory (AD) と統合されたクラスターに関連しています。
Active Directory (AD) 統合機能が期待どおりに動作しない場合、SSSD ログは有用な診断情報を提供できま
す。これらのログは次の場所にあります/var/log/sssdクラスターノードで。デフォルトでは、それら
はクラスターのAmazonにも保存されます CloudWatch ロググループ。
トピック
• AD 固有のトラブルシューティング (p. 264)
• デバッグモードを有効にします (p. 264)
• LDAPS から LDAP に移行する方法 (p. 265)
• LDAPS サーバー証明書の検証を無効にする方法 (p. 265)
• パスワードではなく SSH キーでログインする方法 (p. 265)
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• ユーザーパスワードと期限切れのパスワードをリセットする方法 (p. 265)
• 参加しているドメインの検証方法 (p. 266)
• 証明書に関する問題のトラブルシューティング方法 (p. 266)
• AD との統合が機能していることを確認する方法 (p. 267)
• コンピュートノードへのログインのトラブルシューティング方法 (p. 268)
• の既知の問題 SimCenter マルチユーザー環境での StarCCM+ ジョブ (p. 268)
• ユーザー名の解決に関する既知の問題 (p. 269)
• ホームディレクトリの作成に関する問題の解決方法 (p. 269)

AD 固有のトラブルシューティング
このセクションは、AD タイプ固有のトラブルシューティングに関連しています。

Simple AD
• -DomainReadOnlyUser値は、ユーザーの Simple AD ディレクトリベース検索と一致する必要がありま
す。
cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
注意cnにとってUsers。
• デフォルトの管理者ユーザーはAdministrator。
• Ldapsearchユーザー名の前に Netbios 名が必要です。
Ldapsearch構文は次のとおりです。
$ ldapsearch -x -D "corp\\Administrator" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \
-b "cn=Users,dc=corp,dc=pcluster,dc=com"

AWS Managed Microsoft AD
• -DomainReadOnlyUser値は一致する必要がありますAWS Managed Microsoft ADユーザーのディレク
トリベース検索:
cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com
• デフォルトの管理者ユーザーはAdmin。
• Ldapsearch構文は次のとおりです。
$ ldapsearch -x -D "Admin" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \
-b "ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=pcluster,dc=com"

デバッグモードを有効にします
SSSD からのデバッグログは、問題のトラブルシューティングに役立ちます。デバッグモードを有効にす
るには、クラスター構成に以下の変更を加えてクラスターを更新する必要があります。
DirectoryService:
AdditionalSssdConfigs:
debug_level: "0x1ff"
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LDAPS から LDAP に移行する方法
LDAPS (LDAP と TLS/SSL) から LDAP への移行は推奨されません。LDAP だけでは暗号化が提供されな
いためです。とはいえ、テスト目的やトラブルシューティングに役立つ場合があります。
クラスターを以前の構成定義で更新することにより、クラスターを以前の構成に復元できます。
LDAPS から LDAP に移行するには、クラスター構成を次のように変更してクラスターを更新する必要が
あります。
DirectoryService:
LdapTlsReqCert: never
AdditionalSssdConfigs:
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

LDAPS サーバー証明書の検証を無効にする方法
テストやトラブルシューティングの目的で、ヘッドノードでLDAPSサーバー証明書の検証を一時的に無効
にすると便利な場合があります。
クラスターを以前の構成定義で更新することにより、クラスターを以前の構成に復元できます。
LDAPS サーバー証明書の検証を無効にするには、クラスター構成に次の変更を加えてクラスターを更新す
る必要があります。
DirectoryService:
LdapTlsReqCert: never

パスワードではなく SSH キーでログインする方法
SSH キーはで作成されます/home/$user/.ssh/id_rsa初めてパスワードでログインした後。SSH キー
を使用してログインするには、パスワードを使用してログインし、SSH キーをローカルにコピーしてか
ら、通常どおり SSH パスワードなしで使用する必要があります。
$ ssh -i $LOCAL_PATH_TO_SSH_KEY $username@$head_node_ip

ユーザーパスワードと期限切れのパスワードをリセットする方法
ユーザーがクラスターにアクセスできなくなると、AWS Managed Microsoft ADパスワードの有効期限が
切れている可能性があります。
パスワードをリセットするには、ディレクトリへの書き込み権限を持つユーザーとロールで次のコマンド
を実行します。
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id "d-abcdef01234567890" \
--user-name "USER_NAME" \
--new-password "NEW_PASSWORD" \
--region "region-id"

のパスワードをリセットした場合DirectoryService (p. 192)/DomainReadOnlyUser (p. 194):
1. 必ず更新してくださいDirectoryService (p. 192)/PasswordSecretArn (p. 193)新しいパスワー
ドでシークレットです。
2. クラスターを更新して新しいシークレット値にします。
a. でコンピュートフリートを止めてpcluster update-compute-fleetコマンド。
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b. クラスターヘッドノード内から、次のコマンドを実行します。
$ sudo ./opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh

パスワードのリセットとクラスターの更新後、ユーザーのクラスターアクセスを復元する必要がありま
す。
詳細については、次を参照してください。ユーザーパスワードをリセットする()AWS Directory Service管
理ガイド。

参加しているドメインの検証方法
次のコマンドは、ヘッドノードではなく、ドメインに参加しているインスタンスから実行する必要があり
ます。
$ realm list corp.pcluster.com \
type: kerberos \
realm-name: CORP.PCLUSTER.COM \
domain-name: corp.pcluster.com \
configured: kerberos-member \
server-software: active-directory \
client-software: sssd \
required-package: oddjob \
required-package: oddjob-mkhomedir \
required-package: sssd \
required-package: adcli \
required-package: samba-common-tools \
login-formats: %U \
login-policy: allow-realm-logins

証明書に関する問題のトラブルシューティング方法
LDAPS 通信が機能しない場合は、TLS 通信のエラーが原因である可能性があります。また、証明書の問
題が原因である可能性があります。

証明書に関する注意:
• クラスター設定で指定された証明書LdapTlsCaCertドメインコントローラーの証明書を発行した認証
局 (CA) チェーン全体の証明書を含む PEM 証明書のバンドルでなければなりません。
• PEM証明書のバンドルは、PEM証明書を連結したファイルです。
• PEM 形式の証明書 (通常 Linux で使用される) は、Base64 DER 形式の証明書 (通常は Windows によっ
てエクスポートされる) と同等です。
• ドメインコントローラーの証明書が下位CAによって発行された場合、証明書バンドルには下位CAと
ルートCAの両方の証明書が含まれている必要があります。
トラブルシューティングの検証手順:
以下の検証手順は、コマンドがクラスタヘッドノード内から実行され、ドメインコントローラが次の場所
にあることを前提としています。SERVER:PORT。
証明書に関連する問題をトラブルシューティングするには、以下の検証手順に従ってください。

検証手順:
1.

AD ドメインコントローラへの接続を確認します。
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ドメインコントローラーに接続できることを確認します。このステップが成功すると、ドメインコン
トローラーへの SSL 接続が成功し、証明書が検証されます。問題は証明書とは関係ありません。
このステップが失敗した場合は、次の検証に進んでください。
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE

2.

証明書の検証を確認します。
ローカル CA 証明書バンドルが、ドメインコントローラから提供された証明書を検証できることを確
認します。このステップが成功すれば、問題は証明書ではなく、他のネットワークの問題に関連して
いることになります。
このステップが失敗した場合は、次の検証に進んでください。
$ openssl verify -verbose CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE PATH_TO_A_SERVER_CERTIFICATE

3.

AD ドメインコントローラから提供された証明書を確認してください。
ドメインコントローラーから提供された証明書の内容が期待どおりであることを確認します。このス
テップが成功した場合は、コントローラの検証に使用される CA 証明書に問題がある可能性がありま
す。次のトラブルシューティングステップに進んでください。
この手順が失敗した場合は、ドメインコントローラー用に発行された証明書を修正し、トラブル
シューティング手順を再実行する必要があります。
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts

4.

証明書の内容を確認してください。
ドメインコントローラーから提供された証明書の内容が期待どおりであることを確認します。このス
テップが成功した場合は、コントローラの検証に使用される CA 証明書に問題がある可能性がありま
す。次のトラブルシューティングステップに進んでください。
この手順が失敗した場合は、ドメインコントローラー用に発行された証明書を修正し、トラブル
シューティング手順を再実行する必要があります。
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts

5.

ローカル CA 証明書バンドルの内容を確認してください。
ドメインコントローラーの証明書の検証に使用されたローカル CA 証明書バンドルの内容が期待どお
りであることを確認します。このステップが成功した場合、ドメインコントローラーによって提供さ
れる証明書に問題がある可能性があります。
この手順が失敗した場合は、ドメインコントローラー用に発行された CA 証明書バンドルを修正し、
トラブルシューティング手順を再実行する必要があります。
$ openssl x509 -in PATH_TO_A_CERTIFICATE -text

AD との統合が機能していることを確認する方法
次の 2 つのチェックが成功すれば、アクティブディレクトリ (AD) との統合は機能しています。
をチェックします:
267

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブルシュー

1.

次のディレクトリに定義されているユーザーを検索できます。
クラスタヘッドノード内から、ec2-user:
$ getent passwd $ANY_AD_USER

2.

ユーザーパスワードを入力すると、ヘッドノードに SSH で接続できます。
$ ssh $ANY_AD_USER@$HEAD_NODE_IP

チェック1が失敗した場合、チェック2も失敗するものと予想されます。
その他のトラブルシューティングチェック
• ユーザーがディレクトリに存在することを確認します。
• の有効化デバッグログ (p. 264)。
• 次の方法で暗号化を一時的に無効にすることを検討してくださいLDAPS から LDAP への移
行 (p. 265)LDAPSの問題を除外するためです。

コンピュートノードへのログインのトラブルシューティング方法
このセクションは、AD と統合されたクラスタ内のコンピュートノードへのログインに関するものです。
とAWS ParallelClusterでは、クラスタコンピュートノードへのパスワードログインは設計上無効になって
います。
すべてのユーザーは、自分の SSH キーを使用してコンピュートノードにログインする必要があります。
次の場合、ユーザーは初回認証（ログインなど）後にヘッドノードで SSH キーを取得できま
す。GenerateSshKeysForUsers (p. 195)クラスタ構成で有効になっています。
ユーザーが初めてヘッドノードで認証するときに、ディレクトリユーザーとして自動的に生成された SSH
キーを取得できます。ユーザーのホームディレクトリも作成されます。これは、sudo-user が初めてヘッ
ドノードのユーザーに切り替えたときにも起こりうる。
ユーザーがヘッドノードにログインしていない場合、SSH キーは生成されず、ユーザーはコンピュート
ノードにログインできません。

の既知の問題 SimCenter マルチユーザー環境での StarCCM+
ジョブ
このセクションは、シーメンスのSimcenter StarCCM+計算流体力学ソフトウェアによってマルチユーザー
環境で開始されたジョブに関連するものです。
組み込みの IntelMPI を使用するように設定された StarCCM+ v16 ジョブを実行すると、デフォルトで MPI
プロセスは SSH を使用してブートストラップされます。
既知のためスラムバグそのため、ユーザー名の解決が間違っているため、ジョブは次のようなエラーで失
敗する可能性がありますerror setting up the bootstrap proxies。このバグは影響するだけで
すAWS ParallelClusterバージョン 3.1.1 と 3.1.2。
これを防ぐには、IntelMPI に MPI ブートストラップ方式として Slurm を使用するように強制します。環境
変数をエクスポートするI_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurmに説明されているように、StarCCM+ を起動
するジョブスクリプトにIntelMPI 公式ドキュメント。
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ユーザー名の解決に関する既知の問題
このセクションは、ジョブ内のユーザー名の取得に関連しています。
既知のためスラームのバグ、ジョブプロセス内で取得されるユーザー名は次のようになりますnobodyな
しでジョブを実行した場合srun。このバグは影響するだけですAWS ParallelClusterバージョン 3.1.1 と
3.1.2。
たとえば、コマンドを実行するとします。sbatch --wrap 'srun id'ディレクトリユーザーの場合、
正しいユーザー名が返されます。ただし、実行するとsbatch --wrap 'id'ディレクトリユーザーとし
て、nobodyユーザー名として返される可能性があります。
以下の回避策を使用できます。
1. でジョブを開始する'srun'の代わりに'sbatch'、可能であれば。
2. 次のように設定して SSSD 列挙を有効にしますAdditionalSssdConfigs (p. 196)クラスタ構成では次の
ようになります。
AdditionalSssdConfigs:
enumerate: true

ホームディレクトリの作成に関する問題の解決方法
このセクションは、ホームディレクトリの作成に関する問題です。
次の例に示すようなエラーが表示される場合は、ヘッドノードに最初にログインしたときにホームディレ
クトリが作成されていません。または、最初にヘッドノードで sudoer から AD ユーザーに切り替えたとき
には、ホームディレクトリが作成されていませんでした。
$ ssh AD_USER@$HEAD_NODE_IP
/opt/parallelcluster/scripts/generate_ssh_key.sh failed: exit code 1
__| __|_ )
_| (
/
___|\___|___|

Amazon Linux 2 AMI

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
Could not chdir to home directory /home/PclusterUser85: No such file or directory

ホームディレクトリの作成エラーは、次の原因で発生する可能性がありますoddjobそしてoddjobmkhomedirクラスターのヘッドノードにインストールされたパッケージ。
ホームディレクトリと SSH キーがないと、ユーザーはクラスターノードにジョブや SSH を送信できませ
ん。
必要な場合oddjobシステム内のパッケージについては、oddjobdサービスが実行中で、PAM 設定ファイ
ルを更新してホームディレクトリが作成されていることを確認します。これを行うには、次の例にあるコ
マンドをヘッドノードで実行します。
sudo systemctl start oddjobd
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall

が必要ない場合はoddjobシステム内のパッケージをアンインストールし、PAM configファイルを更新し
てホームディレクトリが作成されていることを確認します。これを行うには、次の例にあるコマンドを
ヘッドノードで実行します。
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sudo yum remove -y oddjob oddjob-mkhomedir
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall

カスタム AMI 問題のトラブルシューティング
カスタム AMI を使用すると、次の警告が表示されます。
"validationMessages": [
{
"level": "WARNING",
"type": "CustomAmiTagValidator",
"message": "The custom AMI may not have been created by pcluster. You can ignore
this warning if the AMI is shared or copied from another pcluster AMI. If the
AMI is indeed not created by pcluster, cluster creation will fail. If the cluster
creation fails, please go to https://docs.aws.amazon.com/parallelcluster/latest/ug/
troubleshooting.html#troubleshooting-stack-creation-failures for troubleshooting."
},
{
"level": "WARNING",
"type": "AmiOsCompatibleValidator",
"message": "Could not check node AMI ami-0000012345 OS and cluster OS alinux2
compatibility, please make sure they are compatible before cluster creation and update
operations."
}
]

正しい AMI が使用されていることが確実であれば、これらの警告は無視してかまいません。
future もこれらの警告が表示されないようにするには、カスタム AMI に次のタグを付けます。my-osの
ひとつですalinux2,ubuntu1804,ubuntu2004、またはcentos7そして#3.2.0#はpcluster使用中の
バージョン:
$ aws ec2 create-tags \
--resources ami-yourcustomAmi \
--tags Key="parallelcluster:version",Value="3.2.0" Key="parallelcluster:os",Value="my-os"

クラスタ更新タイムアウトのトラブルシューティン
グcfn-hup実行されません
-cfn-huphelper は、リソースメタデータの変更を検出し、変更が検出された場合は、ユーザーが指定し
た操作を実行するデーモンです。これが、実行中の Amazon EC2 インスタンスに構成を更新する方法で
す。UpdateStackAPI アクション。
現在はcfn-hupデーモンはによって起動されますsupervisord。しかし、発売後、cfn-hupプロセスは
デタッチされましたsupervisordコントロール。そのファイルにcfn-hupデーモンは外部のアクターに
よって殺され、自動的に再起動されるわけではありません。もしcfn-hup実行されていません。クラス
ターの更新中に、 CloudFormation stack は期待どおりに更新プロセスを開始しますが、更新手順はヘッド
ノードでアクティブ化されず、スタックは最終的にタイムアウトになります。クラスターログから/var/
log/chef-clientでは、更新レシピが呼び出されないことがわかります。
チェックおよび再起動cfn-hup障害が発生した場合
1. ヘッドノードで、次の点を確認してくださいcfn-hup実行中である:
$ ps aux | grep cfn-hup
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2. チェックcfn-hupログ/var/log/cfn-hup.logそして/var/log/supervisord.logヘッドノード
で。
3. もしcfn-hup実行されていません。次のコマンドを実行して再起動してみてください。
$ sudo /opt/parallelcluster/pyenv/versions/cookbook_virtualenv/bin/supervisorctl start
cfn-hup

ネットワークのトラブルシューティング
単一パブリックサブネット内のクラスターに関する問題
をチェックしますcloud-init-output.logコンピューティングノードのいずれかから。ノードが slurm
の初期化で止まっていることを示す次のようなものが見つかった場合は、DynamoDB VPC エンドポイ
ントがないことが原因と考えられます。DynamoDB エンドポイントを追加する必要があります。詳細に
ついては、「」を参照してください。AWS ParallelClusterインターネットアクセスがない単一サブネッ
ト (p. 58)。
ruby_block[retrieve compute node info] action run[2022-03-11T17:47:11+00:00] INFO:
Processing ruby_block[retrieve compute node info] action run (aws-parallelclusterslurm::init line 31)

追加のサポート
既知の問題点の一覧は、メインのGitHub ウィキ。
ページ または問題のページを参照してください。より緊急の問題については、AWS Supportまたはオープ
ンします新品です GitHub 問題。
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AWS ParallelCluster バージョン 2
トピック
• AWS ParallelCluster のセットアップ (p. 272)
• AWS ParallelCluster を使用する (p. 291)
• AWS ParallelCluster CLI コマンド (p. 357)
• 設定 (p. 373)
• How AWS ParallelCluster works (p. 432)
• チュートリアル (p. 443)
• 開発 (p. 464)
• AWS ParallelCluster のトラブルシューティング (p. 466)

AWS ParallelCluster のセットアップ
トピック
• AWS ParallelCluster のインストール (p. 272)
• AWS ParallelCluster の設定 (p. 282)
• ベストプラクティス (p. 287)
• から移動する CfnCluster にAWS ParallelCluster (p. 289)
• サポートされるリージョン (p. 290)

AWS ParallelCluster のインストール
AWS ParallelCluster は Python パッケージとして配信され、Python パッケージマネージャである pip
を使用してインストールされます。Python パッケージのインストールの詳細については、「Python
Packaging User Guide」(Python パッケージユーザーガイド) の「Installing packages」(パッケージのイン
ストール) を参照してください。

AWS ParallelCluster をインストールする方法
• 仮想環境を使用する (推奨) (p. 272)
• pip を使用する (p. 273)
最新の CLI のバージョン番号については、リリースページの GitHub。
このガイドのコマンド例では、Python v 3 がインストールされていることを前提としています。pip コマ
ンド例は pip3 バージョンを使用します。

仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールする (推奨)
仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールすることをお勧めします。pip3 で AWS ParallelCluster
のインストールを試みたときに依存関係の問題が発生した場合は、仮想環境に AWS ParallelCluster をイン
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ストール (p. 274)してツールとその依存関係を隔離します。または、通常使用しているものと異なるバー
ジョンの Python を使用することもできます。

pip を使用して非仮想環境に AWS ParallelCluster をインストー
ルする
Linux、Windows、および macOS での AWS ParallelCluster の主なディストリビューション方法は pip で
す。これは Python のパッケージマネージャーです。Python パッケージとその依存関係をインストール、
アップグレード、削除する方法です。
現行の AWS ParallelCluster バージョン
AWS ParallelCluster は定期的に更新されます。最新バージョンがあるかどうかを確認するには、「」を参
照してください。リリースページの GitHub。
pip およびサポートされるバージョンの Python がすでにインストールされている場合は、以下のコマン
ドを使用して、AWS ParallelCluster をインストールできます。Python version 3+ がインストールされて
いる場合は、pip3 コマンドの使用が推奨されます。
$ pip3 install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

インストール後に実行する手順
AWS ParallelCluster をインストールしたら、PATH 変数への実行可能ファイルのパスの追加が必要になる
場合があります。プラットフォーム固有の手順については、以下のトピックを参照してください。
• Linux – AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 277)
• macOS – AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 279)
• Windows – AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 281)
AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認するには、pcluster version を実行しま
す。
$ pcluster version
2.11.7

AWS ParallelCluster は定期的に更新されます。AWS ParallelCluster を最新バージョンに更新するには、
インストールコマンドを再度実行します。AWS ParallelCluster の最新バージョンについては、「AWS
ParallelCluster リリースノート」を参照してください。
$ pip3 install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

AWS ParallelCluster をアンインストールするには、pip uninstall を使用します。
$ pip3 uninstall "aws-parallelcluster<3.0"

Python と pip がインストールされていない場合は、使用している環境に応じた手順に従ってください。

各環境の詳細な手順
• 仮想環境への AWS ParallelCluster のインストール (推奨) (p. 274)
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• Linux に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 275)
• MacOS で AWS ParallelCluster をインストールする (p. 278)
• Windows に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 280)

仮想環境への AWS ParallelCluster のインストール (推奨)
他の pip パッケージとのバージョンに関する要件の競合を回避するために、仮想環境に AWS
ParallelCluster をインストールすることをお勧めします。

前提条件
• pip と Python がインストールされていることを確認します。pip3 と、Python 3 バージョン 3.8 の
使用をお勧めします。Python 2 を使用している場合は、pip3 の代わりに pip を、venv の代わりに
virtualenv を使用します。

仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールするには
1.

virtualenv がインストールされていない場合は、pip3 を使用して virtualenv をインストールし
ます。python3 -m virtualenv help がヘルプ情報を表示する場合は、ステップ 2 に進みます。
Linux, macOS, or Unix
$ python3 -m pip install --upgrade pip
$ python3 -m pip install --user --upgrade virtualenv

exit を実行して現在のターミナルウィンドウを終了し、新しいターミナルウィンドウを開いて
環境への変更を取得します。
Windows
C:\>pip3 install --user --upgrade virtualenv

exit を実行して現在のコマンドプロンプトを終了し、新しいコマンドプロンプトを開いて環境
への変更を取得します。
2.

仮想環境を作成して名前を付けます。
Linux, macOS, or Unix
$ python3 -m virtualenv ~/apc-ve

または、-p オプションを使用して Python の特定のバージョンを指定することもできます。
$ python3

-m virtualenv -p $(which python3) ~/apc-ve

Windows
C:\>virtualenv %USERPROFILE%\apc-ve

3.

新しい仮想環境をアクティブ化します。
Linux, macOS, or Unix
$ source ~/apc-ve/bin/activate
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Windows
C:\>%USERPROFILE%\apc-ve\Scripts\activate

4.

仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールします。
Linux, macOS, or Unix
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Windows
(apc-ve) C:\>pip3 install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

5.

AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認します。
Linux, macOS, or Unix
$ pcluster version
2.11.7

Windows
(apc-ve) C:\>pcluster version
2.11.7

deactivate コマンドを使用して、仮想環境を終了できます。新しいセッションを開始するたびに、環境
を再度アクティブ化する (p. 274)必要があります。
AWS ParallelCluster を最新バージョンにアップグレードするには、インストールコマンドを再度実行しま
す。
Linux, macOS, or Unix
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Windows
(apc-ve) C:\>pip3 install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Linux に AWS ParallelCluster をインストールする
AWS ParallelCluster とその依存関係は、Python 用のパッケージマネージャーである pip を使用して、ほ
とんどの Linux ディストリビューションでインストールできます。まず、Python と pip がインストール
されているかどうかを判断します。
1.

お使いの Linux に Python と pip が付属していることを確認するには、pip --version を実行しま
す。
$ pip --version

pip がインストールされている場合は、「pip を使用して AWS ParallelCluster をインストールす
る」 (p. 272)トピックに移動します。それ以外の場合は、ステップ 2 に進みます。
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2.

Python がインストールされているかどうかを確認するには、python --version を実行します。
$ python --version

Python 3 version 3.6+ または Python 2 version 2.7 がインストールされている場合は、「pip を使用
して AWS ParallelCluster をインストールする」 (p. 272)トピックに移動します。それ以外の場合
は、Python をインストール (p. 277)し、この手順に戻って pip をインストールします。
3.

pip をインストールするには、Python Packaging Authority より提供されているスクリプトを使用し
ます。

4.

curl コマンドを使用してインストールスクリプトをダウンロードします。
$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

5.

Python でスクリプトを実行して、pip の最新バージョンとその他の必要なサポートパッケージをダウ
ンロードしてインストールします。
$ python get-pip.py --user

または
$ python3 get-pip.py --user

--user スイッチを含めると、スクリプトは pip をパス ~/.local/bin にインストールします。
6.

pip を含むフォルダが PATH 変数の一部であることを確認するには、以下の操作を行います。
a. ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが
不明な場合は、basename $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login
• Zsh - .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
b. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH

エクスポートコマンドでは、パス (この例では ~/.local/bin) が、既存の PATH 変数の前に挿入
されます。
c. 変更を適用するには、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。
$ source ~/.bash_profile

7.

pip が正しくインストールされたことを確認します。
$ pip3 --version
pip 21.3.1 from ~/.local/lib/python3.6/site-packages (python 3.6)

セクション
• AWS ParallelCluster で pip をインストールする (p. 277)
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• AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 277)
• Linux での Python のインストール (p. 277)

AWS ParallelCluster で pip をインストールする
pip を使用して AWS ParallelCluster をインストールします。
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

--user スイッチを使用すると、pip は AWS ParallelCluster を ~/.local/bin にインストールします。
AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認します。
$ pcluster version
2.11.7

最新バージョンにアップグレードするには、インストールコマンドを再び実行します。
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する
pip を使用してインストールした後は、オペレーティングシステムの PATH 環境変数への pcluster 実行
ファイルの追加が必要になる場合があります。
pip によって AWS ParallelCluster がインストールされたフォルダを確認するには、次のコマンドを実行
します。
$ which pcluster
/home/username/.local/bin/pcluster

AWS ParallelCluster のインストール時に --user を除外した場合、実行ファイルは、Python インストー
ルの bin フォルダにある場合があります。Python がインストールされた場所が不明な場合は、次のコマ
ンドを実行します。
$ which python
/usr/local/bin/python

出力は、実際の実行可能ファイルではなく symlink へのパスになる場合があります。symlink の示す場所を
確認するには、ls -al を実行します。
$ ls -al $(which python)
/usr/local/bin/python -> ~/.local/Python/3.6/bin/python3.6

これが AWS ParallelCluster のインストール (p. 272) のステップ 3 でパスに追加したのと同じフォルダで
ある場合、インストール作業は完了です。それ以外の場合は、ステップ 3a～3c を再び実行します。これ
により、この追加フォルダがパスに追加されます。

Linux での Python のインストール
ご使用のディストリビューションに Python が付属していないか、以前のバージョンである場合は、pip
および AWS ParallelCluster をインストールする前に Python をインストールします。

Linux に Python 3 をインストールするには
1.

Python がインストール済みかどうかを確認します。
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$ python3 --version

または
$ python --version

Note
ご使用の Linux ディストリビューションに Python が付属している場合は、Python 開発者
パッケージをインストールする必要があります。開発者パッケージには、拡張機能をコンパ
イルして AWS ParallelCluster をインストールするのに必要なヘッダーとライブラリが含ま
れます。パッケージマネージャーを使用して、開発者パッケージをインストールします。通
常、このファイル名は python-dev または python-devel です。
2.

Python 2.7 以降がインストールされていない場合は、ご使用のディストリビューションのパッケージ
マネージャーを使用して Python をインストールします。コマンドとパッケージ名は、場合によって
異なります。
• Debian から派生した OS (Ubuntu など) では、apt を使用します。
$ sudo apt-get install python3

• Red Hat およびそれから派生した OS では、yum を使用します。
$ sudo yum install python3

• SUSE およびそれから派生した OS では、zypper を使用します。
$ sudo zypper install python3

3.

Python が正しくインストールされたことを確認するには、コマンドプロンプトまたはシェルを開き、
次のコマンドを実行します。
$ python3 --version
Python 3.8.11

MacOS で AWS ParallelCluster をインストールする
セクション
• 前提条件 (p. 278)
• pip を使用して macOS に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 279)
• AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 279)

前提条件
• Python 3 バージョン 3.7 以降または Python 2 バージョン 2.7
Python のインストールを確認します。
$ python --version
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ご使用のコンピュータに Python がインストールされていない場合、または別のバージョンの Python をイ
ンストールする場合は、「Linux に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 275)」の手順に従いま
す。

pip を使用して macOS に AWS ParallelCluster をインストールする
pip を直接使用して AWS ParallelCluster をインストールすることもできます。pip がない場合は、メイ
ンの「インストールに関するトピック」 (p. 272)の手順に従います。pip3 --version を実行して、使
用する macOS のバージョンにすでに Python と pip3 が含まれているかどうかを確認します。
$ pip3 --version

macOS で AWS ParallelCluster をインストールするには
1.

Python.org のダウンロードページから最新の Python をダウンロードしてインストールします。

2.

Python Packaging Authority が提供する pip3 インストールスクリプトをダウンロードして実行しま
す。
$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ python3 get-pip.py --user

3.

新しくインストールした pip3 を使用して AWS ParallelCluster をインストールします。Python バー
ジョン 3+ を使用する場合、pip3 コマンドの使用が推奨されます。
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

4.

AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認します。
$ pcluster version
2.11.7

プログラムが見つからない場合は、そのプログラムをコマンドラインパスに追加 (p. 279)します。
最新バージョンにアップグレードするには、インストールコマンドを再び実行します。
$ pip3 install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する
pip を使用してインストールした後は、オペレーティングシステムの PATH 環境変数への pcluster プロ
グラムの追加が必要になる場合があります。プログラムの場所は、Python のインストール先によって異な
ります。

Example AWS ParallelCluster のインストール場所 - Python 3.6 および pip のある macOS (ユー
ザーモード)
~/Library/Python/3.6/bin

前の例のバージョン用に使用する Python のバージョンで置き換えます。
Python のインストール先がわからない場合は、which python を実行します。
$ which python3
/usr/local/bin/python3
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出力は、実際のプログラムへのパスではなくシンボリックリンクへのパスになる場合があります。ls -al
を実行して、その参照先を確認します。
$ ls -al /usr/local/bin/python3
lrwxr-xr-x 1 username admin 36 Mar 12 12:47 /usr/local/bin/python3 -> ../Cellar/
python/3.6.8/bin/python3

pip は、Python プログラムが含まれている同じフォルダに、アプリケーションをインストールします。こ
のフォルダを PATH 変数に追加します。

PATH 変数を変更するには (Linux、Unix、macOS)
1.

ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが不
明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login
• Zsh - .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
2.

プロファイルスクリプトにエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH

このコマンドは、現在の ~/.local/bin 変数にパス (この例では PATH) を追加します。
3.

現在のセッションにプロファイルをロードします。
$ source ~/.bash_profile

Windows に AWS ParallelCluster をインストールする
Windows に AWS ParallelCluster をインストールするには、Python のパッケージマネージャーである pip
を使用します。pip がすでに存在する場合は、メインのインストールに関するトピック (p. 272)の手順
に従います。
セクション
• Python と AWS ParallelCluster を使用して Windows に pip をインストールする (p. 280)
• AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 281)

Python と AWS ParallelCluster を使用して Windows に pip をインストールする
Python Software Foundation は、pip を含む Windows 用インストーラを提供しています。

Python と pip をインストールするには (Windows)
1.

Python.org のダウンロードページから Python Windows x86-64 のインストーラーをダウンロードしま
す。

2.

インストーラーを実行します。

3.

[Add Python 3 to PATH] (Python 3 を PATH に追加する) を選択します。

4.

[Install Now] (今すぐインストールする) を選択します。
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インストーラはユーザーフォルダに Python をインストールし、プログラムフォルダをユーザーパスに追
加します。

pip3 を使用して AWS ParallelCluster をインストールするには (Windows)
Python version 3+ を使用する場合は、pip3 コマンドの使用が推奨されます。
1.
2.

[Start] (スタート) メニューからコマンドプロンプトを開きます。
次のコマンドを使用して、Python と pip のいずれも正しくインストールされたことを確認します。
C:\>py --version
Python 3.8.11
C:\>pip3 --version
pip 21.3.1 from c:\python38\lib\site-packages\pip (python 3.8)

3.

pip を使用して AWS ParallelCluster をインストールします。
C:\>pip3 install "aws-parallelcluster<3.0"

4.

AWS ParallelCluster が正しくインストールされたことを確認します。
C:\>pcluster version
2.11.7

最新バージョンにアップグレードするには、インストールコマンドを再び実行します。
C:\>pip3 install --user --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する
pip を使用して AWS ParallelCluster インストールしたら、オペレーティングシステムの PATH 環境変数
への pcluster プログラムの追加が必要になる場合があります。
次のコマンドを実行すると、pcluster プログラムがインストールされた場所を確認できます。
C:\>where pcluster
C:\Python38\Scripts\pcluster.exe

このコマンドで結果が返らない場合は、手動でパスを追加する必要があります。コマンドラインまたは
Windows Explorer を使用して、コンピュータのインストールされている場所を見つけます。一般的なパス
は、次のとおりです。
• Python 3 とpip3 - C:\Python38\Scripts\
• Python 3 と pip3 --user オプション - %APPDATA%\Python\Python38\Scripts

Note
バージョン番号が含まれるフォルダ名は、異なる場合があります。前述の例は Python38 を示し
ています。必要に応じて使用しているバージョン番号に置き換えます。

PATH 変数を変更するには (Windows)
1.
2.
3.

Windows キーを押し、「environment variables」と入力します。
[Edit environment variables for your account] (アカウントの環境変数を編集する) を選択します。
PATH を選択して、編集 を選択します。
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4.

このパスを [Variable value] (変数値) フィールドに追加します。例: C:\new\path。

5.
6.

[OK] を 2 回選択して、新しい設定を適用します。
実行中のコマンドプロンプトを閉じ、コマンドプロンプトウィンドウを再度開きます。

AWS ParallelCluster の設定
AWS ParallelCluster をインストールしたら、以下の設定のステップを完了します。
[] を確認するAWSアカウントには、を実行するために必要な権限を含むロールがありま
すpcluster (p. 357)CLIの。詳細については、「AWS ParallelCluster インスタンスポリシーとユーザー
ポリシーの例 (p. 302)」を参照してください。
AWS 認証情報をセットアップします。詳細については、次を参照してください。設定:AWS CLIのAWS
CLIユーザーガイド。
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [us-east-1]: us-east-1
Default output format [None]:

クラスターを起動するリージョンには、少なくとも 1 つの Amazon EC2 キーペアが必要です。詳細につい
ては、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド) の「Amazon EC2 key pairs」(Amazon EC2 キーペア) を参照してください。
$ pcluster configure

設定ウィザードでは、クラスターを作成するために必要な情報をすべて入力するよう求められます。スケ
ジューラ AWS Batch として使用する場合のシーケンス内容は、Slurm を使用する場合と異なります。クラ
スター設定の詳細については、「」を参照してください。設定 (p. 373)。

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用をサポートしていませんSGEまたはTorque
スケジューラ。2.11.4 までのバージョンで引き続き使用できますが、future アップデートやAWS
サービスおよびAWSSupport チーム。
スラム
有効な AWS リージョン 識別子のリストから、クラスターを実行するリージョンを選択します。

Note
表示されるリージョンのリストは、お客様のアカウントのパーティションに基づいてお
り、お客様のアカウントで有効になっているリージョンのみが含まれます。アカウントの
リージョンの有効化に関する詳細については、「」を参照してください。管理AWS リー
ジョンのAWS全般のリファレンス。ここでは、AWS グローバルパーティションの例を示
します。お客様のアカウントが AWS GovCloud (US) パーティションにある場合、その
パーティション内のリージョンのみがリストアップされます (gov-us-east-1 と govus-west-1)。同様に、お客様のアカウントが AWS 中国パーティションである場合、cnnorth-1 と cn-northwest-1 のみが表示されます。AWS ParallelCluster でサポートされ
ているリージョンの詳細なリストについては、「サポートされるリージョン (p. 290)」を参
照してください。
Allowed values for the AWS ##### ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
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4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ca-central-1
9. eu-central-1
10. eu-north-1
11. eu-south-1
12. eu-west-1
13. eu-west-2
14. eu-west-3
15. me-south-1
16. sa-east-1
17. us-east-1
18. us-east-2
19. us-west-1
20. us-west-2
AWS ##### ID [ap-northeast-1]:

クラスターで使用するスケジューラを選択します。
Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]:

オペレーティングシステムを選択します。
Allowed values for Operating System:
1. alinux2
2. centos7
3. ubuntu1804
4. ubuntu2004
Operating System [alinux2]:

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で alinux2 をサポートしました。
コンピューティングノードのクラスターの最小サイズと最大サイズを入力します。これは、インスタ
ンスの数で測定されます。
Minimum cluster size (instances) [0]:
Maximum cluster size (instances) [10]:

ヘッドノードとコンピューティングノードのインスタンスタイプが入力されます。インスタンスタ
イプの場合、アカウントインスタンスの制限は、要件を満たすのに十分な大きさです。詳細について
は、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イド) の「On-Demand Instance limits」(オンデマンドインスタンスの制限) を参照してください。
Master instance type [t2.micro]:
Compute instance type [t2.micro]:

キーペアは、選択したリージョンに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択されます。
Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. prod-uswest1-key
2. test-uswest1-key
EC2 Key Pair Name [prod-uswest1-key]:

283

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster の設定

前のステップが完了したら、既存の VPC を使用するか、AWS ParallelCluster が VPC を作成できるよ
うにするかを決定します。適切に設定された VPC がない場合は、AWS ParallelCluster で新しい VPC
を作成できます。同じパブリックサブネット内のヘッダーノードとコンピューティングノードの両
方を使用するか、プライベートサブネット内のすべてのノードを持つパブリックサブネット内のヘッ
ダーノードのみを使用します。リージョン内の VPC 数の上限に達することは可能です。デフォルトの
制限は、リージョンあたり 5 つの VPC です。この制限と引き上げをリクエストする方法の詳細につ
いては、「Amazon VPC User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「VPC and subnets」(VPC
とサブネット) を参照してください。
AWS ParallelCluster が VPC を作成できるようにする場合は、すべてのノードをパブリックサブネッ
トに配置するかどうかを決定する必要があります。

Important
AWS ParallelCluster で作成された VPC は、デフォルトでは VPC フローログを有効にしませ
ん。VPC フローログは、VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP トラ
フィックに関する情報をキャプチャすることができます。詳細については、「Amazon VPC
User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「VPC Flow Logs」(VPC フローログ) を参照
してください。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Network Configuration:
1. Master in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Master and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Master in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized

新しい VPC を作成しない場合、既存の VPC を選択する必要があります。
あなたが持っていることを選択した場合AWS ParallelClusterVPC を作成し、VPC ID を書き留め
て、AWS CLIをクリックして後で削除します。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
# id
name
--- --------------------- --------------------------------1 vpc-0b4ad9c4678d3c7ad ParallelClusterVPC-20200118031893
2 vpc-0e87c753286f37eef ParallelClusterVPC-20191118233938
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

number_of_subnets
------------------2
5

VPC を選択したら、既存のサブネットを使用するか、新しいサブネットを作成するかを決定する必要
があります。
Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

AWS Batch
有効な AWS リージョン 識別子のリストから、クラスターを実行するリージョンを選択します。
Allowed values for AWS ##### ID:
1. ap-northeast-1
2. ap-northeast-2
3. ap-south-1
4. ap-southeast-1
5. ap-southeast-2
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6. ca-central-1
7. eu-central-1
8. eu-north-1
9. eu-west-1
10. eu-west-2
11. eu-west-3
12. sa-east-1
13. us-east-1
14. us-east-2
15. us-west-1
16. us-west-2
AWS ##### ID [ap-northeast-1]:

クラスターで使用するスケジューラを選択します。
Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [awsbatch]:

awsbatch がスケジューラとして選択されている場合、alinux2 がオペレーティングシステムとして
使用されます。
コンピューティングノードのクラスターの最小サイズと最大サイズを入力します。これは vCPU 単位
で測定されます。
Minimum cluster size (vcpus) [0]:
Maximum cluster size (vcpus) [10]:

ヘッドノードのインスタンスタイプが入力されます。awsbatch スケジューラを使用する場合、コン
ピューティングノードは optimal のインスタンスタイプを使用します。
Master instance type [t2.micro]:

Amazon EC2 キーペアは、選択したリージョンに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択さ
れます。
Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. prod-uswest1-key
2. test-uswest1-key
EC2 Key Pair Name [prod-uswest1-key]:

既存の VPC を使用するか、AWS ParallelCluster が VPC を作成できるようにするかを決定します。適
切に設定された VPC がない場合は、AWS ParallelCluster で新しい VPC を作成できます。同じパブ
リックサブネット内のヘッダーノードとコンピューティングノードの両方を使用するか、プライベー
トサブネット内のすべてのノードを持つパブリックサブネット内のヘッダーノードのみを使用しま
す。リージョン内の VPC 数の上限に達することは可能です。VPC のデフォルト数は 5 です。この制
限と引き上げをリクエストする方法の詳細については、「Amazon VPC User Guide」(Amazon VPC
ユーザーガイド) の「VPC and subnets」(VPC とサブネット) を参照してください。

Important
AWS ParallelCluster で作成された VPC は、デフォルトでは VPC フローログを有効にしませ
ん。VPC フローログは、VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP トラ
フィックに関する情報をキャプチャすることができます。詳細については、「Amazon VPC
User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「VPC Flow Logs」(VPC フローログ) を参照
してください。
AWS ParallelCluster が VPC を作成できるようにする場合は、すべてのノードをパブリックサブネッ
トに配置するかどうかを決定します。
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Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Network Configuration:
1. Master in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Master and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Master in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized

新しい VPC を作成しない場合、既存の VPC を選択する必要があります。
あなたが持っていることを選択した場合AWS ParallelClusterVPC を作成し、VPC ID を書き留め
て、AWS CLIをクリックして後で削除します。
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
# id
name
--- --------------------- --------------------------------1 vpc-0b4ad9c4678d3c7ad ParallelClusterVPC-20200118031893
2 vpc-0e87c753286f37eef ParallelClusterVPC-20191118233938
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

number_of_subnets
------------------2
5

VPC を選択したら、既存のサブネットを使用するか、新しいサブネットを作成するかを決定します。
Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

前述の手順が完了すると、VPC にシンプルなクラスターが起動します。VPC では、パブリック IP アドレ
スをサポートする既存のサブネットを使用しています。サブネットのルートテーブルは、0.0.0.0/0 =>
igw-xxxxxx です。以下の条件をご確認ください。
• VPC には DNS Resolution = yes と DNS Hostnames = yes が必要です。
• リージョンに対して正しい domain-name がある DHCP オプションも必要です。デフォルトの DHCP
オプションセットでは、必要な AmazonProvidedDNS がすでに指定されています。複数のドメインネー
ムサーバーを指定する場合は、「Amazon VPC User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「DHCP
options sets」(DHCP オプションセット) を参照してください。プライベートサブネットを使用する場合
は、NAT ゲートウェイまたは内部プロキシを使用して、コンピューティングノードへのウェブアクセス
を有効にします。詳細については、「ネットワークの設定 (p. 291)」を参照してください。
すべての設定に有効な値が入力されたら、create コマンドを実行して、クラスターを起動することができ
ます。
$ pcluster create mycluster

クラスターが「CREATE_COMPLETE」ステータスになったら、通常の SSH クライアント/設定を使用
して接続できます。EC2 インスタンスに接続する方法の詳細については、「Amazon EC2 User Guide for
Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「EC2 User Guide」(EC2 ユー
ザーガイド) を参照してください。
クラスターを削除するには、次のコマンドを実行します。
$ pcluster delete --region us-east-1 mycluster
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VPC のネットワークリソースを削除するには、 CloudFormation ネットワークスタック。スタック名は
「」で始まりますparallelclusternetworking-」で、作成時刻を「YYYYMMDDHHMMSS」形式で格納しま
す。list-stacks コマンドでスタックを一覧表示できます。
$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \
--stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \
--query "StackSummaries[].StackName" | \
grep -e "parallelclusternetworking-"
"parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

スタックは、delete-stack コマンドで削除することができます。
$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \
--stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

その VPCpcluster configure (p. 117)creates for you は CloudFormation ネットワークスタック。その
VPC を手動で削除するには、コンソールまたはAWS CLI。
$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

ベストプラクティス
ベストプラクティス:マスターインスタンスタイプの選択
マスターノードはジョブを実行しませんが、その機能とサイジングは、クラスターの全体的なパフォーマ
ンスにとって重要です。
マスターノードに使用するインスタンスタイプを選択するときは、次の項目を評価します。
• クラスターサイズ: マスターノードはいかなるジョブも実行しませんが、その機能とサイズはクラスター
の全体的なパフォーマンスにとって重要です。かなりの数のノードのクラスターをスケールアップまた
はスケールダウンする必要がある場合、マスターノードの処理能力を向上させることを検討してくださ
い。
• 共有ファイルシステム: 共有ファイルシステムを使用してコンピューティングノードとマスターノード間
でアーティファクトを共有する場合、マスターが NFS サーバーを公開しているノードであることを考慮
してください。このため、ワークフローを処理するのに十分なネットワーク帯域幅と Amazon EBS の専
用帯域幅を持つインスタンスタイプを選択する必要があります。

ベストプラクティス: ネットワークパフォーマンス
ネットワーク通信を改善するための可能性を網羅した 3 つのヒントがあります。
• プレイスメントグループ: クラスタープレイスメントグループは、単一のアベイラビリティー
ゾーン内のインスタンスを論理的にグループ化したものです。プレイスメントグループの詳細
については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド) の「placement groups」(プレイスメントグループ) を参照してくださ
い。placement_group = your-placement-group-name で独自の配置グループを使用するよ
うにクラスターを設定したり、placement_group = DYNAMIC で "compute" 戦略による配置グ
ループを AWS ParallelCluster に作成させることができます。詳細については、次を参照してくださ
い。placement_group (p. 422)マルチキューモードおよびplacement_group (p. 391)シングル
キューモードの場合。
• 拡張ネットワーキング: 拡張ネットワークをサポートするインスタンスタイプの選択を検討してくださ
い。詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド) の「enhanced networking on Linux」(Linux での拡張ネットワーク) を参照してく
ださい。
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• Elastic ファブリックアダプター 高レベルのスケーラブルなインスタンス間通信をサポートするに
は、ネットワークに EFA ネットワークインターフェイスを選択することを検討してください。EFA
のカスタムビルドのオペレーティングシステム（OS）バイパスハードウェアは、オンデマンド
の弾力性と柔軟性により、インスタンス間の通信を強化します。AWSクラウド。単一を構成する
にはSlurmEFA を使用するクラスタキュー、設定enable_efa = true。EFA の使用方法の詳細
については、AWS ParallelCluster「」を参照してください。Elastic Fabric Adapter (p. 347)そ
してenable_efa (p. 421)。EFA の詳細については、「」を参照してください。Elastic Fabric
AdapterのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
• インスタンス帯域幅: 帯域幅はインスタンスサイズに応じて変化しますので、お客様のニーズに合っ
たインスタンスタイプの選択を検討する必要があります。詳細については、「Amazon EC2 User
Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Amazon EBS–
optimized instances」(Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する) および「Amazon EBS volume
types」(Amazon EBS ボリュームの種類) を参照してください。

ベストプラクティス:予算アラート
管理するにはAWS ParallelClusterリソースコスト、AWS Budgets選択した予算と定義された予算しきい値
アラートを作成するためのアクションAWSリソースの使用料金を見積もることができます。詳細について
は、次を参照してください。予算アクションを設定するのAWS Budgetsユーザーガイド。Amazon を使用
することもできます CloudWatch [] をクリックして請求アラームを作成します。詳細については、「AWS
予想料金をモニタリングする請求アラームの作成」を参照してください。

ベストプラクティス:クラスタを新しいクラスタに移動するAWS
ParallelClusterマイナーバージョンまたはパッチバージョン
現在、それぞれAWS ParallelClusterマイナーバージョンはそのバージョンとともに自己完結型で
すpclusterCLIの。クラスターを新しいマイナーバージョンまたはパッチバージョンに移動するには、新
しいバージョンの CLI を使用してクラスターを再作成する必要があります。
クラスターを新しいマイナーバージョンに移行するプロセスを最適化したり、他の理由で共有ストレージ
データを保存したりするには、次のベストプラクティスを使用することをお勧めします。
• 個人データを Amazon EFS や FSx for Lustre などの外部ボリュームに保存します。これによって、クラ
スター間でのデータの移行が簡単になります。
• 次のコマンドを使用して、以下のタイプの共有ストレージシステムを作成します。AWS CLIまたはAWS
Management Console:
• [ebs]セクション (p. 402)
• [efs]セクション (p. 406)
• [fsx]セクション (p. 410)
それらを既存のファイルシステムとして新しいクラスタ構成に追加します。この方法では、クラスター
を削除しても保持され、新しいクラスターにアタッチできます。共有ストレージシステムは、通常、ク
ラスタに接続されているか、クラスタから切り離されているかにかかわらず料金が発生します。
Amazon EFS または Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを使用することをお勧めします。これ
は、複数のクラスターに同時にアタッチでき、古いクラスターを削除する前に新しいクラスターに
アタッチできるためです。詳細については、次を参照してください。Amazon EFS ファイルシステ
ムをマウントするのAmazon EFS ユーザーガイドそしてFSx for Lustre ファイルシステムへのアクセ
スのAmazon FSx for Lustre Lustre ユーザーガイド。
• を使用するカスタムブートストラップアクション (p. 296)カスタム AMI ではなくインスタンスをカス
タマイズします。これにより、新しいバージョンごとに新しいカスタム AMI を作成する必要がないた
め、作成プロセスが最適化されます。
• 推奨シーケンス。
1. 既存のファイルシステム定義を使用するようにクラスタ構成を更新します。

288

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
から移動する CfnCluster にAWS ParallelCluster

2. の検証pclusterバージョンを更新し、必要に応じて更新します。
3. 新しいクラスターを作成してテストします。
• 新しいクラスターでデータが使用可能であることを確認します。
• アプリケーションが新しいクラスターで動作することを確認してください。
4. 新しいクラスターが完全にテストされ、動作していて、古いクラスターを使用しないことが確実な場
合は、削除してください。

から移動する CfnCluster にAWS ParallelCluster
AWS ParallelClusterは、強化されたバージョンの CfnCluster。
現在使用している場合 CfnCluster[] に対しては、AWS ParallelCluster代わりに新しいクラスターを作成し
てください。使い続けることはできるのに CfnCluster[] に対しては、現在は開発されていないため、新し
い機能は追加されません。
の主な違い CfnCluster そしてAWS ParallelCluster次のセクションにこれらのオプションの説明を示しま
す。
AWS ParallelCluster CLI は異なる一連のクラスターを管理します
cfncluster CLI で作成されたクラスターを pcluster CLI で管理することはできません。以下のコマン
ドは、によって作成されたクラスターでは動作しません。 CfnCluster:
pcluster
pcluster
pcluster
pcluster

list
update cluster_name
start cluster_name
status cluster_name

で作成したクラスターを管理するには CfnCluster[] に対しては、cfnclusterCLIの。
必要なら CfnCluster 古いクラスターを管理するために、インストールして使用することをお勧めしま
す。Python 仮想環境。
AWS ParallelClusterそして CfnCluster 使用するカスタム IAM ポリシーが異なります
以前に使用した、カスタム IAM ポリシー CfnCluster クラスタ作成は一緒に使用できませんAWS
ParallelCluster。AWS ParallelCluster のカスタムポリシーが必要な場合は、新しく作成する必要がありま
す。AWS ParallelCluster ガイドを参照してください。
AWS ParallelClusterそして CfnCluster 異なる設定ファイルの使用
AWS ParallelCluster 設定ファイルは、~/.parallelcluster フォルダにあります。 CfnCluster 設定
ファイルは、~/.cfncluster フォルダにあります。
既存の CfnCluster 設定ファイルAWS ParallelCluster[] に対しては、以下のアクションを実行する必要があ
ります。
1. 設定ファイルを ~/.cfncluster/config から ~/.parallelcluster/config に移動します。
2. extra_json (p. 387) 設定パラメータを使用する場合は、以下のように変更します。
CfnCluster 設定:
extra_json = { "cfncluster" : { } }

AWS ParallelCluster 設定:
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extra_json = { "cluster" : { } }

AWS ParallelCluster で、ganglia はデフォルトで無効になっています
AWS ParallelCluster で、ganglia はデフォルトで無効になっています Ganglia を有効にするには、次の手
順を実行します。
1. 以下に示すように extra_json (p. 387) を設定します。
extra_json = { "cluster" : { "ganglia_enabled" : "yes" } }

2. また、ポート 80 への接続を許可するようにヘッドセキュリティグループを変更します。
パブリック IP からポート 80 へのインバウンド接続を許可するには、新しいセキュリティグループ
ルールを追加して、parallelcluster-<CLUSTER_NAME>-MasterSecurityGroup-<xxx> セ
キュリティグループを変更する必要があります。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「Adding rules to a security
group」(セキュリティグループにルールを追加する) を参照してください。

サポートされるリージョン
AWS ParallelCluster バージョン 2.x は、以下の AWS リージョン に対応しています。
リージョン名

リージョン

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

米国東部 (バージニア北部)

us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア)

us-west-1

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

アフリカ (ケープタウン)

af-south-1

アジアパシフィック (香港)

ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

カナダ (中部)

ca-central-1

中国 (北京)

cn-north-1

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

欧州 (ロンドン)

eu-west-2
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リージョン名

リージョン

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

欧州 (パリ)

eu-west-3

欧州 (ストックホルム)

eu-north-1

中東 (バーレーン)

me-south-1

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

AWS GovCloud (米国東部)

us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国西部)

us-gov-west-1

AWS ParallelCluster を使用する
トピック
• ネットワークの設定 (p. 291)
• カスタムブートストラップアクション (p. 296)
• Amazon S3 の操作 (p. 298)
• スポットインスタンスの操作 (p. 299)
• AWS ParallelCluster における AWS Identity and Access Management の役割 (p. 301)
• AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ (p. 329)
• AWS ParallelClusterリソースとタグ付け (p. 343)
• アマゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 345)
• Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 345)
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
• インテル Select ソリューション (p. 347)
• Intel MPI を有効にする (p. 348)
• インテル HPC プラットフォームの仕様 (p. 349)
• Arm パフォーマンスライブラリ (p. 350)
• NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 (p. 351)
• pcluster update を使用する (p. 352)
• AMI のパッチ適用と EC2 インスタンスの交換 (p. 354)

ネットワークの設定
AWS ParallelCluster では、ネットワークに Amazon Virtual Private Cloud (VPC) を使用します。VPC は、
クラスターをデプロイすることができる柔軟で設定可能なネットワーキングプラットフォームを提供しま
す。
VPC では、DNS Resolution = yes、DNS Hostnames = yes および DHCP オプションがリージョン
に対して正しいドメイン名を持つ必要があります。デフォルトの DHCP オプションセットでは、必要なオ
プションがすでに指定されていますAmazonProvidedDNS。複数のドメインネームサーバーを指定する場
合は、「Amazon VPC User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「DHCP options sets」(DHCP オプ
ションセット) を参照してください。
AWS ParallelCluster では、次の高レベル設定がサポートされています。
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• ヘッドノードとコンピューティングノードの両方に 1 つのサブネット。
• 1 つのパブリックサブネットにヘッドノードを持ち、プライベートサブネットにコンピューティング
ノードを持つ 2 つのサブネット。サブネットは新規でも既存でもかまいません。
これらの設定はすべて、パブリック IP アドレス指定の有無にかかわらず動作できます。また、AWS
ParallelCluster は、すべての AWS リクエストに HTTP プロキシを利用するようにデプロイすることもで
きます。これらの設定を組み合わせることで、さまざまなデプロイシナリオにつながります。例えば、イ
ンターネットですべてのアクセスが可能な単一のパブリックサブネットを設定することができます。また
は、AWS Direct Connect と HTTP プロキシを使用して、すべてのトラフィックに対応する完全なプライ
ベートネットワークを構成することもできます。
これらのシナリオのいくつかについては、以下のアーキテクチャ図を参照してください。

単一パブリックサブネット内の AWS ParallelCluster
このアーキテクチャの設定には、次の設定が必要です。
[vpc public]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<public>
use_public_ips = true

use_public_ips (p. 429) 設定を false に指定できません。インターネットゲートウェイでは、すべ
てのインスタンスにグローバルに一意の IP アドレスが必要であるためです。詳細については、「Amazon
VPC User Guide」(Amazon VPC ユーザーガイド) の「Enabling internet access」(インターネットアクセ
スを有効にする)を参照してください。
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2 つのサブネットを使用する AWS ParallelCluster

コンピューティングインスタンス用に新しいプライベートサブネットを作成するための設定には、次の設
定が必要です。
値はすべてサンプルです。
[vpc public-private-new]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<public>
compute_subnet_cidr = 10.0.1.0/24

既存のプライベートネットワークを使用するための設定には、次の設定が必要です。
[vpc public-private-existing]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<public>
compute_subnet_id = subnet-<private>

どちらの設定でも、コンピューティングインスタンスへのウェブアクセスを有効にするには、NAT ゲート
ウェイまたは内部プロキシが必要です。
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AWS Direct Connect を使用して接続された単一プライベートサ
ブネット内の AWS ParallelCluster

このアーキテクチャの設定には、次の設定が必要です。
[cluster private-proxy]
proxy_server = http://proxy.corp.net:8080
[vpc private-proxy]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<private>
use_public_ips = false

use_public_ips が false に設定されている場合は、すべてのトラフィックにプロキシを使用するよう
に VPC を正しく設定する必要があります。ウェブアクセスはヘッドノードとコンピューティングノードの
両方に必要です。

AWS ParallelCluster と awsbatch のスケジューラ
awsbatch をスケジューラタイプとして使用すると、AWS ParallelCluster によって、AWS Batch マネー
ジドのコンピューティング環境が作成されます。AWS Batch 環境では、compute_subnet で起動されて
いる、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナインスタンスを管理します。AWS Batch
が正しく機能するためには、Amazon ECS コンテナインスタンスは Amazon ECS サービスエンドポイン
トと通信するために外部ネットワークアクセスを必要とします。これは以下のシナリオに変換されます。
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• compute_subnet は NAT ゲートウェイを使用してインターネットにアクセスします。(この手法をお勧
めします)
• compute_subnet で起動されたインスタンスはパブリック IP アドレスを持ち、インターネットゲート
ウェイを介してインターネットにアクセスできます。
さらに、マルチノード並列ジョブ (AWS Batch ドキュメントより) に興味がある場合は以下を参照してくだ
さい。
AWS Batch のマルチノードの並列ジョブは Amazon ECS awsvpc ネットワークモードを使用して、マル
チノードの並列ジョブコンテナに Amazon EC2 インスタンスと同じネットワークプロパティを付与しま
す。各マルチノードの並列ジョブコンテナは、独自の Elastic Network Interface、プライマリプライベート
IP アドレス、および内部の DNS ホスト名を取得します。ネットワークインターフェイスは、ホストコン
ピューティングリソースと同じ VPC サブネットで作成されます。コンピューティングリソースに適用され
るすべてのセキュリティグループも同じく適用されます。
Amazon ECS タスクネットワークを使用している場合、awsvpc ネットワークモードは、Amazon EC2 起
動タイプを使用するタスクにはパブリック IP アドレスを使用する Elastic Network Interface を提供しませ
ん。Amazon EC2 起動タイプを使用するタスクでインターネットにアクセスするには、NAT ゲートウェイ
を使用するよう設定されたプライベートサブネットでタスクを起動する必要があります。
クラスターが複数ノードの並列ジョブを実行できるようにするには、NAT ゲートウェイを設定する必要が
あります。

詳細については、次のトピックを参照してください。
• AWS Batch マネージド型のコンピューティング環境
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• AWS Batch マルチノードの並列ジョブ
• awsvpc ネットワークモードによる Amazon ECS タスクネットワーキング

カスタムブートストラップアクション
AWS ParallelCluster では、クラスター作成時にメインブートストラップアクションの前 (プレインストー
ル) または後 (ポストインストール) に任意のコードを実行できます。通常、このコードは Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) に保存され、HTTPS 接続でアクセスされます。コードは root として実行
され、クラスターのオペレーティングシステムでサポートされている任意のスクリプト言語で実行できま
す。多くの場合、コードは Bash か Python で書かれています。
インストール前のブートストラップアクションは、NAT、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、
スケジューラの設定など、クラスターのデプロイの前に呼び出されます。一般的なインストール前のアク
ションには、ストレージの変更、追加のユーザーやパッケージの追加などがあります。
ポストインストールのアクションは、クラスターのブートストラッププロセスが完了した後に呼び出され
ます。ポストインストールのアクションは、インスタンスが完全に構成され、完了する前に呼び出される
最後のアクションです。一般的なポストインストールのアクションには、スケジューラ設定の変更、スト
レージやパッケージの変更などがあります。
設定時に引数を指定することで、スクリプトに引数を渡すことができます。これを実行するには、プレイ
ンストールおよびポストインストールのアクションに引数を二重引用符で囲んで渡します。
プレインストールまたはポストインストールのアクションに失敗すると、インスタンスのブートストラッ
プも失敗します。成功すると、終了コード 0 で通知されます。それ以外の終了コードは、インスタンスの
ブートストラップが失敗したことを示します。
ランニングヘッドとコンピューティングノードを区別することができます。/etc/parallelcluster/
cfnconfig ファイルをソースとし、ヘッドノードとコンピューティングノードにそれぞれ
「MasterServer」と「ComputeFleet」という値を持つ cfn_node_type 環境変数を評価します。
#!/bin/bash
. "/etc/parallelcluster/cfnconfig"
case "${cfn_node_type}" in
MasterServer)
echo "I am the head node" >> /tmp/head.txt
;;
ComputeFleet)
echo "I am a compute node" >> /tmp/compute.txt
;;
*)
;;
esac

構成
次の設定は、プレインストールおよびポストインストールのアクションと引数を定義するために使用され
ます。
# URL to a preinstall script. This is run before any of the boot_as_* scripts are run
# (no default)
pre_install = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/my-pre-install-script.sh
# Arguments to be passed to preinstall script
# (no default)
pre_install_args = argument-1 argument-2
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# URL to a postinstall script. This is run after any of the boot_as_* scripts are run
# (no default)
post_install = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/my-post-install-script.sh
# Arguments to be passed to postinstall script
# (no default)
post_install_args = argument-3 argument-4

引数
最初の 2 つの引数 $0 と $1 はスクリプト名と URL 用に予約されています。
$0 => the script name
$1 => s3 url
$n => args set by pre/post_install_args

例
以下のステップでは、R パッケージをクラスターにインストールする簡単なポストインストールスクリプ
トを作成します。
1. [Create a script].(スクリプトを作成します)。
#!/bin/bash
echo "post-install script has $# arguments"
for arg in "$@"
do
echo "arg: ${arg}"
done
yum -y install "${@:2}"

2. Amazon S3 に正しいアクセス許可でスクリプトをアップロードしてください。パ
ブリック読み取り権限が適切でない場合は、s3_read_resource (p. 394) または
s3_read_write_resource (p. 394) パラメータのいずれかを使用してアクセスを許可してくださ
い。詳細については、「Amazon S3 の操作 (p. 298)」を参照してください。
$ aws s3 cp --acl public-read /path/to/myscript.sh s3://<bucket-name>/myscript.sh

Important
スクリプトが Windows で編集された場合、スクリプトを Amazon S3 にアップロードする前
に、行末を CRLF から LF に変更する必要があります。
3. ポストインストールの新しいアクションを含むように AWS ParallelCluster 設定を更新します。
[cluster default]
...
post_install = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/myscript.sh
post_install_args = 'R curl wget'

バケットにパブリック読み取りのアクセス許可がない場合は、URL プロトコルとして s3 を使用しま
す。
[cluster default]
...
post_install = s3://<bucket-name>/myscript.sh
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post_install_args = 'R curl wget'

4. クラスターを起動します。
$ pcluster create mycluster

5. 出力の検証
$ less /var/log/cfn-init.log
2019-04-11 10:43:54,588 [DEBUG] Command runpostinstall output: post-install script has 4
arguments
arg: s3://<bucket-name>/test.sh
arg: R
arg: curl
arg: wget
Loaded plugins: dkms-build-requires, priorities, update-motd, upgrade-helper
Package R-3.4.1-1.52.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package curl-7.61.1-7.91.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.18-4.29.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do

Amazon S3 の操作
Amazon S3 は、AWS ParallelCluster からアクセスすることができます。Amazon S3 へのア
クセスを制御するには、AWS ParallelCluster 設定で s3_read_resource (p. 394) および
s3_read_write_resource (p. 394) のパラメータを使用します。
# Specify Amazon S3 resource which AWS ParallelCluster nodes will be granted read-only
access
# (no default)
s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket*
# Specify Amazon S3 resource which AWS ParallelCluster nodes will be granted read-write
access
# (no default)
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*

どちらのパラメータも * または有効な Amazon S3 ARN を受け入れます。Amazon S3 ARN の指定につい
ては、以下を参照してください。Amazon S3 の ARN フォーマット()AWS全般のリファレンス

例
次の例では、Amazon S3 バケット my_corporate_bucket 内の任意のオブジェクトへの読み取りアクセス権
を付与しています。
s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*

以下の例では、バケットへの読み取りアクセスを付与していますが、バケットからアイテムを読み取るこ
とはできません。
s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket

この最後の例では、バケットおよびバケットに保存されたアイテムへの読み取りアクセスが付与されま
す。
s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket*
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スポットインスタンスの操作
AWS ParallelCluster は、クラスター設定が cluster_type (p. 380) = spot に設定されている場合、ス
ポットインスタンスを使用します。スポットインスタンスはオンデマンドインスタンスよりも費用対効
果が高いが、中断される可能性があります。中断の効果は、使用する特定のスケジューラによって異な
ります。さらに、スポットインスタンスの中断の通知を活用できます。これによって、Amazon EC2 が
スポットインスタンスを中断または終了する 2 分前に警告が提供されます。詳細については、「Amazon
EC2 User Guide for Linux Instances」(Amazon EC2 の Linux インスタンス用ユーザーガイド) の「Spot
Instance interruptions」(スポットインスタンス中断) を参照してください。以下のセクションでは、スポッ
トインスタンスを中断できる 3 つのシナリオについて説明します。

Note
スポットインスタンスを使用するには、お客様のアカウントに AWSServiceRoleForEC2Spot
サービスにリンクしたロールが必要です。AWS CLI を使用してアカウントにこのロールを作成す
るには、次のコマンドを実行します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポットイン
スタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。

シナリオ 1: 実行中のジョブがないスポットインスタンスが中断
される
この中断が発生すると、スケジューラキューに追加のインスタンスを必要とする保留中のジョブがある
場合、またはアクティブなインスタンスの数が initial_queue_size (p. 388) 設定を下回っている場
合、AWS ParallelCluster はインスタンスを置き換えようとします。AWS ParallelCluster が新しいインス
タンスをプロビジョニングできない場合、新しいインスタンスのリクエストは定期的に繰り返されます。

シナリオ 2: 単一ノードジョブを実行しているスポットインスタ
ンスが中断される
この中断の動作は、使用されているスケジューラによって異なります。
Slurm
ステートコード NODE_FAIL で失敗し、ジョブは再キューされます (ジョブ投入時に --no-requeue
が指定されていない場合)。静的ノードの場合は、置換されます。動的ノードの場合は、ノードは終了
してリセットされます。--no-requeue パラメータを含む sbatch についての詳細は、「Slurm のド
キュメント」の 「sbatch」を参照してください。

Note
この動作は、AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で変更されました。以前のバージョンで
は、ステートコード NODE_FAIL でジョブが終了し、そのノードがスケジューラのキューか
ら削除されました。
SGE

Note
これは、以下にのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまた
はTorqueスケジューラ。
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ジョブが終了します。ジョブが再実行フラグを有効にしている場合 (qsub -r yes または qalter r yes を使用)、またはキューで rerun 設定が TRUE に設定されている場合、ジョブは再スケジュー
ルされます。コンピューティングインスタンスがスケジューラキューから削除されます。この動作
は、次の SGE 設定パラメータから起こります。
• reschedule_unknown 00:00:30
• ENABLE_FORCED_QDEL_IF_UNKNOWN
• ENABLE_RESCHEDULE_KILL=1
Torque

Note
これは、以下にのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまた
はTorqueスケジューラ。
ジョブがシステムから削除され、ノードがスケジューラから削除されます。ジョブは再実行されませ
ん。中断時にインスタンス上で複数のジョブが実行されている場合、ノードの削除中にトルクがタイ
ムアウトすることがあります。sqswatcher (p. 434) ログファイルにエラーが表示されることがあ
ります。これはスケーリングロジックには影響せず、その後の再試行によって適切なクリーンアップ
が実行されます。

シナリオ 3: マルチノードジョブを実行しているスポットインス
タンスが中断される
この中断の動作は、使用されているスケジューラによって異なります。
Slurm
ステートコード NODE_FAIL で失敗し、ジョブは再キューされます (ジョブ投入時に --no-requeue
が指定されていない場合)。静的ノードの場合は、置換されます。動的ノードの場合は、ノードは終了
してリセットされます。終了したジョブを実行していた他のノードは、他の保留中のジョブに割り当
てられたり、設定された scaledown_idletime (p. 427) 時間が経過した後にスケールダウンされ
たりする場合があります。

Note
この動作は、AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で変更されました。以前のバージョ
ンでは、ステートコード NODE_FAIL でジョブが終了し、そのノードがスケジューラの
キューから削除されました。終了したジョブを実行していた他のノードは、設定された
scaledown_idletime (p. 427) 時間が経過した後に縮小される可能性があります。
SGE

Note
これは、以下にのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまた
はTorqueスケジューラ。
ジョブは終了せず、残りのノードで引き続き実行されます。コンピューティングノードはスケジュー
ラキューから削除されますが、ホストリストには孤立した使用できないノードとして表示されます。
この場合、ユーザーはジョブを削除する必要があります (qdel <jobid>)。ノードは引き続きホスト
リスト (qhost) に表示されますが、AWS ParallelCluster に影響はありません。リストからホストを削
除するには、インスタンスを置き換えた後に次のコマンドを実行します。
sudo -- bash -c 'source /etc/profile.d/sge.sh; qconf -dattr hostgroup
hostlist <hostname> @allhosts; qconf -de <hostname>'
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Torque

Note
これは、以下にのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまた
はTorqueスケジューラ。
ジョブがシステムから削除され、ノードがスケジューラから削除されます。ジョブは再実行されませ
ん。中断時にインスタンス上で複数のジョブが実行されている場合、ノードの削除中にトルクがタイ
ムアウトすることがあります。sqswatcher (p. 434) ログファイルにエラーが表示されることがあ
ります。これはスケーリングロジックには影響せず、その後の再試行によって適切なクリーンアップ
が実行されます。
スポットインスタンスの詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「スポットインスタンス」(Spot Instances) を参照してくださ
い。

AWS ParallelCluster における AWS Identity and
Access Management の役割
AWS ParallelCluster では、Amazon EC2 の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用し
て、クラスターのデプロイとオペレーションのためにインスタンスが AWS のサービスにアクセスできる
ようにします。デフォルトでは、Amazon EC2 の IAM ロールは、クラスターの作成時に作成されます。そ
のため、次のセクションで説明するように、クラスターを作成するユーザーに適切なレベルのアクセス許
可が必要です。
AWS ParallelCluster は複数の AWS のサービスを使用してクラスターをデプロイおよび運用します。全リ
ストについては、AWSで使用されているサービスAWS ParallelCluster (p. 437)セクション。
トピック
• クラスター作成のデフォルト設定 (p. 301)
• Amazon EC2 ロールに既存の IAM ロールを使用する (p. 301)
• AWS ParallelCluster インスタンスポリシーとユーザーポリシーの例 (p. 302)

クラスター作成のデフォルト設定
クラスター作成にデフォルト設定を使用すると、Amazon EC2 のデフォルトの IAM ロールがクラスター
によって作成されます。通常、ユーザーには、クラスターの起動に必要なすべてのリソースを作成するた
めの適切なレベルのアクセス許可が必要です。これには、Amazon EC2 の IAM ロールを作成することが含
まれます。通常、IAM ユーザーは以下のアクセス許可を備えている必要がありますAdministratorAccessデ
フォルト設定を使用する場合の管理ポリシー。管理ポリシーの詳細については、「」を参照してくださ
い。AWSマネージドポリシー()IAM ユーザーガイド。

Amazon EC2 ロールに既存の IAM ロールを使用する
デフォルト設定の代わりに、既存のec2_iam_role (p. 384)クラスターを作成する際、ただし、クラス
ターを起動する前に IAM ポリシーとロールを定義する必要があります。通常、クラスターを起動する際
ユーザーに付与されているアクセス許可を制限するには、Amazon EC2 の既存の IAM ロールを選択しま
す。-AWS ParallelCluster インスタンスポリシーとユーザーポリシーの例 (p. 302)以下に必要な最低限
の権限を含めてくださいAWS ParallelClusterとその機能。両方を IAM で個別のポリシーとして作成して
から、適切なリソースにアタッチする必要があります。一部のロールポリシーが大きくなり、クォータエ
ラーが発生する可能性があります。詳細については、「IAM ポリシーのサイズ問題のトラブルシューティ
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ング (p. 477)」を参照してください。どちらのポリシーでも、<REGION>、<AWS ACCOUNT ID> などの
文字列を適切な値に置き換えます。
クラスターノードのデフォルト設定にポリシーを追加したい場合は、追加のカスタム IAM ポリシー
をadditional_iam_policies (p. 377)を使用する代わりに設定するec2_iam_role (p. 384)設定。

AWS ParallelCluster インスタンスポリシーとユーザーポリシー
の例
次のポリシーの例では、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれています。AWS GovCloud
(US) または AWS 中国パーティションで作業する場合は、ARN を変更する必要があります。具体的に
は、それらを「arn:aws」から「arn:」に変更する必要があります。aws-us-gov「のためのAWS GovCloud
(US)パーティションまたは「arn:aws-cn」AWS中国パーティション。詳細については、次を参照してくだ
さい。内の Amazon リソースネーム (ARN)AWS GovCloud (US)リージョン()AWS GovCloud (US)ユーザー
ガイドそしての ARNAWS中国でのサービスにの使用開始AWS中国でのサービス。
これらのポリシーには、現在以下で必要とされる最低限の権限が含まれています。AWS ParallelCluster、
その機能とリソース 一部のロールポリシーが大きくなり、クォータエラーが発生する可能性があります。
詳細については、「IAM ポリシーのサイズ問題のトラブルシューティング (p. 477)」を参照してくださ
い。
トピック
• SGE、Slurm または Torque を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 302)
• awsbatch を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 308)
• Slurm を使用する ParallelClusterUserPolicy (p. 310)
• SGE または Torque を使用する ParallelClusterUserPolicy (p. 315)
• awsbatch を使用する ParallelClusterUserPolicy (p. 321)
• SGE、Slurm または Torque を使用する ParallelClusterLambdaPolicy (p. 326)
• awsbatch を使用する ParallelClusterLambdaPolicy (p. 327)
• ユーザー用の ParallelClusterUserPolicy (p. 328)

SGE、Slurm または Torque を使用する ParallelClusterInstancePolicy
Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。2.11.4までのバージョンで引き続き使用できますが、future アップデート
やトラブルシューティングサポートの対象にはなりませんAWSのサービスAWSSupport チーム。
トピック
• Slurm を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 302)
• SGE または Torque を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 305)

Slurm を使用する ParallelClusterInstancePolicy
次の例では、スケジューラとして Slurm を使用して ParallelClusterInstancePolicy を設定しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeVolumes",
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"ec2:AttachVolume",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:CreateTags"

},
{

},
{

},
{

*"

},
{

],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2"

"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:subnet/<COMPUTE SUBNET ID>",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>::image/<IMAGE ID>",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:key-pair/<KEY NAME>",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:security-group/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:launch-template/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:placement-group/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2RunInstances"
"Action": [
"dynamodb:ListTables"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBList"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:SignalResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/parallelcluster-*/
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormation"
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:DescribeTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBTable"
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3GetObj"
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMPassRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ec2.amazonaws.com"
]
}
}
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "DcvLicense"
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "GetClusterConfig"
"Action": [
"fsx:DescribeFileSystems"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
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},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CWLogs"
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets"
],
"Resource": [
"arn:aws:route53:::hostedzone/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Route53"

SGE または Torque を使用する ParallelClusterInstancePolicy
次の例では、ParallelClusterInstancePolicyを使用しますSGEまたはTorqueスケジューラとし
て。

Note
このポリシーは、にのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2"
},
{
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:subnet/<COMPUTE SUBNET ID>",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>::image/<IMAGE ID>",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:key-pair/<KEY NAME>",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:security-group/*",
"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:launch-template/*",
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},
{

},
{

},
{

},
{

*"

},
{

"arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:placement-group/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2RunInstances"
"Action": [
"dynamodb:ListTables"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBList"
"Action": [
"sqs:SendMessage",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:ChangeMessageVisibility",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueUrl"
],
"Resource": [
"arn:aws:sqs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:parallelcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "SQSQueue"
"Action": [
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
"autoscaling:SetDesiredCapacity",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"autoscaling:DescribeTags",
"autoscaling:SetInstanceHealth"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Autoscaling"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:SignalResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/parallelcluster-*/
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormation"
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:DescribeTable"
],
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBTable"
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3GetObj"
"Action": [
"sqs:ListQueues"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "SQSList"
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMPassRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ec2.amazonaws.com"
]
}
}
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "DcvLicense"
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "GetClusterConfig"
"Action": [

307

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster における AWS
Identity and Access Management の役割

},
{

},
{

}

]

}

"fsx:DescribeFileSystems"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CWLogs"
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets"
],
"Resource": [
"arn:aws:route53:::hostedzone/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Route53"

awsbatch を使用する ParallelClusterInstancePolicy
次の例では、スケジューラとして awsbatch を使用して ParallelClusterInstancePolicy を設定し
ます。AWS Batch AWS CloudFormation ネストされたスタックで定義されている BatchUserRole に割
り当てられているのと同じポリシーを含める必要があります。BatchUserRole ARN はスタック出力とし
て提供されます。この例では、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が cluster_resource_bucket (p. 379)
の設定値です。cluster_resource_bucket (p. 379) を指定しない場合は、#<RESOURCES S3
BUCKET>#が「parallelcluster-*」となります。次の例は、必要なパーミッションの概要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"batch:RegisterJobDefinition",
"logs:GetLogEvents"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"batch:SubmitJob",
"cloudformation:DescribeStacks",
"ecs:ListContainerInstances",
"ecs:DescribeContainerInstances",
"logs:FilterLogEvents",
"s3:PutObject",
"s3:Get*",
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"s3:DeleteObject",
"iam:PassRole"

],
"Resource": [
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-definition/<AWS_BATCH_STACK JOB_DEFINITION_SERIAL_NAME>:1",
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-definition/<AWS_BATCH_STACK JOB_DEFINITION_MNP_NAME>*",
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-queue/<AWS_BATCH_STACK JOB_QUEUE_NAME>",
"arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/<STACK NAME>/*",
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>/batch/*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<AWS_BATCH_STACK - JOB_ROLE>",
"arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:cluster/<ECS COMPUTE ENVIRONMENT>",
"arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:container-instance/*",
"arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/batch/job:logstream:*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"batch:DescribeJobQueues",
"batch:TerminateJob",
"batch:DescribeJobs",
"batch:CancelJob",
"batch:DescribeJobDefinitions",
"batch:ListJobs",
"batch:DescribeComputeEnvironments"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeInstanceAttribute"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2"
},
{
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:SignalResource"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormation"
},
{
"Action": [
"fsx:DescribeFileSystems"
],
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},
{

}

]

}

"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "CWLogs"

Slurm を使用する ParallelClusterUserPolicy
次の例では、スケジューラとして Slurm を使用して ParallelClusterUserPolicy を設定します。
この例では、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が cluster_resource_bucket (p. 379) の設定値で
す。cluster_resource_bucket (p. 379) を指定しない場合は、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が
「parallelcluster-*」となります。

Note
ec2_iam_role (p. 384) = <role_name> というカスタムロールを使用する場合は、IAM リ
ソースからそのロール名を含めるように変更する必要があります。
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*"
変更後:
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<role_name>"
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribePlacementGroups",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Describe"
},
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{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"ec2:CreateVpc",
"ec2:ModifyVpcAttribute",
"ec2:DescribeNatGateways",
"ec2:CreateNatGateway",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:ModifySubnetAttribute"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "NetworkingEasyConfig"
"Action": [
"ec2:CreateVolume",
"ec2:RunInstances",
"ec2:AllocateAddress",
"ec2:AssociateAddress",
"ec2:AttachNetworkInterface",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:ModifyVolumeAttribute",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteVolume",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DisassociateAddress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ReleaseAddress",
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Modify"
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"ec2:CreateLaunchTemplate",
"ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
"ec2:ModifyLaunchTemplate",
"ec2:DeleteLaunchTemplate",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "ScalingModify"
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListTagsOfResource"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},

],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBDescribe"
"Action": [
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:DeleteTable",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBModify"
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets",
"route53:ChangeTagsForResource",
"route53:CreateHostedZone",
"route53:DeleteHostedZone",
"route53:GetChange",
"route53:GetHostedZone",
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ListQueryLoggingConfigs"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "Route53HostedZones"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStacks",
"cloudformation:GetTemplate"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormationDescribe"
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:UpdateStack"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "CloudFormationModify"
"Action": [
"s3:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ResourcesBucket"
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{

},
{

},
{

"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ParallelClusterReadOnly"
"Action": [
"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3Delete"
"Action": [
"iam:PassRole",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:GetRole",
"iam:TagRole",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<PARALLELCLUSTER EC2 ROLE NAME>",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMModify"

},
{
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"fsx.amazonaws.com",
"s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMServiceLinkedRole"
},
{
"Action": [
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:DeleteInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMCreateInstanceProfile"
},
{
"Action": [
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"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMInstanceProfile"

"Action": [
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EFSDescribe"
"Action": [
"ssm:GetParametersByPath"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SSMDescribe"
"Action": [
"fsx:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
"Action": [
"elasticfilesystem:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EFS"
"Action": [
"logs:DeleteLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:CreateLogGroup"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudWatchLogs"
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:GetFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:AddPermission",
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"lambda:RemovePermission",
"lambda:TagResource",
"lambda:ListTags",
"lambda:UntagResource"

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*",
"arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Lambda"
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutDashboard",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:DeleteDashboards",
"cloudwatch:GetDashboard"
],
"Resource": "*"

SGE または Torque を使用する ParallelClusterUserPolicy
Note
このセクションは、にのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。
次の例では、スケジューラとして、 SGE または Torque を使用して ParallelClusterUserPolicy
を設定します。この例では、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が cluster_resource_bucket (p. 379)
の設定値です。cluster_resource_bucket (p. 379) を指定しない場合は、#<RESOURCES S3
BUCKET>#が「parallelcluster-*」となります。

Note
ec2_iam_role (p. 384) = <role_name> というカスタムロールを使用する場合は、IAM リ
ソースからそのロール名を含めるように変更する必要があります。
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*"
変更後:
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<role_name>"
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribePlacementGroups",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
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"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones"

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Describe"

"Action": [
"ec2:CreateVpc",
"ec2:ModifyVpcAttribute",
"ec2:DescribeNatGateways",
"ec2:CreateNatGateway",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:ModifySubnetAttribute"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "NetworkingEasyConfig"
"Action": [
"ec2:CreateVolume",
"ec2:RunInstances",
"ec2:AllocateAddress",
"ec2:AssociateAddress",
"ec2:AttachNetworkInterface",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:ModifyVolumeAttribute",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteVolume",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DisassociateAddress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ReleaseAddress",
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Modify"
"Action": [
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
],
"Resource": "*",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},

"Effect": "Allow",
"Sid": "AutoScalingDescribe"
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"ec2:CreateLaunchTemplate",
"ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
"ec2:ModifyLaunchTemplate",
"ec2:DeleteLaunchTemplate",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
"autoscaling:PutNotificationConfiguration",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"autoscaling:PutScalingPolicy",
"autoscaling:DescribeScalingActivities",
"autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
"autoscaling:DeletePolicy",
"autoscaling:DisableMetricsCollection",
"autoscaling:EnableMetricsCollection"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "AutoScalingModify"
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListTagsOfResource"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBDescribe"
"Action": [
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:DeleteTable",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBModify"
"Action": [
"sqs:GetQueueAttributes"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SQSDescribe"
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:SetQueueAttributes",
"sqs:DeleteQueue",
"sqs:TagQueue"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SQSModify"
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{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"sns:ListTopics",
"sns:GetTopicAttributes"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SNSDescribe"
"Action": [
"sns:CreateTopic",
"sns:Subscribe",
"sns:Unsubscribe",
"sns:DeleteTopic"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SNSModify"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStacks",
"cloudformation:GetTemplate"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormationDescribe"
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:UpdateStack"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "CloudFormationModify"
"Action": [
"s3:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ResourcesBucket"
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ParallelClusterReadOnly"
"Action": [
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"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion"

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3Delete"
"Action": [
"iam:PassRole",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:GetRole",
"iam:TagRole",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<PARALLELCLUSTER EC2 ROLE NAME>",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMModify"

},
{
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"fsx.amazonaws.com",
"s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
]
}
},
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMServiceLinkedRole"
},
{
"Action": [
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:DeleteInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMCreateInstanceProfile"
},
{
"Action": [
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMInstanceProfile"
},
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{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EFSDescribe"
"Action": [
"ssm:GetParametersByPath"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SSMDescribe"
"Action": [
"fsx:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
"Action": [
"elasticfilesystem:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EFS"
"Action": [
"logs:DeleteLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:CreateLogGroup"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudWatchLogs"
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:GetFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:AddPermission",
"lambda:RemovePermission",
"lambda:TagResource",
"lambda:ListTags",
"lambda:UntagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*",
"arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Lambda"
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}

]

}

"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutDashboard",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:DeleteDashboards",
"cloudwatch:GetDashboard"
],
"Resource": "*"

awsbatch を使用する ParallelClusterUserPolicy
次の例では、スケジューラとして awsbatch を使用して ParallelClusterUserPolicy を設定しま
す。この例では、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が cluster_resource_bucket (p. 379) の設定値
です。cluster_resource_bucket (p. 379) を指定しない場合は、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が
「parallelcluster-*」となります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribePlacementGroups",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Describe"
},
{
"Action": [
"ec2:CreateLaunchTemplate",
"ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
"ec2:ModifyLaunchTemplate",
"ec2:DeleteLaunchTemplate",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2LaunchTemplate"
},
{
"Action": [
"ec2:CreateVpc",
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"ec2:ModifyVpcAttribute",
"ec2:DescribeNatGateways",
"ec2:CreateNatGateway",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:ModifySubnetAttribute"

},
{

},
{

*",
},
{

],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "NetworkingEasyConfig"

"Action": [
"ec2:CreateVolume",
"ec2:RunInstances",
"ec2:AllocateAddress",
"ec2:AssociateAddress",
"ec2:AttachNetworkInterface",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:ModifyVolumeAttribute",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteVolume",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DisassociateAddress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ReleaseAddress",
"ec2:CreatePlacementGroup",
"ec2:DeletePlacementGroup"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EC2Modify"
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:DeleteTable",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:TagResource"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDB"
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:DescribeStacks",
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"cloudformation:ListStacks",
"cloudformation:GetTemplate",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:UpdateStack"

],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/
parallelcluster-*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CloudFormation"
},
{
"Action": [
"route53:ChangeResourceRecordSets",
"route53:ChangeTagsForResource",
"route53:CreateHostedZone",
"route53:DeleteHostedZone",
"route53:GetChange",
"route53:GetHostedZone",
"route53:ListResourceRecordSets"
],
"Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "Route53HostedZones"
},
{
"Action": [
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:CreateQueue",
"sqs:SetQueueAttributes",
"sqs:DeleteQueue",
"sqs:TagQueue"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SQS"
},
{
"Action": [
"sqs:SendMessage",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:ChangeMessageVisibility",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueUrl"
],
"Resource": "arn:aws:sqs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:parallelcluster-*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SQSQueue"
},
{
"Action": [
"sns:ListTopics",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:CreateTopic",
"sns:Subscribe",
"sns:Unsubscribe",
"sns:DeleteTopic"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "SNS"
},
{
"Action": [
"iam:PassRole",
"iam:CreateRole",
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"iam:DeleteRole",
"iam:GetRole",
"iam:TagRole",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*",
"arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<PARALLELCLUSTER EC2 ROLE NAME>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMRole"
"Action": [
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAMInstanceProfile"
"Action": [
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IAM"
"Action": [
"s3:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ResourcesBucket"
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3ParallelClusterReadOnly"
"Action": [
"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion"
],
"Resource": [
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},
{

},
{

},
{

"arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3Delete"
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:AddPermission",
"lambda:RemovePermission",
"lambda:TagResource",
"lambda:ListTags",
"lambda:UntagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*",
"arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Lambda"
"Action": [
"logs:*"
],
"Resource": "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "Logs"

"Action": [
"codebuild:*"
],
"Resource": "arn:aws:codebuild:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:project/
parallelcluster-*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "CodeBuild"
},
{
"Action": [
"ecr:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "ECR"
},
{
"Action": [
"batch:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "Batch"
},
{
"Action": [
"events:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "AmazonCloudWatchEvents"
},
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{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Action": [
"ecs:DescribeContainerInstances",
"ecs:ListContainerInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "ECS"
"Action": [
"elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"elasticfilesystem:CreateMountTarget",
"elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
"elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "EFS"
"Action": [
"fsx:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "FSx"
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutDashboard",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:DeleteDashboards",
"cloudwatch:GetDashboard"
],
"Resource": "*"

SGE、Slurm または Torque を使用する ParallelClusterLambdaPolicy
次の例では、スケジューラとして SGE、Slurm、または Torque を使用して
ParallelClusterLambdaPolicy を設定します。

Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterの使用をサポートしていませんSGEまたはTorqueス
ケジューラ。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*",
"Effect": "Allow",
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}

]

"Sid": "CloudWatchLogsPolicy"
},
{
"Action": [
"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketVersions"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "S3BucketPolicy"
},
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DescribeInstances"
},
{
"Action": [
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "FleetTerminatePolicy"
},
{
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "DynamoDBTable"
},
{
"Action": [
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ChangeResourceRecordSets"
],
"Resource": [
"arn:aws:route53:::hostedzone/*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "Route53DeletePolicy"
}

awsbatch を使用する ParallelClusterLambdaPolicy
次の例では、スケジューラとして awsbatch を使用して ParallelClusterLambdaPolicy を設定しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*",
"Sid": "CloudWatchLogsPolicy"
},
{
"Action": [
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:ListImages"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "ECRPolicy"
},
{
"Action": [
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:StartBuild"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "CodeBuildPolicy"
},
{
"Action": [
"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketVersions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "S3BucketPolicy"
}

ユーザー用の ParallelClusterUserPolicy
次の例では、クラスターを作成または更新する必要がないユーザーの ParallelClusterUserPolicy を
設定します。以下のコマンドがサポートされています。
• pcluster dcv (p. 362)
• pcluster instances (p. 365)
• pcluster list (p. 366)
• pcluster ssh (p. 367)
• pcluster start (p. 368)
• pcluster status (p. 369)
• pcluster stop (p. 369)
• pcluster version (p. 371)

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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"Sid": "MinimumModify",
"Action": [
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"batch:UpdateComputeEnvironment",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:GetTemplate",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:autoscaling:<REGION>:<AWS ACCOUNT
ID>:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/parallelcluster-*",
"arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:compute-environment/*",
"arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/<CLUSTERNAME>/*",
"arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/<CLUSTERNAME>"
]
},
{
"Sid": "Describe",
"Action": [
"cloudformation:DescribeStacks",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

}

AWS ParallelCluster によってサポートされているスケ
ジューラ
AWS ParallelCluster は、scheduler (p. 395) 設定を使用して設定された複数のスケジューラをサポート
しています。

Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。2.11.4までのバージョンで引き続き使用できますが、future アップデート
やトラブルシューティングサポートの対象にはなりませんAWSのサービスAWSSupport チーム。
トピック
• Son of Grid Engine (sge) (p. 329)
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 330)
• Torque Resource Manager (torque) (p. 337)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 338)

Son of Grid Engine (sge)
Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterの使用をサポートしていませんSGEまたはTorqueス
ケジューラ。2.11.4までのバージョンで引き続き使用できますが、future アップデートやトラブル
シューティングサポートの対象にはなりませんAWSのサービスAWSSupport チーム。
AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 以前の使用Son of Grid Engine8.1.9。
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Slurm Workload Manager (slurm)
AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7 の使用方法Slurm20.11.9。Slurm の詳細については、https://
slurm.schedmd.com/「」を参照してください。ダウンロードについては、「https://github.com/SchedMD/
slurm/tags」を参照してください。出典コードについては、「https://github.com/SchedMD/slurm」を参照
してください。

Important
AWS ParallelCluster は、デフォルトで提供される Slurm の設定パラメータでテストされます。こ
れらの Slurm 設定パラメータを変更する場合は、お客様ご自身の責任で行ってください。ベスト
エフォート型のみサポートされます。
AWS ParallelClusterバージョン 2.11.6 使用Slurm20.11.8。AWS ParallelCluster2.11.3 の間のバー
ジョンではSlurm20.11.7。AWS ParallelClusterバージョン 2.10.4 の使用方法Slurm20.02.7。AWS
ParallelCluster2.9.3 までのバージョンではSlurm20.02.4。AWS ParallelCluster2.8.1 の間のバージョンで
はSlurm19.05.5。AWS ParallelClusterバージョン 2.5.1 ではSlurm19.05.3-2。AWS ParallelCluster2.4.1
および2.4.1 の間のバージョンではSlurm18.08.6-2。AWS ParallelCluster2.3.1 以前のバージョンは使用
Slurm16.05.3-1。

マルチキューモード
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 では、マルチキューモードが導入されまし
た。scheduler (p. 395) を slurm に設定し、queue_settings (p. 393) を定義した場合、マルチ
キューモードがサポートされます。このモードでは、異なるタイプのインスタンスをコンピューティン
グノードに共存させることができます。異なるインスタンスタイプを含むコンピューティングリソース
は、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンすることができます。キューモードでは、最大 5
つのキューをサポートし、各 [queue] セクション (p. 419)は、最大 3 つの [compute_resource] セ
クション (p. 397)を参照することができます。この [queue] セクション (p. 419)は、それぞれ Slurm
Workload Manager のパーティションにあたります。詳細については、マルチキューモードの Slurm ガイ
ド (p. 331) および マルチキューモードのチュートリアル (p. 456) を参照してください。
キュー内の [compute_resource] セクション (p. 397)はそれぞれ異なるインスタンスタイプを持つ必
要があり、この [compute_resource] のそれぞれはさらに静的ノードと動的ノードに分けられる。各
[compute_resource] の静的ノードには、1 から min_count (p. 399) の値まで番号が振られます。各
[compute_resource] の動的ノードには、(1)～(max_count (p. 398)～min_count) の番号が振られて
います。例えば、min_count が 2、max_count が 10 の場合、その [compute_resource] の動的ノー
ドには (1)～(8) の番号が振られます。[compute_resource] には、常に 0 から最大数までの動的ノード
が存在することができます。
コンピューティングフリートに起動されるインスタンスは、動的に割り当てられます。これを管理するた
めに、各ノードにはホスト名が生成されます。hostname の形式は次のとおりです。
$HOSTNAME=$QUEUE-$STATDYN-$INSTANCE_TYPE-$NODENUM
• $QUEUE はキューの名前です。例えば、セクションが [queue queue-name] で始まる場合、
「$QUEUE」は#queue-name#となります。
• $STATDYN は、静的ノードの場合は st、動的ノードの場合は dy です。
• $INSTANCE_TYPE は instance_type (p. 398) 設定による [compute_resource] 用のインスタン
スタイプです。
• $NODENUM はノードの番号です。$NODENUM は、静的ノードの場合は 1 以上 min_count (p. 399) 以
下の値、動的ノードの場合は 1 以上 max_count (p. 398)〜min_count 以下の値です。
ホスト名と完全修飾ドメイン名 (FQDN) の両方は、Amazon Route 53 のホストゾーンを使用して作成され
ます。FQDN は $HOSTNAME.$CLUSTERNAME.pcluster で、$CLUSTERNAME はクラスターに使用する
[cluster] セクション (p. 376)の名前です。
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設定をキューモードに変換するには、pcluster-config convert (p. 372) コマンドを使用しま
す。[queue compute] という 1 つの [queue] セクション (p. 419)を持つ更新されたコンフィ
ギュレーションを書き込みます。そのキューには、[compute_resource default] という名前
の [compute_resource]セクション (p. 397)が 1 つ含まれています。[queue compute] と
[compute_resource default] は、指定された [cluster] セクション (p. 376)から設定が移行され
ています。

マルチキューモードの Slurm ガイド
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 では、マルチキューモードと Slurm Workload Manager (Slurm) の新
しいスケーリングアーキテクチャが導入されました。
次のセクションでは、新しく導入されたスケーリングアーキテクチャを備えた Slurm クラスターを使用す
る際の一般的な概要を説明します。

概要
新しいスケーリングアーキテクチャは、Slurm の「Cloud Scheduling Guide」(クラウドスケジュールガイ
ド) と省電力プラグインに基づいています。省電力プラグインの詳細については、Slurm省電力ガイド。新
しいアーキテクチャでは、クラスターで利用できる可能性のあるリソースは、通常、クラウドノードとし
て Slurm 設定にあらかじめ定義されています。

クラウドノードのライフサイクル
クラウドノードはそのライフサイクルを通じて、すべてではないが以下のような状態になりま
す。POWER_SAVING、POWER_UP (pow_up)、ALLOCATED (alloc)、および POWER_DOWN (pow_dn)。場
合によっては、クラウドノードが OFFLINE 状態になることがあります。次のリストは、クラウドノード
のライフサイクルにおけるこれらの状態のいくつかの側面を詳細に示しています。
• POWER_SAVING 状態のノードは、sinfo では ~ サフィックス (例: idle~) で表示されます。この状態
では、ノードをバックアップする EC2 インスタンスは存在しません。ただし、Slurm は引き続きノード
にジョブを割り当てることができます。
• POWER_UP 状態に遷移したノードは、sinfo では # サフィックス (例: idle#) で表示されます。
• Slurm が POWER_SAVING 状態のノードにジョブを割り当てると、そのノードは自動的に
POWER_UP 状態に移行します。それ以外の場合は、scontrol update nodename=nodename
state=power_up コマンドを使用して手動でノードを POWER_UP 状態にすることができます。この段
階では、ResumeProgram が起動され、EC2 インスタンスが起動し、POWER_UP ノードをバックアップ
するように構成されます。
• 現在使用可能なノードは、sinfo にサフィックス (例: idle) なしで表示されます。ノードのセットアッ
プが完了し、クラスターに参加した後、ジョブの実行が可能になります。この段階で、ノードは適切に
設定され、使用可能な状態になります。原則として、EC2 のインスタンス数は利用可能なノード数と同
じにすることを推奨します。通常、静的ノードはクラスター作成後、常に利用可能です。
• POWER_DOWN 状態に遷移しているノードは、sinfo に % サフィックス (例：idle%) で表示され
ます。動的ノードは scaledown_idletime (p. 427) の後、自動的に POWER_DOWN 状態になり
ます。対照的に、ほとんどの場合、静的ノードの電源はオフになりません。ただし、scontrol
update nodename=nodename state=powering_down コマンドを使用して手動でノードを
POWER_DOWN 状態にすることができます。この状態では、ノードに関連するインスタンスは終了し、
ノードは scaledown_idletime (p. 427) 後に将来使用するために POWER_SAVING 状態に戻されま
す。scaledown-idletime の設定は、SuspendTimeout の設定として Slurm のコンフィギュレー
ションに保存されます。
• オフラインのノードは、sinfo に * サフィックス (例: down*) で表示されます。Slurm コントローラー
がノードにコンタクトできない場合、または静的ノードが無効化され、バッキングインスタンスが終了
した場合、ノードはオフラインになります。
ここで、次の sinfo 例で示されるノードの状態を考えてみます。
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$ sinfo
PARTITION AVAIL
efa
up
efa
up
gpu
up
gpu
up
ondemand
up
ondemand
up
[1-10]
spot*
up
spot*
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite
infinite

NODES
4
1
1
9
2
18

infinite
infinite

13
2

STATE
idle~
idle
idle%
idle~
mix#
idle~

NODELIST
efa-dy-c5n18xlarge-[1-4]
efa-st-c5n18xlarge-1
gpu-dy-g38xlarge-1
gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
ondemand-dy-c52xlarge-[1-2]
ondemand-dy-c52xlarge-[3-10],ondemand-dy-t2xlarge-

idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
idle spot-st-t2large-[1-2]

spot-st-t2large-[1-2] ノードと efa-st-c5n18xlarge-1 ノードには、すでにバッキングインス
タンスが設定されており、使用可能です。ondemand-dy-c52xlarge-[1-2] ノードは POWER_UP 状態
であり、数分以内に利用可能になるはずです。gpu-dy-g38xlarge-1 ノードは POWER_DOWN 状態であ
り、scaledown_idletime (p. 427) (デフォルトは 120 秒) 後に POWER_SAVING 状態へ遷移します。
他のノードはすべて POWER_SAVING 状態で、EC2 インスタンスのバックアップはありません。

使用可能なノードの操作
使用可能なノードは EC2 インスタンスによってバックアップされます。デフォルトでは、ノード名を使用
してインスタンスに直接 SSH 接続することができます (例: ssh efa-st-c5n18xlarge-1)。インスタン
スのプライベート IP アドレスは、scontrol show nodes nodename コマンドを使用して NodeAddr
フィールドを確認することで取得することができます。利用できないノードについては、NodeAddr
フィールドは稼働中の EC2 インスタンスにポイントしてはいけません。ノード名と同じにする必要があり
ます。

ジョブの状態および送信
通常、送信されたジョブはすぐにシステム内のノードに割り当てられ、すべてのノードが割り当てられて
いる場合は保留状態になります。
ジョブに割り当てられたノードに POWER_SAVING 状態のノードが含まれる場合、ジョブは、CF または
CONFIGURING 状態で開始されます。このとき、ジョブは POWER_SAVING 状態のノードが POWER_UP 状
態に遷移し、利用可能になるのを待ちます。
ジョブに割り当てられたすべてのノードが利用可能になると、RUNNING (R) 状態になります。
デフォルトでは、すべてのジョブはデフォルトのキュー (Slurm ではパーティションと呼ばれます) に送信
されます。これは、キュー名の後に * サフィックスが付くことで示されます。-p ジョブ送信オプション
を使用してキューを選択することができます。
すべてのノードには、ジョブ送信コマンドで使用可能な次の機能が設定されています。
• インスタンスタイプ (例: c5.xlarge)
• ノードタイプ (dynamic または static のいずれか)。
scontrol show nodes nodename コマンドを使用して AvailableFeatures リストを確認すること
で、特定のノードで利用可能なすべての機能を確認することができます。
もう一つ考慮しなければならないのは、ジョブです。まず、クラスターの初期状態を考えてみましょ
う。sinfo コマンドを実行することで確認できます。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
efa
up
efa
up
gpu
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite

NODES
4
1
10

STATE
idle~
idle
idle~

NODELIST
efa-dy-c5n18xlarge-[1-4]
efa-st-c5n18xlarge-1
gpu-dy-g38xlarge-[1-10]
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ondemand
[1-10]
spot*
spot*

up

infinite

20

idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10],ondemand-dy-t2xlarge-

up
up

infinite
infinite

13
2

idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
idle spot-st-t2large-[1-2]

なお、spot はデフォルトのキューです。* というサフィックスで表示されます。
1 つの静的ノードへのジョブをデフォルトキュー (spot) に送信します。
$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static

ある動的ノードへのジョブを EFA キューに送信します。
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic

c5.2xlarge ノード 8 台、t2.xlarge ノード 2 台のジョブを ondemand キューに送信します。
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"

ある GPU ノードへのジョブを gpu キューに送信します。
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1

ここで、squeue コマンドを使ったジョブの状態を考えてみます。
$ squeue

JOBID PARTITION
12 ondemand
[1-8],ondemand-dy-t2xlarge-[1-2]
13
gpu
7
spot
8
efa

NAME
wrap

USER ST
ubuntu CF

TIME
0:36

wrap
wrap
wrap

ubuntu CF
ubuntu R
ubuntu R

0:05
2:48
0:39

NODES NODELIST(REASON)
10 ondemand-dy-c52xlarge1 gpu-dy-g38xlarge-1
1 spot-st-t2large-1
1 efa-dy-c5n18xlarge-1

ジョブ 7 と 8 (spot と efa のキュー) はすでに実行中です (R)。ジョブ 12 と 13 はまだ設定中 (CF) で、お
そらくインスタンスが利用できるようになるのを待っています。
# Nodes states corresponds to state of running jobs
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
efa
up
infinite
3 idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-4]
efa
up
infinite
1
mix efa-dy-c5n18xlarge-1
efa
up
infinite
1
idle efa-st-c5n18xlarge-1
gpu
up
infinite
1
mix~ gpu-dy-g38xlarge-1
gpu
up
infinite
9 idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
ondemand
up
infinite
10
mix# ondemand-dy-c52xlarge-[1-8],ondemand-dy-t2xlarge[1-2]
ondemand
up
infinite
10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[9-10],ondemand-dy-t2xlarge[3-10]
spot*
up
infinite
13 idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
spot*
up
infinite
1
mix spot-st-t2large-1
spot*
up
infinite
1
idle spot-st-t2large-2

ノードの状態および機能
通常、ノードの状態は、このトピックで前述したクラウドノードライフサイクルの特定のプロセスに従っ
て、AWS ParallelCluster によってフルマネージドされます。
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ただし、AWS ParallelCluster は DOWN や DRAINED 状態の不健全なノードや、不健全なバッキングインス
タンスを持つノードも置き換えたり終了させたりします。詳細については、「clustermgtd (p. 436)」
を参照してください。

パーティションの状態
AWS ParallelCluster は以下のパーティション状態をサポートしています。Slurm パーティションは AWS
ParallelCluster のキューです。
• UP: パーティションがアクティブ状態であることを示します。これは、パーティションのデフォルトの
状態です。この状態では、パーティション内のすべてのノードがアクティブで、使用可能な状態です。
• INACTIVE: パーティションが非アクティブ状態であることを示す。この状態では、非アクティブなパー
ティションのノードをバックアップしているインスタンスはすべて終了します。非アクティブなパー
ティションのノードには、新しいインスタンスは起動しません。

pcluster の起動と停止
pcluster stop (p. 369) を実行すると、すべてのパーティションが INACTIVE の状態になり、AWS
ParallelCluster プロセスではパーティションを INACTIVE の状態になります。
pcluster start (p. 368) を実行すると、最初はすべてのパーティションが UP の状態になります。し
かし、AWS ParallelCluster プロセスはパーティションを UP の状態に変えません。パーティションの状態
を手動で変更する必要があります。数分後、すべての静的ノードが使用可能になります。パーティション
を UP に設定しても、動的容量は向上しません。initial_count (p. 398) が max_count (p. 398) よ
り大きい場合、パーティションの状態が UP 状態に変化したときに initial_count (p. 398) が満たさ
れない可能性があります。
pcluster start (p. 368) と pcluster stop (p. 369) が動作している場合、pcluster
status (p. 369) コマンドを実行して ComputeFleetStatus を確認することで、クラスターの状態を
確認することができます。考えられる状態を以下に示します。
• STOP_REQUESTED: pcluster stop (p. 369) リクエストがクラスターに送信されます。
• STOPPING: pcluster プロセスは現在、クラスターを停止しています。
• STOPPED: pcluster プロセスは停止処理を終了し、すべてのパーティションは INACTIVE 状態にな
り、すべてのコンピューティングインスタンスは終了しました。
• START_REQUESTED: pcluster start (p. 368) リクエストがクラスターに送信されます。
• STARTING: pcluster プロセスは現在、クラスターを起動中です
• RUNNING: pcluster プロセスは起動処理を終了し、すべてのパーティションが UP 状態になり、数分後
に静的ノードが利用可能になります。

キューの手動制御
場合によっては、クラスター内のノードやキュー (Slurm ではパーティションと呼ばれます) を手動で制御
したいことがあります。次の共通の手順でクラスター内のノードを管理することができます。
• で動的ノードをパワーアップPOWER_SAVINGステータス: を実行しますscontrol update
nodename=nodename state=power_upプレースホルダーをコマンドまたはサブミットするsleep
1一定数のノードをリクエストして依存しているジョブSlurm必要な数のノードを起動します。
• 前に動的ノードの電源を切るscaledown_idletime (p. 427): ダイナミックノードをに設
定DOWNとscontrol update nodename=nodename state=downコマンド。AWS ParallelCluster
ダウンしたダイナミックノードを自動的に終了してリセットします。一般に、scontrol update
nodename=nodename state=power_down コマンドを使用してノードを直接 POWER_DOWN に設定す
ることは推奨しません。これは、AWS ParallelCluster が自動的にパワーダウン処理を行うためです。手
動で行う必要がありません。そのため、可能な限りノードを DOWN に設定することをお勧めします。
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• キュー (パーティション) を無効にするか、特定のパーティションのすべての静的ノードを停止しま
す。特定のキューを次のように設定INACTIVEとscontrol update partition=queue name
state=inactiveコマンド。この操作により、パーティション内のすべてのインスタンスバッキング
ノードが終了します。
• キュー (パーティション) を有効にする: 特定のキューを次のように設定INACTIVEとscontrol update
partition=queue name state=upコマンド。

スケーリング動作および調整
ここでは、通常のスケーリングワークフローの例を示します。
• スケジューラは、2 つのノードを必要とするジョブを受け取ります。
• スケジューラは 2 つのノードを POWER_UP 状態に遷移させ、ノード名 (例: queue1-dy-c5xlarge[1-2]) で ResumeProgram を呼び出す。
• ResumeProgram は EC2 インスタンスを 2 台起動し、queue1-dy-c5xlarge-[1-2] のプライベート
IP アドレスとホストネームを割り当て、ResumeTimeout (デフォルトの期間は 60 分 (1 時間)) を待っ
てからノードのリセットを行います。
• インスタンスが設定され、クラスターに参加します。インスタンス上でジョブの実行を開始します。
• ジョブが完了しました。
• 設定された SuspendTime が経過した後 (scaledown_idletime (p. 427) に設定されています)、イ
ンスタンスはスケジューラによって POWER_SAVING 状態になります。スケジューラは queue1-dyc5xlarge-[1-2] を POWER_DOWN 状態にし、ノード名で SuspendProgram を呼び出します。
• SuspendProgram は 2 つのノードに対して呼び出されます。ノードは、例えば SuspendTimeout
のために idle% を維持することで、POWER_DOWN 状態を維持します (デフォルトの期間は 120 秒 (2
分))。clustermgtd は、ノードがパワーダウンしていることを検出した後、バッキングインスタンスを
終了します。その後、queue1-dy-c5xlarge-[1-2] をアイドル状態に設定し、プライベート IP アド
レスとホスト名をリセットして、将来のジョブのために再びパワーアップできるようにします。
ここで、処理がうまくいかず、何らかの理由で特定のノードのインスタンスが起動できない場合、次のよ
うなことが起こります。
• スケジューラは、2 つのノードを必要とするジョブを受け取ります。
• スケジューラは 2 つのクラウドでのバーストノードを POWER_UP 状態にし、ノード名で
ResumeProgram を呼び出します (例: queue1-dy-c5xlarge-[1-2])。
• ResumeProgram は EC2 インスタンスを 1 台だけ起動し、queue1-dy-c5xlarge-1 の設定を行いま
したが、queue1-dy-c5xlarge-2 用のインスタンスの起動に失敗しました。
• queue1-dy-c5xlarge-1 は影響を受けず、POWER_UP の状態になった後にオンラインになります。
• queue1-dy-c5xlarge-2 は POWER_DOWN 状態になり、Slurm がノード障害を検出したため、自動的
にジョブが再クエリされます。
• queue1-dy-c5xlarge-2 は SuspendTimeout の後に利用可能になります (デフォルトは 120 秒 (2
分))。その間、ジョブは再キューされ、別のノードで実行を開始することができます。
• 上記のプロセスは、使用可能なノードで障害が発生せずにジョブを実行できるようになるまで繰り返さ
れます。
必要に応じて調整可能な 2 つのタイミングパラメータがあります。
• ResumeTimeout (デフォルトは 60 分 (1 時間)): ResumeTimeout は、Slurm がノードをダウン状態に
するまでの待ち時間を制御します。
• インストール前後の処理に時間がかかる場合は、これを拡張するのも有効です。
• これは、また、問題が発生した場合にノードを交換またはリセットするまでに、AWS ParallelCluster
が待機する最大時間です。コンピューティングノードは、起動時やセットアップ時に何らかのエラー
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が発生した場合、自己終了します。次に、AWS ParallelCluster プロセスは、インスタンスが終了した
ことを確認すると、ノードの交換を行います。
• SuspendTimeout (デフォルトは 120 秒 (2 分))。SuspendTimeout は、ノードがシステムに戻され、
再び使用できるようになるまでの時間を制御します。
• SuspendTimeout が短いと、ノードのリセットが早くなり、Slurm はより頻繁にインスタンスの起動
を試みることができます。
• SuspendTimeout が長いと、故障したノードのリセットが遅くなります。その間、Slurm は他のノー
ドの利用を試みます。SuspendTimeout が数分以上であれば、Slurm はシステム内の全ノードの循環
を試みます。1,000 ノード以上の大規模システムでは、失敗したジョブを頻繁に再キューイングする
ことによって Slurm のストレスを軽減するために、より長い SuspendTimeout が有効であると考え
られます。
• SuspendTimeout は、AWS ParallelCluster がノードのバッキングインスタンスを終了させる間、待
ち時間を参照していません。power down ノードのバックアップインスタンスは即座に終了します。
通常、終了プロセスは数分で完了します。ただし、この間、ノードはパワーダウン状態にあり、スケ
ジューラで利用することはできません。

新しいアーキテクチャのログ
次のリストは、マルチキューアーキテクチャのキーログを含んでいます。Amazon
で使われているログストリーム名 CloudWatch ログには次の形式がありま
す{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}、各パラメータlogIdentifierでは、ログ名の
後に続きます。詳細については、「Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 345)」を参照してください。
• ResumeProgram:
/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
• SuspendProgram:
/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
• clustermgtd:
/var/log/parallelcluster/clustermgtd.log (clustermgtd)
• computemgtd:
/var/log/parallelcluster/computemgtd.log (computemgtd)
• slurmctld:
/var/log/slurmctld.log (slurmctld)
• slurmd:
/var/log/slurmd.log (slurmd)

よくある問題とデバッグの方法:
起動、パワーアップ、またはクラスターへの参加に失敗したノード:
• 動的ノード:
• ResumeProgram ログを確認し、ノードで ResumeProgram が呼び出されたことがあるかどうかを確
認します。そうでない場合は、slurmctld ログを確認し、Slurm がノードで ResumeProgram に電
話をかけようとしたことがあるかどうかを判断します。ResumeProgram のパーミッションが正しく
ない場合、サイレントで失敗することがあります。
• ResumeProgram が呼び出された場合、そのノードに対してインスタンスが起動されたかどうかを確
認します。インスタンスを起動できない場合は、インスタンスの起動に失敗した理由を示す明確なエ
ラーメッセージが表示されます。
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• インスタンスが起動した場合、ブートストラッププロセスの実行時に何らかの問題が発生した可能性
があります。対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID をResumeProgramで特定のイン
スタンスの対応するブートストラップのログを記録して見ます CloudWatch ログ。
• 静的ノード:
• clustermgtd ログをチェックして、ノードに対してインスタンスが起動されたかどうかを確認しま
す。そうでない場合は、インスタンスの起動に失敗した原因について、明確なエラーが表示されるは
ずです。
• インスタンスを起動していた場合、ブートストラップ処理中に何らかの問題が発生しています。対応
するプライベート IP とインスタンス ID をclustermgtdで特定のインスタンスの対応するブートス
トラップのログを記録して見ます CloudWatch ログ。
ノードが予期せず置換または終了したノードの障害
• ノードが予期せず置換または終了したノード
• 通常、clustermgtd はすべてのノードのメンテナンスアクションを処理します。clustermgtd が
ノードを置換または終了させたかどうかを確認するには、clustermgtd のログを確認します。
• clustermgtd がノードを置換または終了させた場合、その理由を示すメッセージが表示されます。
スケジューラ関連 (ノードが DOWN だった場合など) の場合は、slurmctld ログで詳細を確認しま
す。その理由がEC2関連なら、ツールを使用して、そのインスタンスのステータスまたはログを確認
します。例えば、インスタンスにスケジュールされたイベントがあったかどうか、EC2 ヘルスステー
タスのチェックに失敗したかどうかを確認できます。
• clustermgtd がノードを終了させなかった場合、computemgtd がノードを終了させたか、EC2 が
スポットインスタンスを再要求するためにインスタンスを終了させたかどうかを確認します。
• ノードの障害
• 通常、ノードに障害が発生した場合、ジョブは自動的に再キューされます。slurmctld ログを見
て、ジョブやノードがなぜ失敗したかを確認し、そこから状況を分析します。
インスタンスの置換やターミネーション時の障害、ノードのパワーダウン時の障害
• 一般に、clustermgtd は期待されるすべてのインスタンス終了アクションを処理しま
す。clustermgtd ログを見て、ノードの置換または終了に失敗した理由を確認する。
• scaledown_idletime (p. 427) に失敗した動的ノードの場合、SuspendProgram のログから、特定
のノードを引数にした slurmctld によるプログラムがあるかどうかを確認します。SuspendProgram
は実際に特定のアクションを実行するわけではありません。呼び出されたときだけログに記録されま
す。すべてのインスタンスの終了と NodeAddr リセットは clustermgtd により完了します。Slurm は
IDLE の後、SuspendTimeout にノードを入れます。
その他の問題
• AWS ParallelCluster がジョブの割り当てやスケーリングを決定することはありません。Slurm の指示に
従い、リソースを起動、終了、維持を試みるだけです。
ジョブの割り当て、ノードの割り当て、スケーリングの決定に関する問題については、slurmctld ロ
グを見てエラーを確認します。

Torque Resource Manager (torque)
Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。2.11.4までのバージョンで引き続き使用できますが、future アップデート
やトラブルシューティングサポートの対象にはなりませんAWSのサービスAWSSupport チーム。
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AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 以前の使用Torque Resource Manager6.1.2。Torque Resource
Manager 6.1.2 の詳細については、「http://docs.adaptivecomputing.com/torque/6-1-2/releaseNotes/
torquerelnote.htm」を参照してください。ドキュメントについては、「http://docs.adaptivecomputing.com/
torque/6-1-2/adminGuide/torque.htm」を参照してください。出典コードについては、「https://github.com/
adaptivecomputing/torque/tree/6.1.2」を参照してください。
AWS ParallelCluster バージョン 2.4.0 以前は、Torque Resource Manager 6.0.2 を使用していま
す。リリースノートについては、「http://docs.adaptivecomputing.com/torque/6-0-2/releaseNotes/
torqueReleaseNotes6.0.2.pdf」を参照してください。ドキュメントについては、「http://
docs.adaptivecomputing.com/torque/6-0-2/adminGuide/help.htm」を参照してください。出典コードについ
ては、「https://github.com/adaptivecomputing/torque/tree/6.0.2」を参照してください。

AWS Batch (awsbatch)
AWS Batch の詳細については、「AWS Batch」を参照してください。ドキュメントについては、「AWS
Batch IAM ユーザーガイド」を参照してください。
AWS ParallelCluster の AWS Batch CLI コマンド
awsbatch スケジューラを使用すると、AWS Batch の AWS ParallelCluster CLI コマンドは、AWS
ParallelCluster ヘッドノードに自動的にインストールされます。CLI は AWS Batch API のオペレーション
を使用し、次の操作を許可します。
• ジョブの送信と管理
• ジョブ、キュー、ホストのモニタリング
• 従来のスケジューラコマンドのミラーリング

Important
AWS ParallelCluster用の GPU ジョブをサポートしていませんAWS Batch。詳細については、次
を参照してください。GPU ジョブ。
トピック
• awsbsub (p. 338)
• awsbstat (p. 340)
• awsbout (p. 341)
• awsbkill (p. 342)
• awsbqueues (p. 342)
• awsbhosts (p. 342)

awsbsub
ジョブをクラスターのジョブキューに送信します。
awsbsub [-h] [-jn JOB_NAME] [-c CLUSTER] [-cf] [-w WORKING_DIR]
[-pw PARENT_WORKING_DIR] [-if INPUT_FILE] [-p VCPUS] [-m MEMORY]
[-e ENV] [-eb ENV_DENYLIST] [-r RETRY_ATTEMPTS] [-t TIMEOUT]
[-n NODES] [-a ARRAY_SIZE] [-d DEPENDS_ON]
[command] [arguments [arguments ...]]

Important
AWS ParallelCluster用の GPU ジョブをサポートしていませんAWS Batch。詳細については、次
を参照してください。GPU ジョブ。
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位置引数
command
ジョブを送信するか (指定したコマンドがコンピューティングインスタンスで使用可能である必要があ
ります)、転送するファイル名を指定します。「--command-file」も参照してください。
arguments
(オプション) コマンドまたはコマンドファイルの引数を指定します。

名前付き引数
-jn JOB_NAME, --job-name JOB_NAME
ジョブの名前を指定します。最初の文字はアルファベットまたは数字でなければなりません。ジョブ
名には、アルファベット (大文字、小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを含めることができ、
最大 128 文字まで使用可能です。
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターを指定します。
-cf, --command-file
コマンドがコンピューティングインスタンスに転送されるファイルであることを示します。
デフォルト: False
-w WORKING_DIR, --working-dir WORKING_DIR
ジョブの作業ディレクトリとして使用するフォルダを指定します。作業ディレクトリが指定されない
場合、ジョブは、ユーザーのホームディレクトリの job-<AWS_BATCH_JOB_ID> サブフォルダで実
行されます。このパラメータ、または --parent-working-dir パラメータを使用できます。
-pw PARENT_WORKING_DIR, --parent-working-dir PARENT_WORKING_DIR
ジョブの作業ディレクトリの親フォルダを指定します。親の作業ディレクトリが指定されない場合、
デフォルトはユーザーのホームディレクトリに設定されます。job-<AWS_BATCH_JOB_ID> という
名前のサブフォルダが親の作業ディレクトリに作成されます。このパラメータ、または --workingdir パラメータを使用できます。
-if INPUT_FILE, --input-file INPUT_FILE
コンピューティングインスタンスに転送するファイル (ジョブの作業ディレクトリ内) を指定します。
複数の入力ファイルのパラメータを指定できます。
-p VCPUS, --vcpus VCPUS
コンテナ用に予約する vCPU の数を指定します。–nodes を指定すると、ノードごとの vCPU の数が
識別されます。
デフォルト: 1
-m MEMORY, --memory MEMORY
ジョブに送信するメモリのハード制限 (MiB 単位) を指定します。ここで指定したメモリ制限を超えよ
うとすると、ジョブは強制終了されます。
デフォルト: 128
-e ENV, --env ENV
ジョブ環境にエクスポートする環境変数名のカンマ区切りリストを指定します。すべての環境変数を
エクスポートするには、「all」を指定します。「all」の環境変数のリストには、–env-blacklist
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パラメータに一覧表示されている変数や、プレフィックスが PCLUSTER_* または AWS_* の変数は含
まれません。
-eb ENV_DENYLIST, --env-blacklist ENV_DENYLIST
ジョブ環境にエクスポートしない環境変数名のカンマ区切りリストを指定しま
す。HOME、PWD、USER、PATH、LD_LIBRARY_PATH、TERM、および TERMCAP はデフォルトでエク
スポートされません。
-r RETRY_ATTEMPTS, --retry-attempts RETRY_ATTEMPTS
ジョブを RUNNABLE ステータスに移行する回数を指定します。1〜10 回の試行を指定できます。試行
回数の設定値が 1 より大きい場合にジョブが失敗すると、RUNNABLE ステータスに変わるまで、指定
された回数分、再試行します。
デフォルト: 1
-t TIMEOUT, --timeout TIMEOUT
ジョブが終了していない場合に AWS Batch がジョブを終了するまでの時間 (ジョブ試行の
startedAt タイムスタンプから計測) を秒単位で指定します。タイムアウト値は 60 秒以上に指定す
る必要があります。
-n NODES, --nodes NODES
ジョブ用に予約するノード数を指定します。マルチノード並列送信が有効になるように、このパラ
メータに値を指定します。

Note
cluster_type (p. 380) パラメータが spot に設定されている場合、マルチノード並列
ジョブはサポートされません。
-a ARRAY_SIZE, --array-size ARRAY_SIZE
配列のサイズを示します。2 から 10,000 までの値を指定できます。ジョブの配列プロパティを指定し
た場合は、配列ジョブになります。
-d DEPENDS_ON, --depends-on DEPENDS_ON
ジョブの依存関係のセミコロン区切りリストを指定します。ジョブは最大 20 個のジョブに依存
します。配列ジョブのジョブ ID を指定せずに、SEQUENTIAL タイプの依存関係を指定できま
す。シーケンシャルな依存関係では、各子配列ジョブがインデックス 0 から開始して順番に完
了します。また、配列ジョブのジョブ ID を使用して N_TO_N タイプの依存関係を指定すること
もできます。N_TO_N の依存関係では、このジョブの各インデックスの子は各依存関係の対応
するインデックスの子が完了するまで待機してから開始されます。このパラメータの構文は、
「jobId=<string>,type=<string>;...」です。

awsbstat
クラスターのジョブキューに送信されたジョブを表示します。
awsbstat [-h] [-c CLUSTER] [-s STATUS] [-e] [-d] [job_ids [job_ids ...]]

位置引数
job_ids
出力に表示するジョブ ID のスペース区切りリストを指定します。ジョブがジョブ配列の場合は、すべ
ての子ジョブが表示されます。単一のジョブがリクエストされた場合は、詳細バージョンで表示され
ます。
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名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターを示します。
-s STATUS, --status STATUS
含めるジョブステータスのカンマ区切りリストを指定します。
デフォルトのジョブのステータスは「active」です。有効な値
は、SUBMITTED、PENDING、RUNNABLE、STARTING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、ALL で
す。
デフォルト値は、SUBMITTED、PENDING、RUNNABLE、STARTING、RUNNING です。
-e, --expand-children
子を含むジョブを拡張します (配列とマルチノードの並列ジョブのいずれも)。
デフォルト: False
-d, --details
ジョブの詳細を表示します。
デフォルト: False

awsbout
指定されたジョブの出力を表示します。
awsbout [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - hd HEAD ] [ - t TAIL ] [ - s ] [ - sp STREAM_PERIOD
] job_id

位置引数
job_id
ジョブ ID を指定します。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターを示します。
-hd HEAD, --head HEAD
ジョブ出力の最初の HEAD 行を取得します。
-t TAIL, --tail TAIL
ジョブ出力の最後の <tail> 行を取得します。
-s, --stream
ジョブ出力を取得してから、追加の出力が生成されるのを待ちます。ジョブ出力の最新の <tail> 行か
ら開始するには、この引数に –tail を指定します。
デフォルト: False
-sp STREAM_PERIOD, --stream-period STREAM_PERIOD
ストリーミング期間を設定します。
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デフォルト: 5

awsbkill
クラスターに送信されたジョブをキャンセルし、終了します。
awsbkill [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - r REASON ] job_ids [ job_ids ... ]

位置引数
job_ids
キャンセルまたは終了するジョブ ID のスペース区切りリストを指定します。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターの名前を示します。
-r REASON, --reason REASON
キャンセル理由と合わせて、ジョブにアタッチするメッセージを示します。
デフォルト:「Terminated by the user」

awsbqueues
クラスターに関連付けられているジョブキューを表示します。
awsbqueues [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - d ] [ job_queues [ job_queues ... ]]

位置引数
job_queues
表示するキュー名のスペース区切りリストを指定します。単一のキューがリクエストされた場合は、
詳細バージョンで表示されます。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターの名前を指定します。
-d, --details
キューの詳細を表示するかどうかを示します。
デフォルト: False

awsbhosts
クラスターのコンピューティング環境に属するホストを表示します。
awsbhosts [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - d ] [ instance_ids [ instance_ids ... ]]
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位置引数
instance_ids
インスタンス ID のスペース区切りリストを指定します。単一のインスタンスがリクエストされた場合
は、詳細バージョンで表示されます。

名前付き引数
-c CLUSTER, --cluster CLUSTER
使用するクラスターの名前を指定します。
-d, --details
ホストの詳細を表示するかどうかを示します。
デフォルト: False

AWS ParallelClusterリソースとタグ付け
とAWS ParallelClusterタグを作成して追跡および管理できますAWS ParallelClusterリソースの料金を見積
もることができます。必要なタグを定義しますAWS CloudFormation内のすべてのクラスタリソースを作
成して伝達するにはtags (p. 396)クラスター設定ファイルのセクション では、以下のようなタグを使
用することもできますAWS ParallelClusterリソースを追跡および管理するために自動的に生成されます。
クラスターを作成すると、クラスターとそのリソースにはAWS ParallelClusterそしてAWSこのセクション
で定義されているシステムタグ。
AWS ParallelClusterクラスターインスタンス、ボリューム、およびリソースにタグを適用します。クラス
タースタックを特定するには、AWS CloudFormation適用するAWSクラスターインスタンスへのシステム
タグ。クラスター EC2 起動テンプレートを識別するために、EC2 はインスタンスにシステムタグを適用
します。これらのタグを使用して、AWS ParallelClusterリソースの料金を見積もることができます。
修正することはできませんAWSシステムタグ。への影響を避けるためにAWS ParallelCluster機能、変更し
ないでくださいAWS ParallelClusterタグ。
以下は、の例ですAWSのシステムタグAWS ParallelCluster資源。これらは変更できません。
"aws:cloudformation:stack-name"="parallelcluster-clusternameMasterServerSubstack-ABCD1234EFGH"

以下は例ですAWS ParallelClusterタグはリソースに適用されます。それらを修正しないでください。
"aws-parallelcluster-node-type"="Master"
"Name"="Master"
"Version"="2.11.7"

これらのタグは、の EC2 セクションで確認できます。AWS Management Console。

タグの表示
1.
2.

次の EC2 コンソールを操作してください。https://console.aws.amazon.com/ec2/。
すべてのクラスタータグを表示するには、タグナビゲーションペインで。
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3.

クラスタータグをインスタンスごとに表示するには、インスタンスナビゲーションペインで。

4.

クラスターインスタンスを選択します。

5.

選択してくださいタグを管理するタブでインスタンスの詳細を開き、タグを表示します。

6.

選択してください収納家具インスタンス詳細のタブ。

7.

SELECTボリューム ID。

8.

In (イン)ボリュームで、音量を選択します。

9.

選択してくださいタグタブでボリューム詳細を開き、タグを表示します。

AWS ParallelClusterヘッドノードのインスタンスタグ
キー

タグ値

ClusterName

clustername

Name

Master

Application

parallelcluster-clustername

aws:ec2launchtemplate:id

lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version

1

aws-parallelcluster-node-type

Master

aws:cloudformation:stack-name

parallelcluster-clusternameMasterServerSubstack-ABCD1234EFGH

aws:cloudformation:logical-id

MasterServer

aws:cloudformation:stack-id

arn:aws:cloudformation:regionid:ACCOUNTID:stack/
parallelcluster-clusternameMasterServerSubstack-ABCD1234EFGH/
1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0

Version

2.11.7

AWS ParallelClusterヘッドノードルートボリュームタグ
タグキー

タグ値

ClusterName

clustername

Application

parallelcluster-clustername

aws-parallelcluster-node-type

Master

AWS ParallelClusterコンピューティングノードインスタンスタグ
キー

タグ値

ClusterName

clustername

aws-parallelcluster-node-type

Compute

aws:ec2launchtemplate:id

lt-1234567890abcdef0

344

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
アマゾン CloudWatch ダッシュボード

キー

タグ値

aws:ec2launchtemplate:version

1

QueueName

queue-name

Version

2.11.7

AWS ParallelClusterコンピュートノードのルートボリュームタグ
タグキー

タグ値

ClusterName

clustername

Application

parallelcluster-clustername

aws-parallelcluster-node-type

Compute

QueueName

queue-name

Version

2.11.7

アマゾン CloudWatch ダッシュボード
先頭が一致AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0、Amazon CloudWatch ダッシュボード
は、クラスターの作成時に作成されます。これにより、クラスター内のノードのモニタ
リングや、Amazon に保存されたログの確認が容易になります。 CloudWatch ログ。ダッ
シュボードの名前は parallelcluster-ClusterName-Region です。ClusterNameは
クラスターの名前で#####はAWS リージョンクラスターの。ダッシュボードはコン
ソールから、または https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?
region=Region#dashboards:name=parallelcluster-ClusterName を開くことでアクセスできま
す。
Amazon の詳細については CloudWatch ダッシュボード、を参照してくださいAmazon を使用する
CloudWatch ダッシュボード()アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
アマゾンを作りたくない場合 CloudWatch ダッシュボードでは、次の手順を完了する必要がありま
す。まず、追加します[dashboard]セクション (p. 400)設定ファイルに追加し、そのセクションの
名前をの値として追加しますdashboard_settings (p. 382)あなたでの設定[cluster]セクショ
ン (p. 376)。[dashboard] セクション (p. 400)で、enable (p. 400) = false を設定します。
例えば、[dashboard] セクション (p. 400)の名前をmyDashboard、[cluster] セクショ
ン (p. 376)の名前を myCluster とすると、以下のような変更になります。
[cluster MyCluster]
dashboard_settings = MyDashboard
...
[dashboard MyDashboard]
enable = false

Amazon との統合 CloudWatch ログ
先頭が一致AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0 では、共通ログが格納されます CloudWatch デフォ
ルトでは、ログに記録されます。の詳細については CloudWatch ログ、「」を参照してくださいアマ
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ゾン CloudWatch Logs ユーザーガイド。を設定するには CloudWatch ログ統合。を参照してくださ
い。[cw_log]セクション (p. 399)そしてcw_log_settings (p. 382)設定。
ロググループは、クラスターごとに /aws/parallelcluster/cluster-name という名前 (例: /aws/
parallelcluster/testCluster) で作成されます。ノード別の各ログ (またはパスに * が含まれている
場合はログのセット) には、{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier} という名前のログスト
リームが存在します。(例: ip-172-31-10-46.i-02587cf29cc3048f3.nodewatcher) ログデータの
送信先 CloudWatch によってCloudWatch エージェント、これは次のように実行されますrootすべてのク
ラスターインスタンスで。
先頭が一致AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0、Amazon CloudWatch ダッシュボードは、クラスター
作成時に作成されます。このダッシュボードでは、に保存されているログを簡単に確認することができま
す CloudWatch ログ。詳細については、「アマゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 345)」を参照してく
ださい。
以下のリストには、ログのパスとそれらのログに使用される logIdentifier が含まれます。
• /opt/sge/default/spool/qmaster/messages (sge-qmaster)
• /var/log/cfn-init.log (cfn-init)
• /var/log/chef-client.log (chef-client)
• /var/log/cloud-init.log (cloud-init)
• /var/log/cloud-init-output.log (cloud-init-output)
• /var/log/dcv/agent.*.log (dcv-agent)
• /var/log/dcv/dcv-xsession.*.log (dcv-xsession)
• /var/log/dcv/server.log (dcv-server)
• /var/log/dcv/sessionlauncher.log (dcv-session-launcher)
• /var/log/dcv/Xdcv.*.log (Xdcv)
• /var/log/jobwatcher (jobwatcher)
• /var/log/messages (system-messages)
• /var/log/nodewatcher (nodewatcher)
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd (clustermgtd)
• /var/log/parallelcluster/computemgtd (computemgtd)
• /var/log/parallelcluster/pcluster_dcv_authenticator.log (dcv-authenticator)
• /var/log/parallelcluster/pcluster_dcv_connect.log (dcv-ext-authenticator)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
• /var/log/slurmctld.log (slurmctld)
• /var/log/slurmd.log (slurmd)
• /var/log/sqswatcher (sqswatcher)
• /var/log/supervisord.log (supervisord)
• /var/log/syslog (syslog)
•

Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterでは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。
/var/spool/sge/*/messages (sge-exec-daemon)

• /var/spool/torque/client_logs/* (torque-client)
346

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
Elastic Fabric Adapter

• /var/spool/torque/server_logs/* (torque-server)
を使用するクラスター内のジョブAWS Batcha に達したジョブの出力を保存するRUNNING,SUCCEEDED、
またはFAILEDステータス CloudWatch ログ。ロググループは /aws/batch/job、ログストリーム名形式
は jobDefinitionName/default/ecs_task_id です。デフォルトでは、このログは永久に失効しま
せんが、保持期間を変更することもできます。詳細については、次を参照してください。ログデータ保管
期間を変更する CloudWatch ログ()アマゾン CloudWatch Logs ユーザーガイド。

Note
chef-client、cloud-init-output、clustermgtd、computemgtd、slurm_resume、
および slurm_suspend は AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で追加されました。にとって
AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0、/var/log/cfn-init-cmd.log(cfn-init-cmd) と/
var/log/cfn-wire.log(cfn-wire）も保存されていました CloudWatch ログ。

Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) は、同じサブネット上の他のインスタンスとの低レイテンシーのネットワー
ク通信用の OS バイパス機能を備えたネットワークデバイスです。EFA は Libfabric を使用して公開され、
メッセージングパッシングインターフェイス (MPI) を使用するアプリケーションで使用できます。
で EFA を使用するにはAWS ParallelCluster、行を追加enable_efa = trueに[queue]セクショ
ン (p. 419)。
EFA をサポートする EC2 インスタンスのリストを表示するには、以下を参照してください。サポートさ
れるインスタンスタイプ()Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
の詳細についてはenable_efa設定、を参照してくださいenable_efa (p. 421)()[queue]セクショ
ン (p. 419)。
クラスタープレイスメントグループは、インスタンス間のレイテンシーを最小限に抑えるために使用する
必要があります。詳細については、placement (p. 390) および placement_group (p. 391) を参照し
てください。
詳細については、次を参照してください。Elastic Fabric Adapter()Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドそして伸縮自在なファブリックアダプタで HPC ワークロードを拡張し、AWS
ParallelCluster()AWSオープンソースブログ。

Note
デフォルトでは、Ubuntu ディストリビューションにより ptrace (プロセストレース) 保護が有効
になります。AWS ParallelCluster 2,6.0 以降、Libfabric が適切に機能するように、ptrace 保護が
無効になります。詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Disable ptrace protection」(終了保護の無効化) を
参照してください。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で Arm ベースの Graviton2 インスタンス上で EFA をサ
ポートしました。

インテル Select ソリューション
AWS ParallelCluster は、シミュレーションおよびモデリング用のインテル Select ソリューションとして
提供されます。構成は、インテル HPC プラットフォーム仕様で定められた基準を満たすことが検証さ
れ、特定のインテルインスタンスタイプを使用し、Elastic Fabric Adapter (p. 347) (EFA) ネットワークイ
ンターフェースを使用するように構成されています。AWS ParallelCluster は、インテル Select ソリュー
ションズプログラムの要件を満たした最初のクラウドソリューションです。サポートしているインスタン
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スタイプには c5n.18xlarge、m5n.24xlarge、r5n.24xlarge などがあります。インテル Select ソ
リューションズ規格に対応した構成例を以下に示します。

Example インテル Select ソリューションズの構成
[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = intel-select-solutions
[aws]
aws_region_name = <Your AWS #####>
[scaling demo]
scaledown_idletime = 5
[cluster intel-select-solutions]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = centos7
scheduler = slurm
enable_intel_hpc_platform = true
master_instance_type = c5.xlarge
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = c5n,m5n,r5n
master_root_volume_size = 200
compute_root_volume_size = 80
[queue c5n]
compute_resource_settings = c5n_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC
[compute_resource c5n_i1]
instance_type = c5n.18xlarge
max_count = 5
[queue m5n]
compute_resource_settings = m5n_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC
[compute_resource m5n_i1]
instance_type = m5n.24xlarge
max_count = 5
[queue r5n]
compute_resource_settings = r5n_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC
[compute_resource r5n_i1]
instance_type = r5n.24xlarge
max_count = 5

AWS ParallelCluster とインテル HPC プラットフォーム仕様の詳細については、「インテル HPC プラッ
トフォームの仕様 (p. 349)」を参照してください。

Intel MPI を有効にする
インテル MPI はAWS ParallelClusterAMIalinux2,centos7,ubuntu1804、およびubuntu2004の
値base_os (p. 378)設定。インテル MPI を使用するには、「Intel simplified software license」(インテ
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ル簡易ソフトウェアライセンス) の条項を確認し、同意する必要があります。デフォルトでは、Open MPI
はパス上に配置されます。Open MPI の代わりにインテル MPI を有効にするには、まずインテル MPI モ
ジュールをロードする必要があります。その後、module load intelmpi を使用して最新版をインス
トールする必要があります。モジュールの正確な名前は、更新ごとに変更されます。使用可能なモジュー
ルを確認するには、module avail を実行します。出力は次のとおりです。
$ module avail
----------------------------------------- /usr/share/Modules/modulefiles
-----------------------------------------dot
libfabric-aws/1.8.1amzn1.3 module-info
use.own
module-git
modules
openmpi/4.0.2

null

------------------------------------------------ /etc/modulefiles
--------------------------------------------------------------------------------- /opt/intel/impi/2019.7.217/intel64/modulefiles
---------------------------------intelmpi

を使用している場合DCV (p. 351)クライアントとbase_os (p. 378)ですubuntu1804また
はubuntu2004、を参照してくださいUbuntu、インテル MPI モジュール、NICE DCV (p. 475)。
モジュールをロードするには、module load modulename を実行します。mpirun を実行するために使
用するスクリプトにこれを追加できます。
$ module load intelmpi

ロードされているモジュールを確認するには、module list を実行します。
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) intelmpi

Intel MPI が有効になっていることを確認するには、mpirun --version を実行します。
$ mpirun --version
Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2019 Update 7 Build 20200312 (id: 5dc2dd3e9)
Copyright 2003-2020, Intel Corporation.

Intel MPI モジュールがロードされると、Intel MPI ツールを使用するように複数のパスが変更されま
す。Intel MPI ツールでコンパイルされたコードを実行するには、まず Intel MPI モジュールをロードしま
す。

Note
インテル MPI は、AWS Graviton ベースのインスタンスと互換性がありません。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 以前は、中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンの AWS
ParallelCluster AMI でインテル MPI が使用できませんでした。

インテル HPC プラットフォームの仕様
AWS ParallelCluster は、Intel HPC プラットフォームの仕様に準拠しています。インテル HPC プラッ
トフォームの仕様は、コンピューティング、ファブリック、メモリ、ストレージ、ソフトウェア要件の
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セットを提供し、高水準の品質と HPC ワークロードとの互換性を確保します。詳細については、「Intel
HPC Platform Specification」(インテル HPC プラットフォームの仕様) および「Applications Verified
Compatible with the Intel HPC Platform Specification」(アプリケーションのインテル HPC プラットフォー
ムの仕様との互換性の確認) を参照してください。
Intel HPC Platform Specification に準拠するには、以下の要件を満たす必要があります。
• オペレーティングシステムは CentOS 7 (base_os (p. 378) = centos7) でなければなりません。
• コンピューティングノードのインスタンスタイプには、Intel CPU と 64 GB 以上のメモリが必要で
す。インスタンスタイプの c5 ファミリーの場合、インスタンスタイプは少なくとも c5.9xlarge
(compute_instance_type (p. 380) = c5.9xlarge) であることが必要です。
• ヘッドノードには 200 GB 以上のストレージが必要です。
• Intel Parallel Studio のエンドユーザー使用許諾契約書に同意する必要があります
(enable_intel_hpc_platform (p. 386) = true)。
• 各コンピューティングノードには、少なくとも 80 GB のストレージが必要です
(compute_root_volume_size (p. 381) = 80)。
ストレージは、ローカルまたはネットワーク (ヘッドノードの NFS 共有、Amazon EBS または FSx for
Lustre) に存在でき、共有することもできます。

Arm パフォーマンスライブラリ
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 以降、Arm パフォーマンスライブラリは AWS ParallelCluster AMI
で base_os (p. 378) 設定に対して alinux2、centos8、ubuntu1804、および ubuntu2004 値を利
用できます。Arm パフォーマンスライブラリは、Arm プロセッサ上のハイパフォーマンスコンピューティ
ングアプリケーション向けに最適化された標準コア算術ライブラリを提供します。Arm パフォーマンス
ライブラリを使用するには、Arm パフォーマンスライブラリ (無償版) - エンドユーザーライセンスの条
項を確認し、同意する必要があります。Arm パフォーマンスライブラリの詳細については、「Free Arm
Performance Libraries」(Free Arm パフォーマンスライブラリ) を参照してください。
Arm パフォーマンスライブラリを有効にするには、まず Arm パフォーマンスライブラリモジュールをロー
ドする必要があります。Armpl-21.0.0 は要件として GCC-9.3 が必要で、armpl/21.0.0 モジュールを
ロードすると、gcc/9.3 モジュールもロードされます。モジュールの正確な名前は、更新ごとに変更さ
れます。使用可能なモジュールを確認するには、module avail を実行します。その後、module load
armpl を使用して最新版をインストールする必要があります。出力は次の通りです。
$ module avail
------------------------------- /usr/share/Modules/modulefiles
-------------------------------armpl/21.0.0
dot
libfabric-aws/1.11.1amzn1.0
git
module-info
modules
null
openmpi/4.1.0

moduleuse.own

モジュールをロードするには、module load modulename を実行します。mpirun を実行するために使
用するスクリプトにこれを追加できます。
$ module load armpl
Use of the free of charge version of Arm Performance Libraries is subject to the terms and
conditions of the Arm Performance Libraries (free version) - End User License Agreement
(EULA). A copy of the EULA can be found in the
'/opt/arm/armpl/21.0.0/arm-performance-libraries_21.0_gcc-9.3/license_terms' folder

ロードされているモジュールを確認するには、module list を実行します。
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$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) /opt/arm/armpl/21.0.0/modulefiles/armpl/gcc-9.3
2) /opt/arm/armpl/21.0.0/modulefiles/armpl/21.0.0_gcc-9.3
3) armpl/21.0.0

Arm パフォーマンスライブラリが有効であることを確認するために、サンプルテストを実行します。
$ sudo chmod 777 /opt/arm/armpl/21.0.0/armpl_21.0_gcc-9.3/examples
$ cd /opt/arm/armpl/21.0.0/armpl_21.0_gcc-9.3/examples
$ make
...
Testing: no example difference files were generated.
Test passed OK

Arm パフォーマンスライブラリモジュールがロードされた後、Arm パフォーマンスライブラリツールを使
用するために複数のパスが変更されます。Arm パフォーマンスライブラリツールでコンパイルされたコー
ドを実行するには、まず Arm パフォーマンスライブラリをロードします。

Note
2.10.1 から 2.10.4 までの AWS ParallelCluster バージョンでは、armpl/20.2.1 を使用します。

NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。
NICE DCV はリモート可視化技術で、リモートの高性能サーバーでホストされるグラフィック多用 3D ア
プリケーションに安全に接続することを可能にします。詳細については、「NICE DCV」を参照してくだ
さい。
NICE DCVソフトウェアは、使用時にヘッドノードに自動的にインストールされますbase_os (p. 378)
= alinux2,base_os (p. 378) = centos7,base_os (p. 378) = ubuntu1804また
はbase_os (p. 378) = ubuntu2004。
ヘッドノードが ARM インスタンスの場合、使用時に NICE DCV ソフトウェアが自動的にインストールさ
れます。base_os (p. 378) = alinux2,base_os (p. 378) = centos7、またはbase_os (p. 378)
= ubuntu1804。
もしbase_os (p. 378)ですubuntu1804またはubuntu2004クラスタは以下を使用するように設定され
ていますIntel MPI (p. 348)モジュール、を参照してくださいUbuntu、インテル MPI モジュール、NICE
DCV (p. 475)。
ヘッドノードで NICE DCV を有効にするには、dcv_settings (p. 382) は enable (p. 402)
= master を持つ [dcv] セクション (p. 401)の名前を含み、base_os (p. 378) は
alinux2、centos7、ubuntu1804、または ubuntu2004 に設定されている必要がありま
す。ヘッドノードが ARM インスタンスの場合、base_os (p. 378)をに設定する必要がありま
すalinux2,centos7、またはubuntu1804。こっちだAWS ParallelClusterクラスター設定パラメータを
設定しますshared_dir (p. 395)にDCV サーバストレージフォルダ。
[cluster custom-cluster]
...
dcv_settings = custom-dcv
...
[dcv custom-dcv]
enable = master

NICE DCV の設定パラメータの詳細については、「dcv_settings (p. 382)」を参照してくださ
い。NICE DCV セッションに接続するには、pcluster dcv (p. 362) コマンドを使用します。
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Note
NICE DCV Support についてcentos8削除されましたAWS ParallelClusterバージョン
2.10.4。NICE DCV Support についてcentos8追加されましたAWS ParallelClusterバージョ
ン 2.10.0 NICE DCV Support についてAWSGravitonベースのインスタンスが追加されました
AWS ParallelClusterバージョン 2.9.0 AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で alinux2 および
ubuntu1804 上での NICE DCV サポートしました。AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で
centos7 上での NICE DCV のサポートしました。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 および 2.8.1 の AWS Graviton-based インスタンスで
は、NICE DCV はサポートされていません。

NICE DCV HTTPS 証明書
NICE DCV は、NICE DCV クライアント と NICE DCV サーバー間のトラフィックを保護するために使用
される自己署名証明書を自動的に生成します。
デフォルトの自己署名 NICE DCV 証明書を別の証明書に置き換えるには、まずヘッドノードに接続しま
す。次に、pcluster dcv (p. 362) コマンドを実行する前に、証明書とキーの両方を /etc/dcv フォル
ダにコピーします。
詳細については、「NICE DCV Administrator Guide」(NICE DCV 管理者ガイド) の「Changing the TLS
certificate」(TLS 証明書を変更する) を参照してください。

NICE DCV のライセンス
Amazon EC2 インスタンスで実行する場合、NICE DCV サーバーはライセンスサーバーを必要としませ
ん。ただし、NICE DCV サーバーは定期的に Amazon S3 バケットに接続して、有効なライセンスが使用
可能かどうかを判断する必要があります。
AWS ParallelCluster は、必要な権限を ParallelClusterInstancePolicy に自動的に追加します。カ
スタム IAM インスタンスポリシーを使用する場合、「NICE DCV Administrator Guide」(NICE DCV 管理者
ガイド) の「NICE DCV on Amazon EC2」(NICE DCV の Amazon EC2での利用) で説明されている許可を
使用してください。
トラブルシューティングのヒントについては、「NICE DCV の問題のトラブルシューティング (p. 474)」
を参照してください。

pcluster update を使用する
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 から、pcluster update (p. 370) は現在のクラスター
を作成するために使用した設定と、設定ファイル内の設定に問題がないかを分析するようにな
りました。問題が発見された場合は報告され、問題を解決するための手順が表示されます。例え
ば、compute_instance_type (p. 380) 設定を異なるインスタンスタイプに変更した場合、アップデー
トを進める前にコンピューティングフリートを停止させる必要があります。この問題は、発見された時点
で報告されます。ブロックの問題が報告されない場合、変更を適用するかどうかを確認するメッセージが
表示されます。
各設定のドキュメントには、その設定の更新ポリシーが定義されています。
更新ポリシー: これらの設定は、更新中に変更できます。, 更新ポリシー: この設定は、更新中に変更でき
ます。
これらの設定は変更することができ、pcluster update (p. 370) を使用してクラスターを更新す
ることができます。
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。
これらの設定は、既存のクラスターが削除されていない場合は変更できません。変更を取り消すか、
クラスターを削除して (pcluster delete (p. 364) を使用します)、古いクラスターの場所に新し
いクラスターを作成する必要があります (pcluster create (p. 359) を使用します)。
更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。
これらの設定は、pcluster update (p. 370) を使用して変更し、クラスターを更新することがで
きます。
更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。
これらの設定は、コンピューティングフリートが存在する間は変更できません。変更を元に戻すか、
コンピューティング・フリートを停止 (pcluster stop (p. 369) を使用します) し、アップデー
ト (pcluster update (p. 370) を使用します) し、新しいコンピューティングフリートを作成
(pcluster start (p. 368) を使用をします) する必要があります。
更新ポリシー: これらの設定は、更新中に減らすことはできません。
これらの設定は変更できますが、減らすことはできません。これらの設定を減らす必要がある場合
は、クラスターを削除し (pcluster delete (p. 364) を使用します)、新しいクラスターを作成す
る必要があります (pcluster create (p. 359) を使用します)。
更新ポリシー: キューを現在のノード数以下に減らすには、まずコンピューティングフリートを停止させる
必要があります。
これらの設定は変更可能ですが、もし変更によってキューのサイズが現在のサイズより小さくなる
場合は、コンピューティングフリートを停止 (pcluster stop (p. 369) を使用します) し、アップ
デート (pcluster update (p. 370) を使用します) し、そして、新しいコンピューティングフリー
トを作成 (pcluster start (p. 368) を使用します) しなければなりません。
更新ポリシー: キュー内の静的ノードの数を減らすには、まずコンピューティングフリートを停止させる必
要があります。
これらの設定は変更可能ですが、もし変更によってキュー内の静的ノードの数が現在のサイズより
小さくなる場合は、コンピューティングフリートを停止 (pcluster stop (p. 369) を使用します)
し、アップデート (pcluster update (p. 370) を使用します) し、そして、新しいコンピューティ
ングフリートを作成 (pcluster start (p. 368) を使用します) しなければなりません。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。この設定を強制的に更新することはで
きません。
これらの設定は、既存のクラスターが削除されていない場合は変更できません。変更を取り消すか、
クラスターを削除して (pcluster delete (p. 364) を使用します)、古いクラスターの場所に新し
いクラスターを作成する必要があります (pcluster create (p. 359) を使用します)。
この例では、更新をブロックするような変更が加えられた pcluster update (p. 370) をデモしていま
す。
$ pcluster update
Validating configuration file /home/username/.parallelcluster/config...
Retrieving configuration from CloudFormation for cluster test-1...
Found Changes:
#
--

section/parameter
-----------------------[cluster default]
01* compute_instance_type
02* ebs_settings

old value
------------------------

new value
------------------------

t2.micro
ebs2

c4.xlarge
-

353

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AMI のパッチ適用と EC2 インスタンスの交換

03

[vpc default]
additional_sg

[ebs ebs2]
04* shared_dir

sg-0cd61884c4ad16341

sg-0cd61884c4ad11234

shared

my/very/very/long/sha...

Validating configuration update...
The requested update cannot be performed. Line numbers with an asterisk indicate
updates requiring additional actions. Please look at the details below:
#01
Compute fleet must be empty to update "compute_instance_type"
How to fix:
Make sure that there are no jobs running, then run the following command:
pcluster stop -c $CONFIG_FILE $CLUSTER_NAME
#02
Cannot add/remove EBS Sections
How to fix:
Revert "ebs_settings" value to "ebs2"
#04
Cannot change the mount dir of an existing EBS volume
How to fix:
Revert "my/very/very/long/shared/dir" to "shared"
In case you want to override these checks and proceed with the update please
use the --force flag. Note that the cluster could end up in an unrecoverable
state.
Update aborted.

AMI のパッチ適用と EC2 インスタンスの交換
動的に起動されるすべてのクラスターコンピュートノードが一貫した動作をするようにするには、AWS
ParallelClusterクラスターインスタンスの自動 OS 更新を無効にします。さらに、特定のセットAWS
ParallelClusterAMI はの各バージョン用に構築されていますAWS ParallelClusterおよびそれに関連する
CLI。この特定の AMI セットは変更されておらず、サポートされているのはAWS ParallelCluster彼らが作
られたバージョン。AWS ParallelClusterリリースされたバージョンの AMI は更新されません。
ただし、緊急のセキュリティ問題により、お客様はこれらの AMI にパッチを追加してから、パッチを適用
した AMI でクラスターを更新したい場合があります。これはと一致しますAWS ParallelCluster責任共有モ
デル (p. 479)。
特定のセットを表示するにはAWS ParallelClusterでサポートされている AMIAWS ParallelCluster現在使用
しているCLIのバージョンを実行してください。
$ pcluster version

次に表示amis.txtにAWS ParallelClusterの GitHub レポジトリ。
-AWS ParallelClusterヘッドノードは静的インスタンスであり、手動で更新できます。ヘッドノードの再起
動と再起動は、以下から完全にサポートされています。AWS ParallelClusterバージョン 2.11 (インスタン
スタイプにインスタンスストアがない場合)。詳細については、次を参照してください。インスタンススト
アボリュームを含むインスタンスタイプ()Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。既存のク
ラスターの AMI を更新することはできません。
クラスターコンピュートインスタンスの AMI 更新によるヘッドノードの再起動と再起動は、以降完全にサ
ポートされています。AWS ParallelClusterバージョン 3.0.0 これらの機能を使用するには、最新バージョ
ンの 3.2.0 にアップグレードすることを検討してください。
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ヘッドノードインスタンスの更新または交換
状況によっては、ヘッドノードの再起動または再起動が必要になる場合があります。たとえば、OS を手
動で更新する場合や、OS がある場合に必要です。AWSインスタンス予定リタイアこれにより、ヘッド
ノードインスタンスが再起動されます。
インスタンスにエフェメラルドライブがない場合は、いつでも停止して再び起動できます。リタイアが予
定されている場合、停止したインスタンスを開始すると、新しいハードウェアを使用するように移行され
ます。
同様に、インスタンスストアのないインスタンスを手動で停止および起動できます。このケースと、エ
フェメラルボリュームのない他のインスタンスについては、続けてクラスターのヘッドノードを停止して
起動する (p. 356)。
インスタンスにエフェメラルドライブがあり、停止された場合、インスタンスストアのデータは失われ
ます。ヘッドノードに使用されているインスタンスタイプにインスタンスストアがあるかどうかは、次の
テーブルで確認できます。インスタンスストアボリューム。
以下のセクションでは、インスタンスストアボリュームでインスタンスを使用する場合の制限について説
明します。

インスタンスストアの制限
使用上の制限AWS ParallelClusterバージョン2.11とインスタンスストアを含むインスタンスタイプは次の
とおりです。
• エフェメラルドライブが暗号化されていない場合 (encrypted_ephemeral (p. 386)パラメータはに
設定されますfalseまたは未設定）、AWS ParallelClusterインスタンスが停止すると、インスタンスは
起動できなくなります。これは、存在しない古いエフェメラルに関する情報が書き込まれているためで
す。fstabOSは存在しないストレージをマウントしようとします。
• エフェメラルドライブが暗号化されている場合 (encrypted_ephemeral (p. 386)パラメータはに設定
されますtrue)、AWS ParallelClusterインスタンスは停止後に起動できますが、新しいエフェメラルド
ライブはセットアップ、マウント、または使用できません。
• エフェメラルドライブを暗号化すると、AWS ParallelClusterインスタンスを再起動することはできます
が、（インスタンスの再起動後も存続する）古いエフェメラルドライブにはアクセスできません。これ
は、再起動によって失われたメモリに暗号化キーが作成されるためです。
サポートされている唯一のケースは、エフェメラルドライブが暗号化されていない場合のインスタンスの
再起動です。これは、ドライブは再起動後も存続し、エントリが書き込まれたために再びマウントされる
ためです。fstab。

インスタンスストアの Data 制限の回避策
まず、データを保存します。保存する必要のあるデータがあるかどうかを確認するに
は、ephemeral_dir (p. 386)フォルダ (/scratchデフォルト値。データは、ルートボリュームまたは
クラスターにアタッチされた共有ストレージシステム (Amazon FSx、Amazon EFS、Amazon EBS など)
に転送できます。リモートストレージへのデータ転送には追加コストが発生する可能性があることに注意
してください。
制限の根本原因は次のようなロジックにありますAWS ParallelClusterを使用して、インスタンスストアボ
リュームをフォーマットおよびマウントします。ロジックはエントリをに追加します/etc/fstab形式は
次のとおりです。
$ /dev/vg.01/lv_ephemeral ${ephemeral_dir} ext4 noatime,nodiratime 0 0
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${ephemeral_dir}の値はephemeral_dir (p. 386)pcluster 設定ファイルからのパラメータ (デフォル
トは/scratch).
この行は、ノードが再起動された場合、またはノードが再起動されたときに、インスタンスストアボ
リュームが自動的に再マウントされるように追加されます。エフェメラルドライブ内のデータは再起動し
ても残るため、これは望ましい方法です。ただし、エフェメラルドライブ上のデータは、開始サイクルま
たは停止サイクルの間は保持されません。つまり、データなしでフォーマットされ、マウントされます。
サポートされている唯一のケースは、エフェメラルドライブが暗号化されていない場合のインスタンスの
再起動です。これは、ドライブは再起動後も存続し、書き込まれているため再びマウントされるためで
す。fstab。
それ以外の場合にデータを保存するには、インスタンスを停止する前に論理ボリュームエントリを削除す
る必要があります。たとえば、削除/dev/vg.01/lv_ephemeralから/etc/fstabインスタンスを停止
する前に これを実行したら、エフェメラルボリュームをマウントせずにインスタンスを起動します。ただ
し、インスタンスの停止または開始後は、インスタンスストアマウントを再度使用できなくなります。
データを保存してから削除した後fstabエントリの、次のセクションに進みます。

クラスターのヘッドノードを停止して起動する
Note
先頭が一致AWS ParallelClusterバージョン2.11では、ヘッドノードの停止と起動は、インスタン
スタイプにインスタンスストアがない場合にのみサポートされます。
1.

クラスターに実行中のジョブがないことを確認します。
を使用する場合Slurmスケジューラ:
• そのファイルにsbatch --no-requeueオプションを指定しない場合、実行中のジョブは再キュー
されます。

2.

• そのファイルに--no-requeueオプションが指定されている場合、実行中のジョブは失敗します。
クラスターコンピューティングフリートの停止をリクエスト:
$ pcluster stop cluster-name
Compute fleet status is: RUNNING. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

3.

コンピューティングフリートのステータスがSTOPPED:
$ pcluster status cluster-name
...
ComputeFleetStatus: STOP_REQUESTED
$ pcluster status cluster-name
...
ComputeFleetStatus: STOPPED

4.

OS の再起動またはインスタンスの再起動を伴う手動更新には、AWS Management Consoleまたは
AWS CLI。以下に示しているのは、を使用した例です。AWS CLI。
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
"StoppingInstances": [
{
"CurrentState": {
"Name": "stopping"
...
},
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]

}

"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"PreviousState": {
"Name": "running"
...
}

}
$ aws ec2 start-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
"StartingInstances": [
{
"CurrentState": {
"Name": "pending"
...
},
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"PreviousState": {
"Name": "stopped"
...
}
}
]
}

5.

クラスターのコンピューティングフリートを起動します。
$ pcluster start cluster-name
Compute fleet status is: STOPPED. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

AWS ParallelCluster CLI コマンド
pcluster および pcluster-config は、AWS ParallelCluster CLI コマンドです。あなたは使
うpcluster内の HPC クラスターを起動および管理するにはAWS クラウドそしてpcluster-configを
クリックして、設定を更新します。
を使用するにはpclusterを使用するには、IAM ロールが必要です許可 (p. 302)これの実行に必要なで
す。
pcluster [ -h ] ( create | update | delete | start | stop | status | list |
instances | ssh | dcv | createami | configure | version ) ...
pcluster-config [-h] (convert) ...

トピック
• pcluster (p. 357)
• pcluster-config (p. 372)

pcluster
pcluster は AWS ParallelCluster のプライマリ CLI コマンドです。pcluster は、AWS クラウド 内の
HPC クラスターを起動し、管理するために使用します。
pcluster [ -h ] ( create | update | delete | start | stop | status | list |
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instances | ssh | dcv | createami | configure | version ) ...

引数
pcluster command

選択肢:
configure (p. 358)、create (p. 359)、createami (p. 360)、dcv (p. 362)、delete (p. 364)、instances (p. 36

サブコマンド:
トピック
• pcluster configure (p. 358)
• pcluster create (p. 359)
• pcluster createami (p. 360)
• pcluster dcv (p. 362)
• pcluster delete (p. 364)
• pcluster instances (p. 365)
• pcluster list (p. 366)
• pcluster ssh (p. 367)
• pcluster start (p. 368)
• pcluster status (p. 369)
• pcluster stop (p. 369)
• pcluster update (p. 370)
• pcluster version (p. 371)

pcluster configure
AWS ParallelCluster の設定を開始します。詳細については、「AWS ParallelCluster の設定 (p. 282)」を
参照してください。
pcluster configure [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ]

名前付き引数
-h, --help
pcluster configure のヘルプテキストを表示します。
-c

CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルのフルパスを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
詳細については、「AWS ParallelCluster の設定 (p. 282)」を参照してください。

-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。これを指定すると、構成はリージョンの検出をスキップし
ます。
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VPC のネットワークリソースを削除するには、 CloudFormation ネットワークスタック。スタック名
は」で始まりますparallelclusternetworking-」で、作成時刻を「YYYYMMDDHHMMSS」形式で格納しま
す。list-stacks コマンドでスタックを一覧表示できます。
$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \
--stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \
--query "StackSummaries[].StackName" | \
grep -e "parallelclusternetworking-"
"parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

スタックは、delete-stack コマンドで削除することができます。
$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \
--stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

その VPCpcluster configure (p. 117)creates for you は CloudFormation ネットワークスタック。これ
を手動で作成VPC、コンソールまたはを使用します。AWS CLI。
$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

pcluster create
新しいクラスターを作成します。
pcluster create [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] [ -nw ] [ -nr ]
[ -u TEMPLATE_URL ] [ -t CLUSTER_TEMPLATE ]
[ -p EXTRA_PARAMETERS ] [ -g TAGS ]
cluster_name

位置引数
cluster_name
クラスターの名前を定義します。AWS CloudFormation スタック名は
parallelcluster-cluster_nameです。

名前付き引数
-h, --help
pcluster create のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。新しいクラスターのリージョンを選択する際に使用される
優先順位は次の通りです。
1. -r または --region パラメータを pcluster create (p. 359) に渡す。
2. AWS_DEFAULT_REGION 環境変数
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3. AWS ParallelCluster 設定ファイルの [aws] セクションの aws_region_name 設定 (デフォルトの
場所は ~/.parallelcluster/config です) pcluster configure (p. 358) コマンドで更新
される場所です。
4. AWS CLI 設定ファイルの [default] セクションの region 設定 (~/.aws/config)
-nw, --nowait
スタックコマンドの実行後にスタックイベントを待機しないことを示します。
デフォルトは False です。
-nr, --norollback
エラー時に スタックのロールバックを無効にします。
デフォルトは False です。
-u TEMPLATE_URL, --template-url TEMPLATE_URL
作成時に使用された場合は、カスタム AWS CloudFormation テンプレートの URL を指定します。
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE
使用するクラスターテンプレートを示します。
-p EXTRA_PARAMETERS, --extra-parameters EXTRA_PARAMETERS
スタック作成に追加のパラメータを追加します。
-g TAGS, --tags TAGS
スタックに追加するその他のタグを指定します。
コマンドが呼び出され、その呼び出しのステータスのポーリングが開始された場合は、「Ctrl-C」を使用し
て終了するのが安全です。pcluster status mycluster を呼び出すことで、現在のステータスの表示
に戻ることができます。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster create mycluster
Beginning cluster creation for cluster: mycluster
Info: There is a newer version 3.1.4 of AWS ParallelCluster available.
Creating stack named: parallelcluster-mycluster
Status: ComputeFleetHITSubstack - CREATE_IN_PROGRESS
$ pcluster create mycluster --tags '{ "Key1" : "Value1" , "Key2" : "Value2" }'

pcluster createami
(Linux/macOS) AWS ParallelCluster で使用するカスタム AMI を作成します。
pcluster createami [ -h ] -ai BASE_AMI_ID -os BASE_AMI_OS
[ -i INSTANCE_TYPE ] [ -ap CUSTOM_AMI_NAME_PREFIX ]
[ -cc CUSTOM_AMI_COOKBOOK ] [--no-public-ip]
[ -post-install POST_INSTALL_SCRIPT ]
[ -c CONFIG_FILE ] [-t CLUSTER_TEMPLATE]
[--vpc-id VPC_ID] [--subnet-id SUBNET_ID]
[ -r REGION ]

必要な依存関係
AWS ParallelCluster CLI に加えて、次の依存関係も pcluster createami を実行する必要があります。
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• Packer: https://www.packer.io/downloads.html から最新バージョンをダウンロードします。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 以前では、pcluster createami を使用するためには
(gem install berkshelf を使用してインストールした)Berkshelf が必要でした。

名前付き引数
-h, --help
pcluster createami のヘルプテキストを表示します。
-ai BASE_AMI_ID, --ami-id BASE_AMI_ID
AWS ParallelCluster AMI の構築に使用する基本 AMI を指定します。
-os BASE_AMI_OS, --os BASE_AMI_OS
基本 AMI の OS を指定します。有効なオプション
は、alinux2、ubuntu1804、ubuntu2004、centos7 です。

Note
AWS ParallelCluster バージョンの違いによる OS サポートの変更:
• サポート対象centos8を削除しましたAWS ParallelClusterバージョン 2.10.4。
• centos8 のサポートが追加され、centos6 のサポートが AWS ParallelCluster バージョン
2.10.0 で削除されました。
• AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で alinux2 をサポートしました。
• AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で ubuntu1804 をサポートしました。
-i INSTANCE_TYPE, --instance-type INSTANCE_TYPE
AMI の作成に使用するインスタンスタイプを指定します。
デフォルトは t2.xlarge です。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.4.1 で --instance-type 引数をサポートしました。
-ap CUSTOM_AMI_NAME_PREFIX, --ami-name-prefix CUSTOM_AMI_NAME_PREFIX
作成される AWS ParallelCluster AMI のプレフィックス名を指定します。
デフォルトは custom-ami- です。
-cc CUSTOM_AMI_COOKBOOK, --custom-cookbook CUSTOM_AMI_COOKBOOK
AWS ParallelCluster AMI の構築に使用するクックブックを指定します。
--post-install POST_INSTALL_SCRIPT
ポストインストールスクリプトのパスを指定します。パスは、s3://、https://、file:// のいず
れかの URL スキームを使用する必要があります。次に例を示します。
• https://bucket-name.s3.region.amazonaws.com/path/post_install.sh
• s3://bucket-name/post_install.sh
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• file:///opt/project/post_install.sh

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で --post-install 引数をサポートしました。
--no-public-ip
AMI の作成に使用したインスタンスには、パブリック IP アドレスを関連付けないでください。デフォ
ルトでは、パブリック IP アドレスがインスタンスに関連付けられます。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で --no-public-ip 引数をサポートしました。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE
VPC およびサブネットの設定値を取得するために使用する CONFIG_FILE の [cluster] セクショ
ン (p. 376)を指定します。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.4.0 で --cluster-template 引数をサポートしました。
--vpc-id VPC_ID
AWS ParallelCluster AMI を構築するために使用する VPC の ID を指定します。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で --vpc-id 引数をサポートしました。
--subnet-id SUBNET_ID
AWS ParallelCluster AMI を構築するために使用するサブネットの ID を指定します。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で --vpc-id 引数をサポートしました。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。

pcluster dcv
ヘッドノードで実行している NICE DCV サーバと連動します。
pcluster dcv [ -h ] ( connect )

pcluster dcv command
選択肢: connect (p. 363)
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Note
AWS ParallelCluster バージョンによる pcluster dcv コマンドの OS サポートの変更:
• AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で centos8 での pcluster dcv コマンドをサポート
しました。
• AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で AWS Graviton-based インスタンス上での pcluster
dcv コマンドをサポートしました。
• AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で ubuntu1804 での pcluster dcv コマンドをサポー
トしました。
• AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で centos7 での pcluster dcv コマンドをサポートし
ました。

名前付き引数
-h, --help
pcluster dcv のヘルプテキストを表示します。

サブコマンド
pcluster dcv connect
pcluster dcv connect [ -h ] [ -k SSH_KEY_PATH ] [ -r REGION ] cluster_name

Important
URL は、発行されてから 30 秒後に有効期限が切れます。URL の有効期限が切れる前に接続が確
立されていない場合、pcluster dcv connect を再度実行して新しい URL を生成します。

位置引数
cluster_name
接続するクラスターの名前を指定します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster dcv connect のヘルプテキストを表示します。
-k SSH_KEY_PATH, --key-path SSH_KEY_PATH
接続に使用する SSH キーのキーパス。
キーは、key_name (p. 388) 設定パラメータでクラスター作成時に指定したものである必要がありま
す。この引数はオプションですが、指定しない場合は、SSH クライアントに対してデフォルトでその
キーが使用可能になる必要があります。例えば、ssh-agent で ssh-add に追加します。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
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-s, --show-url
NICE DCV セッションに接続するためのワンタイム URL を表示します。このオプションを指定する
と、デフォルトのブラウザは開きません。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.1 で --show-url 引数をサポートしました。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster dcv connect -k ~/.ssh/id_rsa mycluster

ヘッドノードで実行中の NICE DCV セッションに接続するためのデフォルトブラウザを開きます。
NICE DCV セッションがまだ開始されていない場合は、新しいセッションが作成されます。

pcluster delete
クラスターを削除します。
pcluster delete [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] [ -nw ] cluster_name

位置引数
cluster_name
削除するクラスターの名前を指定します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster delete のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
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デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
--keep-logs
キープ CloudWatch クラスターを削除した後にデータをログに記録します。ロググループは手動で削
除するまで残りますが、ログイベントは retention_days (p. 400) 設定に基づいて期限切れになり
ます。この設定はデフォルトで 14 日です。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で --keep-logs 引数をサポートしました。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
コマンドが呼び出され、その呼び出しのステータスのポーリングが開始された場合は、「Ctrl-C」を使用し
て終了するのが安全です。pcluster status mycluster を呼び出すことで、現在のステータスの表示
に戻ることができます。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster delete -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
Deleting: mycluster
Status: RootRole - DELETE_COMPLETE
Cluster deleted successfully.

VPC のネットワークリソースを削除するには、 CloudFormation ネットワークスタック。スタック名
は」で始まりますparallelclusternetworking-」で、作成時刻を「YYYYMMDDHHMMSS」形式で格納しま
す。list-stacks コマンドでスタックを一覧表示できます。
$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \
--stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \
--query "StackSummaries[].StackName" | \
grep -e "parallelclusternetworking-"
"parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

スタックは、delete-stack コマンドで削除することができます。
$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \
--stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

その VPCpcluster configure (p. 117)creates for you は CloudFormation ネットワークスタック。これ
を手動で作成VPC、コンソールまたはを使用します。AWS CLI。
$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

pcluster instances
クラスター内のすべてのインスタンスのリストが表示されます。
pcluster instances [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] cluster_name
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位置引数
cluster_name
指定された名前のクラスターのインスタンスを表示します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster instances のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster instances -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
MasterServer
i-1234567890abcdef0
ComputeFleet
i-abcdef01234567890

pcluster list
AWS ParallelCluster に関連付けられているスタックのリストが表示されます。
pcluster list [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ]

名前付き引数
-h, --help
pcluster list のヘルプテキストを表示します。
--color
クラスターのステータスを色で表示します。
デフォルトは False です。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは c です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
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「parallelcluster-*」という名前の AWS CloudFormation スタックの名前を一覧表示します。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster list -c path/to/config -r us-east-1
mycluster
CREATE_IN_PROGRESS 2.11.7
myothercluster
CREATE_IN_PROGRESS 2.11.7

pcluster ssh
事前に入力されているクラスターのユーザー名と IP アドレスを使用して ssh コマンドを実行します。任
意の引数は ssh コマンドの末尾に付加されます。このコマンドは、設定ファイルのエイリアスセクション
でカスタマイズできます。
pcluster ssh [ -h ] [ -d ] [ -r REGION ] cluster_name

位置引数
cluster_name
接続するクラスターの名前を指定します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster ssh のヘルプテキストを表示します。
-d, --dryrun
実行するコマンドを出力して終了します。
デフォルトは False です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster ssh -d mycluster -i ~/.ssh/id_rsa
SSH command: ssh ec2-user@1.1.1.1 -i /home/user/.ssh/id_rsa

$ pcluster ssh mycluster -i ~/.ssh/id_rsa

実行ssh事前に入力されているクラスターのユーザー名と IP アドレスでコマンド。
ssh ec2-user@1.1.1.1 -i ~/.ssh/id_rsa

ssh コマンドは、[aliases]セクションを開いて、 (p. 375) のグローバル設定ファイルで定義されま
す。次のようにカスタマイズできます。
[ aliases ]
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ssh = ssh {CFN_USER}@{MASTER_IP} {ARGS}

代入される変数:
CFN_USER
base_os (p. 378) のユーザー名が選択されています。
MASTER_IP
ヘッドノードの IP アドレス。
ARGS
ssh コマンドに渡すオプションの引数。

pcluster start
停止されているクラスターのコンピューティングフリートを開始します。
pcluster start [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] cluster_name

位置引数
cluster_name
指定したクラスター名のコンピューティングフリートを起動します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster start のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster start mycluster
Compute fleet status is: RUNNING. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

このコマンドは、Auto Scaling グループのパラメータを次のいずれかに設定します。
• クラスターの作成に使用されたテンプレートの初期設定値 (max_queue_size および
initial_queue_size)。
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• 最初に作成してからクラスターの更新に使用された設定値。

pcluster status
クラスターの現在の状態をプルします。
pcluster status [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] [ -nw ] cluster_name

位置引数
cluster_name
指定された名前のクラスターのステータスを表示します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster status のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
-nw, --nowait
スタックコマンド処理後に、スタックイベントを待たないことを示しています。
デフォルトは False です。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
$ pcluster status -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
Status: ComputeFleetHITSubstack - CREATE_IN_PROGRESS

pcluster stop
コンピューティングフリートを停止し、ヘッドノードを実行中のままにします。
pcluster stop [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] cluster_name

位置引数
cluster_name
指定したクラスター名のコンピューティングフリートを停止します。
の使用例AWS ParallelClusterバージョン 2.11.7:
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名前付き引数
-h, --help
pcluster stop のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。

$ pcluster stop mycluster
Compute fleet status is: STOPPED. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

Auto Scaling グループパラメータを最小数/最大数/望ましい数 =0/0/0 に設定し、コンピューティングフ
リートを終了します。ヘッドは実行されたままです。すべての EC2 リソースを終了して EC2 の料金が発
生するのを回避するには、クラスターを削除することを検討してください。

pcluster update
設定ファイルを解析し、クラスターを安全に更新できるかどうかを判断します。解析の結果、クラスター
を更新できると判断された場合、変更を確認するメッセージが表示されます。解析の結果、クラスターが
更新できない場合は、コンフリクトの原因となるコンフィギュレーション設定が詳細とともに列挙されま
す。詳細については、「pcluster update を使用する (p. 352)」を参照してください。
pcluster update [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ --force ] [ -r REGION ] [ -nr ]
[ -nw ] [ -t CLUSTER_TEMPLATE ] [ -p EXTRA_PARAMETERS ] [ -rd ]
[ --yes ] cluster_name

位置引数
cluster_name
更新するクラスターの名前を指定します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster update のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE
使用する代替設定ファイルを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
--force
1 つ以上の設定がブロック変更されている場合や、アップデートを実行する前に未処理のアクション
(コンピューティングフリートの停止など) が必要な場合でも、アップデートを有効にします。これ
は、--yes 引数と一緒にしてはいけません。
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-r REGION, --region REGION
使用する AWS リージョン を指定します。pcluster configure (p. 358) を使用して、指定され
たリージョンにデフォルトを設定します。
-nr, --norollback
エラー時に AWS CloudFormation スタックのロールバックを無効にします。
デフォルトは False です。
-nw, --nowait
スタックコマンド処理後に、スタックイベントを待たないことを示しています。
デフォルトは False です。
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE
使用するクラスターテンプレートのセクションを指定します。
-p EXTRA_PARAMETERS, --extra-parameters EXTRA_PARAMETERS
スタック更新に追加のパラメータを追加します。
-rd, --reset-desired
Auto Scaling グループの現在の容量を初期設定値にリセットします。
デフォルトは False です。
--yes
すべてのプロンプトに対する回答が「はい」であると自動的に判断されます。これは、--force 引数
と一緒にしてはいけません。

$ pcluster update -c path/to/config mycluster
Retrieving configuration from CloudFormation for cluster mycluster...
Validating configuration file .parallelcluster/config...
Found Configuration Changes:
#
--01
02

parameter
-------------------------[compute_resource default]
min_count
max_count

old value
-----------

new value
-----------

1
5

2
12

Validating configuration update...
Congratulations! The new configuration can be safely applied to your cluster.
Do you want to proceed with the update? - Y/N: Y
Updating: mycluster
Calling update_stack
Status: parallelcluster-mycluster - UPDATE_COMPLETE

コマンドが呼び出され、その呼び出しのステータスのポーリングが開始された場合は、「Ctrl-C」を使用し
て終了するのが安全です。pcluster status mycluster を呼び出すことで、現在のステータスの表示
に戻ることができます。

pcluster version
AWS ParallelCluster のバージョンを表示します。
pcluster version [ -h ]
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コマンド固有のフラグについて、pcluster [command] –-help を実行します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster version のヘルプテキストを表示します。
コマンドが呼び出され、その呼び出しのステータスのポーリングが開始された場合は、「Ctrl-C」を使用し
て終了するのが安全です。pcluster status mycluster を呼び出すことで、現在のステータスの表示
に戻ることができます。
$ pcluster version
2.11.7

pcluster-config
AWS ParallelCluster 設定ファイルを更新します。
pcluster-config [ -h ] [convert]

コマンド固有のフラグについて、pcluster-config [command] –h を実行します。

名前付き引数
-h, --help
pcluster-config のヘルプテキストを表示します。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で pcluster-config コマンドをサポートしました。

サブコマンド
pcluster-config convert
pcluster-config convert [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -t CLUSTER_TEMPLATE ]
[ -o OUTPUT_FILE ]

名前付き引数
-h, --help
pcluster-config convert のヘルプテキストを表示します。
-c CONFIG_FILE, --config-file CONFIG_FILE
読み込む設定ファイルのパスを指定します。
デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
詳細については、「AWS ParallelCluster の設定 (p. 282)」を参照してください。
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-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE
使用する[cluster]セクション (p. 376)を示します。この引数が指定されない場合、pclusterconfig convert は [global] セクション (p. 374) の cluster_template (p. 374) 設定を使用
します。それが指定されていない場合は、[cluster default] セクションが使用されます。
-o OUTPUT_FILE, --output OUTPUT_FILE
変換後の設定ファイルを書き込むパスを指定します。デフォルトでは、出力は STDOUT に書き出され
ます。
例:
$ pcluster-config convert -t alpha -o ~/.parallelcluster/multiinstance

~/.parallelcluster/config の [cluster alpha] セクションで指定されたクラスター構成を変換
し、変換後の構成ファイルを ~/.parallelcluster/multiinstance に書き込みます。

設定
デフォルトでは、AWS ParallelCluster は、すべての設定パラメータに ~/.parallelcluster/
config ファイルを使用します。-c または --config コマンドラインオプション、または
AWS_PCLUSTER_CONFIG_FILE 環境変数を使用することで、カスタムコンフィグレーションファイルを
指定することができます。
設定ファイルの例は、AWS ParallelCluster と一緒に、python ディレクトリ (site-packages/awsparallelcluster/examples/config) にインストールされます。設定ファイルの例も GitHub (https://
github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.7/cli/src/pcluster/examples/config) で入手できます。
最新のAWS ParallelCluster2 バージョン: 2.11.7。
トピック
• レイアウト (p. 374)
• [global] セクション (p. 374)
• [aws]セクションを開いて、 (p. 375)
• [aliases]セクションを開いて、 (p. 375)
• [cluster]セクション (p. 376)
• [compute_resource]セクション (p. 397)
• [cw_log]セクションを開いて、 (p. 399)
• [dashboard]セクションを開いて、 (p. 400)
• [dcv]セクション (p. 401)
• [ebs]セクション (p. 402)
• [efs]セクション (p. 406)
• [fsx]セクション (p. 410)
• [queue]セクション (p. 419)
• [raid]セクション (p. 422)
• [scaling]セクションを開いて、 (p. 427)
• [vpc]セクション (p. 427)
• 例 (p. 298)
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レイアウト
AWS ParallelCluster 設定は、複数のセクションで定義されます。
以下のセクションが必要です。[global] セクション (p. 374)および [aws] セクション (p. 375)。
少なくとも、[cluster] セクション (p. 376)および [vpc] セクション (p. 427)を 1 つずつ含める必要
があります。
セクションは、角括弧で囲まれたセクション名で始まり、パラメータと設定が続きます。
[global]
cluster_template = default
update_check = true
sanity_check = true

[global] セクション
pcluster に関連するグローバル設定オプションを指定します。
[global]

トピック
• cluster_template (p. 374)
• update_check (p. 374)
• sanity_check (p. 374)

cluster_template
デフォルトでクラスターに使用される cluster セクションの名前を定義します。cluster セクションの
詳細については、「[cluster] セクション」 (p. 376)を参照してください。クラスター名は、英字で始
まり、60 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-) のみで構成される必要があります。
例えば、[cluster default] で始まるセクションを指定する次の設定がデフォルトで使用されます。
cluster_template = default

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

update_check
(オプション) pcluster の更新をチェックします。
デフォルト値は true です。
update_check = true

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

sanity_check
(オプション) クラスターパラメーターで定義されているリソースの構成の検証を試行します。
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デフォルト値は true です。

Warning
sanity_check を false に設定した場合、重要なチェックは省略されます。これにより、構成
が意図したとおりに機能しなくなる可能性があります。
sanity_check = true

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 以前は、sanity_check (p. 374) は false がデフォルト
でした。
更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

[aws]セクションを開いて、
(オプション)選択に使用AWS リージョン。
クラスターの作成では、次の優先順位を使用して、新しいクラスターのリージョンを選択します。
1. -rまたは--regionパラメータに追加します。pcluster create (p. 359)。
2. AWS_DEFAULT_REGION環境変数。
3. aws_region_name設定設定[aws]のセクションAWS ParallelCluster設定ファイル (デフォルト
の場所は~/.parallelcluster/config。） これは、によって更新される場所ですpcluster
configure (p. 358)コマンド。
4. region設定設定[default]のセクションAWS CLI設定ファイル (~/.aws/config。）

Note
前AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 の場合、これらの設定が必要であり、すべてのクラスタ
に適用されました。
認証情報を保存するには、環境、Amazon EC2 のための IAM ロール、またはAWS CLIに認証情報を保存す
るのではなくAWS ParallelCluster設定ファイル。
[aws]
aws_region_name = Region

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

[aliases]セクションを開いて、
エイリアスを指定することで、ssh コマンドをカスタマイズできるようになります。
次のデフォルト設定を書き留めます。
• CFN_USEROS のデフォルトのユーザー名は、OS のデフォルトのユーザー名は、に設定されます。
• MASTER_IPがヘッドノードの IP アドレスに設定されている
• ARGSユーザーが指定する任意の引数に設定されます。pcluster ssh cluster_name

[aliases]
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# This is the aliases section, you can configure
# ssh alias here
ssh = ssh {CFN_USER}@{MASTER_IP} {ARGS}

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

[cluster]セクション
クラスターを作成するために使用できるクラスターテンプレートを定義します。設定ファイルには、複数
の [cluster] セクションを含めることができます。
同じクラスターテンプレートを使用して、複数のクラスターを作成できます。
形式は [cluster cluster-template-name] です。[global] セクション (p. 374)の
cluster_template (p. 374) 設定によって名付けられた[cluster] セクション (p. 376)がデフォル
トで使用されますが、pcluster (p. 357) コマンドラインでオーバーライドすることができます。
cluster-template-name英字字字字で始まり、30 文字以下で、英字、英字、ハイフン (-)、アンダーラ
イン () のみで構成される必要があります。
[cluster default]

トピック
• additional_cfn_template (p. 377)
• additional_iam_policies (p. 377)
• base_os (p. 378)
• cluster_resource_bucket (p. 379)
• cluster_type (p. 380)
• compute_instance_type (p. 380)
• compute_root_volume_size (p. 381)
• custom_ami (p. 381)
• cw_log_settings (p. 382)
• dashboard_settings (p. 382)
• dcv_settings (p. 382)
• desired_vcpus (p. 383)
• disable_cluster_dns (p. 383)
• disable_hyperthreading (p. 383)
• ebs_settings (p. 384)
• ec2_iam_role (p. 384)
• efs_settings (p. 385)
• enable_efa (p. 385)
• enable_efa_gdr (p. 385)
• enable_intel_hpc_platform (p. 386)
• encrypted_ephemeral (p. 386)
• ephemeral_dir (p. 386)
• extra_json (p. 387)
• fsx_settings (p. 387)
• iam_lambda_role (p. 387)
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• initial_queue_size (p. 388)
• key_name (p. 388)
• maintain_initial_size (p. 388)
• master_instance_type (p. 389)
• master_root_volume_size (p. 389)
• max_queue_size (p. 390)
• max_vcpus (p. 390)
• min_vcpus (p. 390)
• placement (p. 390)
• placement_group (p. 391)
• post_install (p. 392)
• post_install_args (p. 392)
• pre_install (p. 392)
• pre_install_args (p. 392)
• proxy_server (p. 393)
• queue_settings (p. 393)
• raid_settings (p. 393)
• s3_read_resource (p. 394)
• s3_read_write_resource (p. 394)
• scaling_settings (p. 394)
• scheduler (p. 395)
• shared_dir (p. 395)
• spot_bid_percentage (p. 396)
• spot_price (p. 396)
• tags (p. 396)
• template_url (p. 397)
• vpc_settings (p. 397)

additional_cfn_template
(オプション) クラスターとともに起動する追加の AWS CloudFormation テンプレートを定義します。この
追加のテンプレートは、クラスターの外部にありながらクラスターのライフサイクルの一部であるリソー
スを作成するために使用されます。
この値は、すべてのパラメータが指定されているパブリックテンプレートへの HTTP URL である必要があ
ります。
デフォルト値はありません。
additional_cfn_template = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/my-cfn-template.yaml

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

additional_iam_policies
(オプション) Amazon EC2 の IAM ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) のリストを指定します。こ
のリストは、カンマで区切られた AWS ParallelCluster で必要なアクセス権限に加えて、クラスターで使用
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されるルートロールにアタッチされます。IAM ポリシー名とその ARN が異なります。の引数として名前
を使用することはできませんadditional_iam_policies。
クラスターノードのデフォルト設定にポリシーを追加する場合は、追加のカスタム IAM ポリシー
をadditional_iam_policiesを使用する代わりに設定ec2_iam_role (p. 384)設定を使用して、特定
の EC2 ポリシーを追加します。なぜならこれはadditional_iam_policiesが既定の権限に追加される
AWS ParallelClusterにはが必要です。既存のec2_iam_role (p. 384)必要な権限をすべて含める必要が
あります。ただし、必要な権限は、機能が追加されるにつれ、リリースごとに変更されることがよくあり
ます。そのため、既存のec2_iam_role (p. 384)時代遅れになることがあります。
デフォルト値はありません。
additional_iam_policies = arn:aws:iam::123456789012:policy/CustomEC2Policy

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で additional_iam_policies (p. 377) をサポートし
ました。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

base_os
(必須) クラスターで使用する OS タイプを指定します。
使用できるオプションは、以下のとおりです。
• alinux2
• centos7
• ubuntu1804
• ubuntu2004

Note
を使用する場合AWSGravaton ベースのインスタンス、のみalinux2,ubuntu1804, また
はubuntu2004がサポートされています。

Note
サポート対象centos8で削除済みAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 AWS ParallelCluster
バージョン 2.11.0 で ubuntu2004 のサポートが追加され、alinux および ubuntu1604 のサ
ポートが削除されました。AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で centos8 のサポートが
追加され、centos6 のサポートが削除されました。AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で
alinux2 をサポートしました。ubuntu1804 のサポートが追加され、ubuntu1404 のサポート
が AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で削除されました。
サポートしていない下表の特定のリージョン以外centos7。その他の AWS 商用リージョンは、以下の
OS をすべてサポートします。
パーティション (リージョン)

alinux2

centos7

ubuntu1804 およ
び ubuntu2004

商用 (以下に記載されていないすべての
リージョン)

True

True

True
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パーティション (リージョン)

alinux2

centos7

ubuntu1804 およ
び ubuntu2004

AWS GovCloud (米国東部) (us-goveast-1)

True

False

True

AWS GovCloud (米国西部) (us-govwest-1)

True

False

True

中国 (北京) (cn-north-1)

True

False

True

中国 (寧夏) (cn-northwest-1)

True

False

True

Note
base_os (p. 378) パラメータは、クラスターへのログインに使用されるユーザー名も決定しま
す。
• centos7: centos
• ubuntu1804 および ubuntu2004: ubuntu
• alinux2: ec2-user

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.7.0 以前は、base_os (p. 378) パラメータはオプ
ションで、デフォルトは alinux でした。AWS ParallelCluster バージョン 2.7.0 以降
は、base_os (p. 378) パラメータが必須です。

Note
scheduler (p. 395) パラメータが awsbatch の場合、alinux2 のみがサポートされます。
base_os = alinux2

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

cluster_resource_bucket
(オプション) クラスター作成時に生成されるリソースをホストするために使用される Amazon S3 バケッ
トの名前を指定します。バケットはバージョニングを有効にしておく必要があります。詳細について
は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Using versioning」(バージョニングの使用)
を参照してください。このバケットは、複数のクラスターに使用することができます。バケットはクラス
ターと同じリージョンにあることが必要です。
このパラメータが指定されていない場合、クラスター作成時に新しいバケットが作成されま
す。新しいバケツは parallelcluster-random_string という名前になります。この名前で
は、random_string は英数字からなるランダムな文字列です。すべてのクラスターリソース
は、このバケットに bucket_name/resource_directory という形式でパスが格納されていま
す。resource_directory は stack_name-random_string という形式を持ち、stack_name は
AWS ParallelCluster が使用する AWS CloudFormation スタックの 1 つの名前です。bucket_name の値
は、parallelcluster-clustername スタックの出力にある ResourcesS3Bucket 値で確認できま
す。resource_directory の値は、同じスタックから出力される ArtifactS3RootDirectory の値で
確認することができます。
デフォルト値は parallelcluster-random_string です。

379

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[cluster]セクション

cluster_resource_bucket = my-s3-bucket

Note
cluster_resource_bucket (p. 379) バージョン 2.10.0 で AWS ParallelCluster をサポートし
ました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。この設定を強制的に更新することはで
きません。 (p. 353)

cluster_type
(オプション) 起動するクラスターのタイプを定義します。queue_settings (p. 393) の設定が定義され
ている場合、この設定は [queue] セクション (p. 419)の compute_type (p. 420) の設定に置き換え
る必要があります。
有効なオプションは、ondemand と spot です。
デフォルト値は ondemand です。
スポットインスタンスの詳細については、「スポットインスタンスの操作 (p. 299)」を参照してくださ
い。

Note
スポットインスタンスを使用するには、お客様のアカウントに AWSServiceRoleForEC2Spot
サービスにリンクしたロールが必要です。AWS CLI を使用してアカウントにこのロールを作成す
るには、次のコマンドを実行します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポットイン
スタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。
cluster_type = ondemand

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

compute_instance_type
(オプション) クラスターコンピューティングノードに使用される Amazon EC2 インスタンスタイプを定義
します。インスタンスタイプのアーキテクチャは、master_instance_type (p. 389) 設定に使用され
るアーキテクチャと同じでなければなりません。queue_settings (p. 393) の設定が定義されている場
合、この設定は [compute_resource] セクション (p. 397)の instance_type (p. 398) の設定に置
き換える必要があります。
awsbatch スケジューラを使用している場合は、AWS Batch UI のコンピューティング環境の作成で、サ
ポートされるインスタンスタイプのリストを参照してください。
スケジューラが awsbatch の場合、デフォルトは t2.micro、optimal です。
compute_instance_type = t2.micro
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Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で Graviton-based の AWS インスタンス (A1、C6g インス
タンスを含む) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

compute_root_volume_size
(オプション)を指定する ComputeFleet ルートボリュームサイズ (GiB) AMI が growroot をサポートして
いる必要があります。
デフォルト値は 35 です。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 から 2.10.4 までの場合、デフォルトは 25 でした。AWS
ParallelCluster バージョン 2.5.0 以前は、デフォルトは 20 でした。
compute_root_volume_size = 35

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

custom_ami
(オプション) デフォルトの公開された AMI の代わりにヘッドノードおよびコンピューティングノード
に使用するカスタム AMI の ID を指定します。詳細については、「AWS ParallelCluster AMI を変更す
る (p. 447)」または「カスタム AWS ParallelCluster AMI を構築する (p. 447)」を参照してください。
デフォルト値はありません。
custom_ami = ami-00d4efc81188687a0

カスタム AMI の起動に追加のアクセス権限が必要な場合は、これらのアクセス権限をユーザーポリシーと
ヘッドノードポリシーの両方に追加する必要があります。
たとえば、カスタム AMI に暗号化されたスナップショットが関連付けられている場合、ユーザーポリシー
とヘッドノードポリシーの両方に次の追加ポリシーが必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:CreateGrant",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
}
]
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

cw_log_settings
(オプション)を指定します[cw_log]「」セクション CloudWatch ログ設定。セクション名は、英字で始ま
り、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
詳しくは、「[cw_log] セクション」 (p. 399)、「アマゾン CloudWatch ダッシュボード (p. 345)」、
「Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 345)」を参照してください。
たとえば、で始まるセクションを指定する次の設定が次の設定から始まります。[cw_log customcw]はに使われます CloudWatch ログ設定。
cw_log_settings = custom-cw

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で cw_log_settings (p. 382) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

dashboard_settings
(オプション)を指定します[dashboard]「」セクション CloudWatchダッシュボード設定。セクション名
は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要
があります。
詳細については、「[dashboard] セクション」 (p. 400)を参照してください。
たとえば、で始まるセクションを指定する次の設定が次の設定から始まります。[dashboard customdashboardはに使われます CloudWatch ダッシュボード設定。
dashboard_settings = custom-dashboard

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で dashboard_settings (p. 382) をサポートしまし
た。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

dcv_settings
(Optional) NICE DCV の構成がある [dcv] セクションを識別します。セクション名は、英字で始まり、30
文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
詳細については、「[dcv] セクション」 (p. 401)を参照してください。
例えば、[dcv custom-dcv] で始まるセクションを指定する次の設定が NICE DCV 設定で使用されま
す。
dcv_settings = custom-dcv
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Note
AWS Graviton-based のインスタンスでは、NICE DCV は alinux2 のみサポートされています。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で dcv_settings (p. 382) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

desired_vcpus
(オプション) コンピューティング環境で必要な vCPU 数を指定します。スケジューラが awsbatch の場合
にのみ使用します。
デフォルト値は 4 です。
desired_vcpus = 4

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

disable_cluster_dns
(オプション) クラスターの DNS エントリを作成しないようにするかどうかを指定します。デフォルトで
は、AWS ParallelCluster は Route 53 ホストゾーンを作成します。disable_cluster_dns が true に設
定されている場合、ホストゾーンは作成されません。
デフォルト値は false です。
disable_cluster_dns = true

Warning
クラスターが正常に動作するためには、名前解決システムが必要です。disable_cluster_dns
を true に設定した場合、追加の名前解決システムも提供する必要があります。

Important
disable_cluster_dns (p. 383) = true は、queue_settings (p. 393) 設定が指定された
場合のみサポートされます。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.1 で disable_cluster_dns (p. 383) をサポートしまし
た。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

disable_hyperthreading
(Optional) ヘッドノードとコンピューティングノードでハイパースレッディングを無効にします。すべて
のインスタンスタイプがハイパースレッディングを無効にできるわけではありません。ハイパースレッ
ディングの無効化をサポートするインスタンスタイプの一覧は、「Amazon EC2 User Guide for Linux
Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「CPU cores and threads for each
CPU core for each instance type」(各インスタンスタイプの CPU コアおよび各 CPU コアのスレッド数)
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を参照してください。queue_settings (p. 393) の設定が定義されている場合、この設定を定義する
か、[queue]のセクション (p. 419)の disable_hyperthreading (p. 421) の設定を定義することが
できます。
デフォルト値は false です。
disable_hyperthreading = true

Note
disable_hyperthreading (p. 383) は scheduler (p. 395) = awsbatch の時、ヘッド
ノードにのみ影響します。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で disable_hyperthreading (p. 383) をサポートしま
した。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ebs_settings
(オプション) ヘッドノードにマウントされている Amazon EBS ボリュームを持つ [ebs] セクションを識
別します。複数の Amazon EBS ボリュームを使用する場合、これらのパラメータをそれぞれカンマで区
切ってリストで入力してください。セクション名は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフ
ン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
最大 5 つの追加の Amazon EBS ボリュームがサポートされます。
詳細については、「[ebs] セクション」 (p. 402)を参照してください。
例えば、以下の設定では、[ebs custom1] と [ebs custom2] で始まるセクションが Amazon EBS ボ
リューム使用されるように指定します。
ebs_settings = custom1, custom2

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ec2_iam_role
(オプション) クラスター内のすべてのインスタンスにアタッチされる Amazon EC2 の既存の IAM ロー
ルの名前を定義します。IAM ロール名とその Amazon リソースネーム (ARN) は異なります。ARN を
ec2_iam_role の引数として使用することはできません 。
このオプションを指定すると、additional_iam_policies (p. 377) 設定は無視されます。
クラスターノードのデフォルト設定にポリシーを追加する場合は、追加のカスタム IAM ポリシー
をadditional_iam_policies (p. 377)を使用する代わりに設定ec2_iam_role[] 設定。
このオプションを指定しない場合、デフォルトのAWS ParallelClusterAmazon EC2 用の IAM ロールが使用
されます。詳細については、「AWS ParallelCluster における AWS Identity and Access Management の役
割 (p. 301)」を参照してください。
デフォルト値はありません。
ec2_iam_role = ParallelClusterInstanceRole
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

efs_settings
(オプション)Amazon EFS ファイルシステムに関連する設定を指定します。セクション名は、英字で始ま
り、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
詳細については、「[efs] セクション」 (p. 406)を参照してください。
たとえば、で始まるセクションを指定する次の設定が次の設定から始まります。[efs customfs]は
Amazon EFS ファイルシステムを構成するために使用されます。
efs_settings = customfs

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

enable_efa
(オプション) これが存在する場合、コンピューターノードで Elastic Fabric Adapter (EFA) を有効
化することを指定します。EFA をサポートする EC2 インスタンスのリストを確認するには、「」
を参照してください。サポートされるインスタンスタイプのLinux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド。詳細については、「Elastic Fabric Adapter (p. 347)」を参照してください。そ
のファイルにqueue_settings (p. 393)設定が定義されているか、この設定が定義されている
か、enable_efa (p. 421)の次の設定設定[queue]セクション (p. 419)は定義できます。クラスタープ
レイスメントグループは、インスタンス間のレイテンシーを最小限に抑えるために使用する必要がありま
す。詳細については、placement (p. 390) および placement_group (p. 391) を参照してください。
enable_efa = compute

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で Arm-based Graviton2 インスタンスで EFA をサポート
しました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

enable_efa_gdr
(オプション) AWS ParallelCluster バージョン 2.11.3 より、この設定は無効となりました。Elastic Fabric
Adapter (EFA) の GPUDirect RDMA (リモートディレクトメモリーアクセス) のサポートは、インスタンス
タイプとオペレーティングシステムの両方でサポートされていれば、常に有効です。

Note
AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 から 2.11.2 もしcomputeGPUDirect RDMA (リモー
トダイレクトメモリアクセス) をサポートする Elastic Fabric Adapter (EFA) は、GPUDirect
RDMA この設定を compute にするためには、enable_efa (p. 385) の設定が compute
に設定されている必要があります。GpuDirect RDMA の EFA サポートは、特定のインス
タンスタイプ (p4d.24xlarge) 特定のオペレーティングシステム (base_os (p. 378)で
すalinux2,centos7,ubuntu1804, またはubuntu2004). queue_settings (p. 393) の
設定が定義されている場合、この設定を定義するか、[queue]のセクション (p. 419)の
enable_efa_gdr (p. 421) の設定を定義することができます。クラスタープレイスメントグ
ループは、インスタンス間のレイテンシーを最小限に抑えるために使用する必要があります。詳
細については、placement (p. 390) および placement_group (p. 391) を参照してくださ
い。
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enable_efa_gdr = compute

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で enable_efa_gdr をサポートしました。
更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

enable_intel_hpc_platform
(オプション) 存在する場合は、インテル Parallel Studio のエンドユーザー使用許諾契約書が承認された
ことを示します。これにより、インテル Parallel Studio がマスターノードにインストールされ、コン
ピューティングノードと共有されます。これにより、ヘッドノードのブートストラップに要する時間が数
分長くなります。enable_intel_hpc_platform (p. 386) 設定は CentOS 7 (base_os (p. 378) =
centos7) でのみサポートされています。
デフォルト値は false です。
enable_intel_hpc_platform = true

Note
enable_intel_hpc_platform (p. 386) パラメータは、AWS Graviton ベースのインスタンス
と互換性がありません。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で enable_intel_hpc_platform (p. 386) をサポート
しました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

encrypted_ephemeral
(オプション) LUKS (Linux Unified Key Setup) を使用して、回復不能なメモリ内キーにより一時的なインス
タンスストアボリュームを暗号化します。
詳細については、「https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup/blob/master/README.md」を参照してくださ
い。
デフォルト値は false です。
encrypted_ephemeral = true

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ephemeral_dir
(オプション) インスタンスストアボリュームをマウントするパスを定義します (使用されている場合)。
デフォルト値は /scratch です。
ephemeral_dir = /scratch
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

extra_json
(オプション) Chef dna.json にマージされる追加の JSON を定義します。詳細については、「カスタム
AWS ParallelCluster AMI の構築 (p. 446)」を参照してください。
デフォルト値は {} です。
extra_json = {}

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.1 以降、起動時間を短縮するために、ほとんどのイ
ンストールレシピはノードの起動時にデフォルトでスキップされます。起動時間の短縮
よりも下位互換性の向上を優先させるために、すべてのインストールレシピを実行するに
は、extra_json (p. 387) 設定の cluster キーに "skip_install_recipes" : "no" を追
加します。例:
extra_json = { "cluster" : { "skip_install_recipes" : "no" } }

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

fsx_settings
(オプション) FSx for Lustre 設定を定義するセクションを指定します。セクション名は、英字で始まり、30
文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
詳細については、「[fsx] セクション」 (p. 410)を参照してください。
例えば、[fsx fs] で始まるセクションを指定する次の設定が FSx for Lustre 設定で使用されます。
fsx_settings = fs

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

iam_lambda_role
(オプション) 既存の AWS Lambda 実行ロールの名前を定義します。このロールは、クラスター内
のすべての Lambda 関数にアタッチされます。詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイ
ド」の「AWS Lambda execution role」を参照してください。

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
IAM ロール名とその Amazon リソースネーム (ARN) は異なります。ARN を iam_lambda_role
の引数として使用することはできません 。ec2_iam_role (p. 384) および iam_lambda_role
の両方が定義されており、scheduler (p. 395) が sge、slurm または torque の場合、ロール
は作成されません。scheduler (p. 395) が awsbatch であれば、pcluster start (p. 368)
の間にロールが作成されます。ポリシーの例ついては、「SGE、Slurm または Torque を
使用する ParallelClusterLambdaPolicy (p. 326)」および「awsbatch を使用する
ParallelClusterLambdaPolicy (p. 327)」を参照してください。
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デフォルト値はありません。
iam_lambda_role = ParallelClusterLambdaRole

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で iam_lambda_role をサポートしました。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

initial_queue_size
(オプション) クラスターでコンピューティングノードとして起動する Amazon EC2 インスタンスの最
初の数を設定します。queue_settings (p. 393) の設定が定義されている場合、この設定は削除さ
れ、[compute_resource] セクション (p. 397)の initial_count (p. 398) の設定に置き換わりま
す。

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
この設定は、従来のスケジューラ (SGE、Slurm、Torque) にのみ適用されま
す。maintain_initial_size (p. 388) 設定が true の場合、initial_queue_size (p. 388) 設定
は 1 以上でなければなりません。
スケジューラが awsbatch の場合は、代わりに min_vcpus (p. 390) を使用します。
デフォルトは 2 です。
initial_queue_size = 2

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

key_name
(オプション) インスタンスへの SSH アクセスを有効にするための既存の Amazon EC2 キーペアを指定し
ます。
key_name = mykey

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.11.0 以前は、key_name が必須設定でした。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

maintain_initial_size
Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
(Optional) 従来のスケジューラ (SGE、Slurm および Torque) の Auto Scaling グループの最初のサイズを維
持します。
スケジューラが awsbatch の場合は、代わりに desired_vcpus (p. 383) を使用します。
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この設定は、ブーリアン型フラグです。true に設定した場合、Auto Scaling グループのメンバーは
initial_queue_size (p. 388) の値より少なくなることはなく、initial_queue_size (p. 388)
の値は 1 以上でなければなりません。クラスターは max_queue_size (p. 390) の値にスケール
アップできます。cluster_type = spot の場合、Auto Scaling グループはインスタンスを中断
し、initial_queue_size (p. 388) サイズを下回る可能性があります。
false に設定した場合、Auto Scaling グループは、不要なときにリソースがアイドル状態で待機するのを
回避するため、ゼロ (0) メンバーにスケールダウンできます。
queue_settings (p. 393) の設定が定義されている場合、この設定は削除さ
れ、[compute_resource] セクション (p. 397)の initial_count (p. 398) および
min_count (p. 399) の設定に置き換わります。
デフォルトは false です。
maintain_initial_size = false

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

master_instance_type
(オプション) ヘッドノードに使用される Amazon EC2 インスタンスタイプを定義します。インスタンスタ
イプのアーキテクチャは、compute_instance_type (p. 380) 設定に使用されるアーキテクチャと同じ
でなければなりません。
無料利用枠を持つリージョンでは、無料利用枠のインスタンスタイプにデフォルトで設定されます
(t2.microまたはt3.micro)。無料利用枠を持たないリージョンでは、デフォルトは t3.micro です。
の詳細AWS無料利用枠の確認AWS無料利用枠のよくある質問。
master_instance_type = t2.micro

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 以前は、すべてのリージョンで t2.micro がデフォルト
でした。AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 では、ヘッドノードで p4d.24xlarge がサポー
トされていませんでした。AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で AWS Graviton-based インス
タンス (A1 や C6g など) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

master_root_volume_size
(オプション) ヘッドノードルートボリュームサイズをジビバイト (GiB) 単位で指定します。AMI が
growroot をサポートしている必要があります。
デフォルト値は 35 です。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 から 2.10.4 までの場合、デフォルトは 25 でした。AWS
ParallelCluster バージョン 2.5.0 以前は、デフォルトは 20 でした。
master_root_volume_size = 35

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)
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max_queue_size
(オプション) クラスターで起動可能な最大数の Amazon EC2 インスタンスの最大数を設
定します。queue_settings (p. 393) の設定が定義されている場合、この設定は削除さ
れ、[compute_resource] セクション (p. 397)の max_count (p. 398) の設定に置き換わります。

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
この設定は、従来のスケジューラ (SGE、Slurm、Torque) にのみ適用されます。
スケジューラが awsbatch の場合は、代わりに max_vcpus (p. 390) を使用します。
デフォルトは 10 です。
max_queue_size = 10

ポリシーの更新 この設定はアップデート中に変更することができますが、値が小さくなった場合はコン
ピューティングフリートを停止する必要があります。そうでなければ、既存のノードを終了させることが
できます。

max_vcpus
(オプション) コンピューティング環境での vCPU の最大数を指定します。スケジューラが awsbatch の場
合にのみ使用します。
デフォルト値は 20 です。
max_vcpus = 20

更新ポリシー: これらの設定は、更新中に減らすことはできません。 (p. 353)

min_vcpus
(オプション) awsbatch スケジューラの Auto Scaling グループの最初のサイズを維持します。

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
スケジューラが SGE、Slurm、または Torque の場合は、maintain_initial_size (p. 388) を使用し
ます。
コンピューティング環境のメンバー数が min_vcpus (p. 390) の値よりも少なくなることはありません。
デフォルトは 0 です。
min_vcpus = 0

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

placement
(オプション) クラスターのプレイスメントグループのロジックを定義します。これにより、クラスター全
体、またはクラスタープレイスメントグループを使用するコンピューティングインスタンスのみが有効に
なります。
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queue_settings (p. 393) の設定が定義されている場合、この設定は削除され、[queue] セクショ
ン (p. 419)の placement_group (p. 422) の設定に置き換わります。異なるインスタンスタイプ
を同じプレイスメントグループで使用している場合、容量不足のエラーでリクエストが失敗する可能
性が高くなります。インスタンスメタデータの詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux
Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Insufficient instance capacity」(イ
ンスタンス容量の不足) を参照してください。複数のキューがプレイスメントグループを共有できるの
は、事前に作成され、各キューの placement_group (p. 422) 設定で構成された場合だけです。各
[queue] セクション (p. 419)が placement_group (p. 422) の設定を定義している場合、ヘッドノー
ドはキューのプレイスメントグループに入ることができません。
有効なオプションは cluster または compute です。
このパラメータは、スケジューラが awsbatch の場合には使用されません。
デフォルト値は compute です。
placement = compute

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

placement_group
(オプション) クラスタープレイスメントグループを定義します。queue_settings (p. 393)
の設定が定義されている場合、この設定は削除され、[queue] セクション (p. 419)の
placement_group (p. 422) の設定に置き換わります。
有効なオプションは、次の値です。
• DYNAMIC
• 既存の Amazon EC2 クラスタープレイスメントグループ名
DYNAMIC に設定されている場合、一意のプレイスメントグループはクラスタースタックの一部として作成
され、削除されます。
このパラメータは、スケジューラが awsbatch の場合には使用されません。
プレイスメントグループでサポートされている有効なインスタンスタイプについては、「Amazon EC2
User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Placement
groups」(プレイスメントグループ) を参照してください。異なるインスタンスタイプを同じプレイスメン
トグループで使用している場合、容量不足のエラーでリクエストが失敗する可能性が高くなります。イン
スタンスメタデータの詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) のの「Insufficient instance capacity」(インスタンス容量の不足) を
参照してください。
デフォルト値はありません。
すべてのインスタンスタイプがクラスタープレイスメントグループをサポートしているわけではありませ
ん。例えば、デフォルトのインスタンスタイプでは、クラスタープレイスメントグループは t3.micro に
よってサポートされません。プレイスメントグループでサポートされている有効なインスタンスタイプに
ついては、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド) の「Cluster placement group rules and limitations」(クラスタープレイスメントグループのルール
と制限) を参照してください。プレイスメントグループを使用する際のヒントについては、「プレイスメ
ントグループとインスタンスの起動に関する問題 (p. 473)」を参照してください。
placement_group = DYNAMIC

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)
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post_install
(オプション)すべてのノードブートストラップアクションが完了する前に実行されるインストール後スク
リプトへの URL を指定します。詳細については、「カスタムブートストラップアクション (p. 296)」を
参照してください。
awsbatch をスケジューラとして使用する場合、ポストインストールスクリプトはヘッドノードでのみ実
行されます。
パラメータの形式には、「http://hostname/path/to/script.sh」または「s3://bucketname/
path/to/script.sh」を指定できます。
デフォルト値はありません。
post_install = s3://<bucket-name>/my-post-install-script.sh

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

post_install_args
(オプション) ポストインストールスクリプトに渡される引用符で囲んだ引数のリストを指定します。
デフォルト値はありません。
post_install_args = "argument-1 argument-2"

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

pre_install
(オプション)ノードデプロイブートストラップアクションが開始される前に実行されるプレインス
トールスクリプトへの URL を指定します。詳細については、「カスタムブートストラップアクショ
ン (p. 296)」を参照してください。
awsbatch をスケジューラとして使用する場合、プレインストールスクリプトはマスターノードでのみ実
行されます。
パラメータの形式には、「http://hostname/path/to/script.sh」または「s3://bucketname/
path/to/script.sh」を指定できます。
デフォルト値はありません。
pre_install = s3://<bucket-name>/my-pre-install-script.sh

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

pre_install_args
(オプション) プレインストールスクリプトに渡される引用符で囲んだ引数のリストを指定します。
デフォルト値はありません。
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pre_install_args = "argument-3 argument-4"

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

proxy_server
(オプション) HTTP または HTTPS プロキシサーバーを定義します。通常は、http://x.x.x.x:8080 で
す。
デフォルト値はありません。
proxy_server = http://10.11.12.13:8080

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

queue_settings
(オプション) クラスターが均質なコンピューティングフリートではなくキューを使用している場合、
どの[queue] セクション (p. 419)を使用するかを指定します。最初に表示された [queue] セクショ
ン (p. 419)は、デフォルトのスケジューラーキューです。queue セクション名は、英字の小文字で始ま
り、30 文字以下で、小文字の英字、数字、ハイフン (-) のみで構成される必要があります。

Important

queue_settings (p. 393) は、scheduler (p. 395)
が slurm に設定されている場合にのみサポートされま
す。cluster_type (p. 380)、compute_instance_type (p. 380)、initial_queue_size (p. 388)、maintain
および spot_price (p. 396) の設定を指定してはいけませ
ん。disable_hyperthreading (p. 383) および enable_efa (p. 385) の設定
は、[cluster] セクション (p. 376)か [queue] セクション (p. 419)のどちらかに指定できま
すが、両方に指定することはできません。
最大で 5 つの [queue] セクション (p. 419)に対応しています。
詳細については、「[queue] セクション」 (p. 419)を参照してください。
例えば、以下の設定では、[queue q1] と [queue q2] で始まるセクションが使用されるように指定し
ます。
queue_settings = q1, q2

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で queue_settings (p. 393) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

raid_settings
(オプション) Amazon EBS ボリューム RAID 設定で [raid] セクションを識別します。セクション名は、
英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があ
ります。
詳細については、「[raid] セクション」 (p. 422)を参照してください。
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例えば、[raid rs] で始まるセクションを指定する次の設定がオートスケーリング設定で使用されま
す。
raid_settings = rs

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

s3_read_resource
(オプション) AWS ParallelCluster ノードに読み取り専用アクセスを付与する Amazon S3 リソースを指定
します。
例えば、arn:aws:s3:::my_corporate_bucket* は my_corporate_bucket というバケットと、そ
のバケット内のオブジェクトへの読み取り専用のアクセスを提供します。
形式の詳細については、「working with Amazon S3」 (p. 298)(Amazon S3 の使用) を参照してくださ
い。
デフォルト値はありません。
s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket*

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

s3_read_write_resource
(オプション) AWS ParallelCluster ノードに読み取りおよび書き込みアクセスを付与する Amazon S3 リ
ソースを指定します。
例えば、arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/Development/* は、my_corporate_bucket バ
ケットの Development フォルダにあるすべてのオブジェクトに読み取り/書き込みアクセス許可を付与し
ます。
形式の詳細については、「working with Amazon S3」 (p. 298)(Amazon S3 の使用) を参照してくださ
い。
デフォルト値はありません。
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

scaling_settings
オートスケーリングボリューム RAID 設定で [scaling] セクションを識別します。セクション名は、英
字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があり
ます。
詳細については、「[scaling] セクション」 (p. 427)を参照してください。
例えば、[scaling custom] で始まるセクションを指定する次の設定がオートスケーリング設定で使用
されます。
scaling_settings = custom
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

scheduler
(必須) クラスターのスケジューラを定義します。
有効なオプションは、次の値です。
awsbatch
AWS Batch
の詳細awsbatchスケジューラ、見るネットワークセットアップ (p. 294)そしてAWS Batch
(awsbatch) (p. 338)。
sge

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
Son of Grid Engine (SGE)
slurm
Slurm Workload Manager (Slurm)
torque

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
Torque Resource Manager (Torque)

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.7.0 以前は、scheduler パラメータはオプションで、デフォ
ルトは sge でした。AWS ParallelCluster バージョン 2.7.0 以降は、scheduler パラメータが必
須です。
scheduler = slurm

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

shared_dir
(オプション) 共有 Amazon EBS ボリュームをマウントするパスを定義します。
このオプションを複数の Amazon EBS ボリュームと一緒に使用しないでください。代わりに、各 [ebs]
セクション (p. 402)で shared_dir (p. 395) 値を指定します。
複数の Amazon EBS ボリュームを扱う場合の詳細は、「[ebs]」 (p. 402)セクションを参照してくださ
い。
デフォルト値は /shared です。
/myshared の共有 Amazon EBS ボリュームを以下の例に示します。
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shared_dir = myshared

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

spot_bid_percentage
(オプション)の最大スポット料金の計算に使用されるオンデマンド割合を設定します ComputeFleet、い
つawsbatchはスケジューラーです。
指定しない場合は、オンデマンド料金を上限として、現在のスポット市場価格が選択されます。
spot_bid_percentage = 85

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

spot_price
Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用SGEまたはTorqueスケジューラによる。
(オプション)の最高スポット価格を設定します ComputeFleet 従来のスケジューラでは (SGE,Slurm, およ
びTorque). cluster_type (p. 380) が spot に設定されている場合にのみ使用されます。値を指定し
ない場合、オンデマンド料金を上限とするスポット料金が課金されます。queue_settings (p. 393)
の設定が定義されている場合、この設定は削除され、[compute_resource] セクション (p. 397)の
spot_price (p. 399) の設定に置き換わります。
スケジューラが awsbatch の場合は、代わりに spot_bid_percentage (p. 396) を使用します。
ニーズに合ったスポットインスタンスを見つける方法については、「スポットインスタンスアドバイ
ザー」を参照してください。
spot_price = 1.50

Note
In (イン)AWS ParallelClusterバージョン 2.5.0cluster_type = spotしか
しspot_price (p. 396)が指定されなかった場合、そのインスタンスは ComputeFleet fail. この
問題は AWS ParallelCluster バージョン 2.5.1 で修正されました。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

tags
(オプション) AWS CloudFormation で使用するタグを定義します。
コマンドラインタグが --tags を介して指定されている場合は、設定タグとマージされます。
コマンドラインタグは、同じキーを持つタグ設定を上書きします。
タグは JSON 形式です。中括弧の外側に引用符を使用しないでください。
詳細については、次を参照してください。AWS CloudFormationリソースタグタイプのAWS
CloudFormationユーザーガイド。
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tags = {"key" : "value", "key2" : "value2"}

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

Note
更新ポリシーでは、バージョン 2.8.0 からバージョン 2.9.1 までの AWS ParallelCluster の tags
設定の変更に対応していませんでした。

template_url
(オプション) クラスターの作成に使用される AWS CloudFormation テンプレートへのパスを定義します。
更新では、スタックの作成に使用した元のテンプレートが使用されます。
デフォルトは https://aws_region_name-aws-parallelcluster.s3.amazonaws.com/
templates/aws-parallelcluster-version.cfn.json です。

Warning
これは上級者向けのパラメータです。この設定を変更する場合は、お客様の責任において行って
ください。
template_url = https://us-east-1-aws-parallelcluster.s3.amazonaws.com/templates/awsparallelcluster-2.11.7.cfn.json

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 353)

vpc_settings
(必須) クラスターがデプロイされる Amazon VPC 設定で [vpc] セクションを識別します。セクション名
は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要
があります。
詳細については、「[vpc] セクション」 (p. 427)を参照してください。
例えば、[vpc public] で始まるセクションを指定する次の設定が Amazon VPC 設定で使用されます。
vpc_settings = public

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

[compute_resource]セクション
コンピューティングリソースのコンフィギュレーション設定を定義します。[compute_resource] のセ
クション (p. 397)は、[queue] セクション (p. 419) の compute_resource_settings (p. 420) の
設定によって参照されます。[compute_resource] セクション (p. 397)は、scheduler (p. 395) が
slurm に設定されている場合のみサポートされます。
形式は [compute_resource <compute-resource-name>] です。compute-resource-name英字で
始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、アンダーラインラインラインのみで構成される必要
があります。
[compute_resource cr1]
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instance_type = c5.xlarge
min_count = 0
initial_count = 2
max_count = 10
spot_price = 0.5

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で [compute_resource] セクション (p. 397)をサポー
トしました。
トピック
• initial_count (p. 398)
• instance_type (p. 398)
• max_count (p. 398)
• min_count (p. 399)
• spot_price (p. 399)

initial_count
(オプション) このコンピューティングリソースを起動するための Amazon EC2 インスタンスの最初の
数を設定します。クラスターの作成は、少なくともこのたくさんのノードがコンピューティングリソー
スに送信されるまで完了しません。キューの compute_type (p. 420) 設定が spot で、利用可能な
スポットインスタンスが十分でない場合、クラスターの作成がタイムアウトして失敗することがありま
す。min_count (p. 399) の設定よりも大きいカウントは、scaledown_idletime (p. 427) の設定の
対象となる動的容量です。この設定は、initial_queue_size (p. 388) 設定と置き換わります。
デフォルトは 0 です。
initial_count = 2

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

instance_type
(必須) このコンピューティングリソースに使用される Amazon EC2 インスタンスタイプを定義します。イ
ンスタンスタイプのアーキテクチャは、master_instance_type (p. 389) 設定に使用されるアーキテ
クチャと同じでなければなりません。instance_type の設定は、[queue] セクション (p. 419)で参照
される[compute_resource] セクション (p. 397)ごとに固有のものでなければなりません。この設定
は、compute_instance_type (p. 380) 設定と置き換わります。
instance_type = t2.micro

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

max_count
(オプション) このコンピューティングリソースで起動可能な最大数の Amazon EC2 インスタンスの最大数
を設定します。initial_count (p. 398) の設定値より大きいカウントは、パワーダウンモードで起動
します。この設定は、max_queue_size (p. 390) 設定と置き換わります。
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デフォルトは 10 です。
max_count = 10

更新ポリシー: キューを現在のノード数以下に減らすには、まずコンピューティングフリートを停止させる
必要があります。 (p. 353)

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.0.0 から バージョン 2.9.1 までの更新ポリシーでは、コン
ピューティングフリートが停止するまで max_count 設定の変更がサポートされていませんでし
た。

min_count
(オプション) このコンピューティングリソースで起動可能な最大数の Amazon EC2 インスタンスの最小数
を設定します。これらのノードはすべて静的な容量です。クラスターの作成は、少なくともこの数のノー
ドがコンピューティングリソースに送信されるまで完了しません。
デフォルトは 0 です。
min_count = 1

更新ポリシー: キュー内の静的ノードの数を減らすには、まずコンピューティングフリートを停止させる必
要があります。 (p. 353)

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.0.0 から バージョン 2.9.1 までの更新ポリシーでは、コン
ピューティングフリートが停止するまで min_count 設定の変更がサポートされていませんでし
た。

spot_price
(オプション) このコンピューティングリソースの最大スポット料金を設定します。このコンピューティン
グリソースを含むキューの compute_type (p. 420) 設定が spot に設定されている場合のみ使用されま
す。この設定は、spot_price (p. 396) 設定と置き換わります。
値を指定しない場合、オンデマンド料金を上限とするスポット料金が課金されます。
ニーズに合ったスポットインスタンスを見つける方法については、「Spot Instance advisor」(スポットイ
ンスタンスアドバイザー) を参照してください。
spot_price = 1.50

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

[cw_log]セクションを開いて、
CloudWatch Logs の構成設定を定義します。
形式は次のとおりです。[cw_log cw-log-name]。cw-log-name文字で始まる必要があり、使用できる
のは、英字、数字、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_) のみです。
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[cw_log custom-cw-log]
enable = true
retention_days = 14

詳細については、「Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 345)」、「アマゾン CloudWatch ダッシュ
ボード (p. 345)」、および「Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 345)」を参照してください。

Note
サポート対象cw_log「」が追加されました。AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0。

enable
(オプション)CloudWatch Logs が有効化されているかどうかを示します。
デフォルト値は true です。を使用するfalseCloudWatch Logs を無効にします。
次の例では、CloudWatch Logs を有効にします。
enable = true

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

retention_days
(オプション)CloudWatch Logs が個々のログイベントを保持する日数を示します。
デフォルト値は 14 です。サポートされる値は
1、3、5、7、14、30、60、90、120、150、180、365、400、545、731、1827、3653 です。
次の例では、ログイベントを 30 日間保持するように CloudWatch Logs を設定します。
retention_days = 30

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

[dashboard]セクションを開いて、
CloudWatch ダッシュボードの構成設定を定義します。
形式は次のとおりです。[dashboard dashboard-name]。########文字で始まる必要があり、30 文
字以内で、使用できるのは、英字、数字、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_) のみです。
[dashboard custom-dashboard]
enable = true

Note
サポート対象dashboard「」が追加されました。AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0。

enable
(オプション)CloudWatch ダッシュボードが有効かどうかを示します。
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デフォルト値は true です。を使用するfalseCloudWatch ダッシュボードを無効にします。
以下の例では、CloudWatch ダッシュボードを有効にします。
enable = true

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

[dcv]セクション
ヘッドインスタンスで実行されている NICE DCV サーバーの構成設定を定義します。
NICE DCV サーバーを作成して設定するには、クラスターを指定します。dcv_settings (p. 382)で
定義した名前でdcvセクションを選択し、enable (p. 402)にmaster, およ
びbase_os (p. 378)にalinux2,centos7,ubuntu1804またはubuntu2004。ヘッドノードが ARM イン
スタンスの場合は、base_os (p. 378)にalinux2,centos7, またはubuntu1804。
形式は、[dcv dcv-name] です。dcv-name は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン
(-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
[dcv custom-dcv]
enable = master
port = 8443
access_from = 0.0.0.0/0

詳細については、次を参照してください。NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 (p. 351)

Important
デフォルトでは、AWS ParallelCluster によって設定される NICE DCV ポートはすべての IPv4 ア
ドレスに対して開いています。ただし、ユーザーは NICE DCV セッションの URL を持っている
場合にのみ NICE DCV ポートに接続でき、その URL が pcluster dcv connect から返されて
から 30 秒以内に NICE DCV セッションに接続できます。access_from (p. 401) 設定を使用し
て、CIDR 形式の IP 範囲で NICE DCV ポートへのアクセスをさらに制限し、port (p. 402) 設
定を使用して非標準ポートを設定します。

Note
のサポート[dcv]セクション (p. 401)オンcentos8「」が追加されましたAWS ParallelCluster
バージョン 2.10.4。のサポート[dcv]セクション (p. 401)オンcentos8「」が追加されま
したAWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で AWS
Graviton-based インスタンスでの [dcv] セクション (p. 401)をサポートしました。のサポー
ト[dcv]セクション (p. 401)オンalinux2そしてubuntu1804「」が追加されましたAWS
ParallelClusterバージョン 2.6.0 AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で centos7 の [dcv] セク
ション (p. 401)をサポートしました。

access_from
(オプション、推奨) NICE DCV への接続の CIDR 形式の IP 範囲を指定します。この設定は、AWS
ParallelCluster でセキュリティグループを作成する場合にのみ使用されます。
デフォルト値は 0.0.0.0/0 で、すべてのインターネットアドレスからのアクセスを許可します。
access_from = 0.0.0.0/0
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更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

enable
(必須) ヘッドノードで NICE DCV が有効かどうかを示します。ヘッドノードで NICE DCV を有効にし、必
要なセキュリティグループルールを設定するには、enable を master に設定します。
次の例では、ヘッドノードで NICE DCV を有効にします。
enable = master

Note
NICE DCV は、NICE DCV クライアント とヘッドノードで実行されている NICE DCV サーバー
間のトラフィックを保護するために使用される自己署名証明書を自動的に生成します。独自の証
明書を設定するには、「NICE DCV HTTPS 証明書 (p. 352)」を参照してください。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

port
(オプション) NICE DCV

のポートを指定します。

デフォルト値は 8443 です。
port = 8443

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

[ebs]セクション
ヘッドインスタンスにマウントされ、コンピューティングノードへの NFS を介して共有されているボ
リュームの Amazon EBS ボリューム設定を定義します。
Amazon EBS ボリュームをクラスター定義に含めるには、「」を参照してください。[cluster]####
# (p. 376)/ebs_settings (p. 384)。
既存の Amazon EBS ボリュームを、クラスターのライフサイクルとは無関係な長期永続ストレージに使用
するには、ebs_volume_id (p. 404)。
DOebs_volume_id (p. 404),AWS ParallelClusterから EBS ボリュームを作成します[ebs]クラスタを
作成するときに設定し、クラスタが削除されたときにボリュームとデータを削除します。
詳細については、「ベストプラクティス:クラスタを新しいクラスタに移動するAWS ParallelClusterマイ
ナーバージョンまたはパッチバージョン (p. 288)」を参照してください。
形式は、[ebs ebs-name] です。ebs-name は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン
(-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
[ebs custom1]
shared_dir = vol1
ebs_snapshot_id = snap-xxxxx
volume_type = io1
volume_iops = 200
...
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[ebs custom2]
shared_dir = vol2
...
...

トピック
• shared_dir (p. 403)
• ebs_kms_key_id (p. 403)
• ebs_snapshot_id (p. 403)
• ebs_volume_id (p. 404)
• encrypted (p. 404)
• volume_iops (p. 404)
• volume_size (p. 405)
• volume_throughput (p. 405)
• volume_type (p. 406)

shared_dir
(必須) 共有 Amazon EBS ボリュームをマウントするパスを指定します。
複数の Amazon EBS ボリュームを使用する場合、このパラメータは必須です。
1 つの Amazon EBS ボリュームを使用している場合は、このオプションによって [cluster] セクショ
ン (p. 376)で指定されている shared_dir (p. 395) は上書きされます。以下の例では、ボリュームは /
vol1 にマウントされます。
shared_dir = vol1

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ebs_kms_key_id
(オプション) 暗号化に使用するカスタムの AWS KMS キーを指定します。
このパラメータは、encrypted = true とともに使用する必要があります。また、カスタムの
ec2_iam_role (p. 384) も含まれている必要があります。
詳細については、「カスタム KMS キーを使用したディスク暗号化 (p. 454)」を参照してください。
ebs_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ebs_snapshot_id
(オプション) ボリュームのソースとしてスナップショット ID を使用している場合は、Amazon EBS ス
ナップショット ID を定義します。
デフォルト値はありません。
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ebs_snapshot_id = snap-xxxxx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ebs_volume_id
(オプション) ヘッドノードにアタッチする既存の Amazon EBS ボリュームのボリューム ID を定義しま
す。
デフォルト値はありません。
ebs_volume_id = vol-xxxxxx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

encrypted
(オプション) Amazon EBS ボリュームが暗号化されているかどうかを指定します。[Note:] (メモ:) DOじゃ
ないスナップショットで使用します。
デフォルト値は false です。
encrypted = false

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

volume_iops
(オプション) io1、io2 および gp3 タイプボリュームの IOPS の数を定義します。
デフォルト値、対応値、volume_iops 対 volume_size の比率は、volume_type (p. 426) と
volume_size (p. 405) で異なります。
volume_type = io1
デフォルト volume_iops = 100
サポートする値 volume_iops = 100 — 64000 †
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 50 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 100 GiB の
volume_size が必要です。
volume_type = io2
デフォルト volume_iops = 100
サポートする値 volume_iops = 100 — 64000 (io2 Block Express ボリュームの場合は 256000) †
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の
volume_size が必要です。
volume_type = gp3
デフォルト volume_iops = 3000
サポートされる値 volume_iops = 3000 — 16000
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最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の
volume_size が必要です。

volume_iops = 200

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)
† 最大 IOPS は、32,000 IOPS 以上でプロビジョニングされた Nitro System で構築されたインスタンスに
のみ保証されます。他のインスタンスは、最大 32,000 IOPS を保証します。ボリュームを変更しない限
り、古い io1 ボリュームはパフォーマンスが完全にはならないことがあります。io2Block Express ボ
リュームは、最大 256000 までの volume_iops 値をサポートします。詳細については、次を参照してく
ださい。io2Block Express ボリューム (プレビュー)のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド。

volume_size
(オプション) 作成するボリュームのサイズ (GiB 単位) を指定します (スナップショットを使用していない
場合)。
デフォルト値、対応値は、volume_type (p. 406) で異なります。
volume_type = standard
デフォルト値 volume_size = 20 GiB
サポートされる値 volume_size = 1 — 1024 GiB
volume_type = gp2、io1、io2 および gp3
デフォルト値 volume_size = 20 GiB
サポートされる値 volume_size = 1 — 16384 GiB
volume_type = sc1 および st1
デフォルト値 volume_size = 500 GiB
サポートされる値 volume_size = 500 — 16384 GiB

volume_size = 20

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 以前は、すべてのボリュームタイプのデフォルト値は 20
GiB でした。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

volume_throughput
(オプション) gp3 ボリュームタイプのスループットを MiB/秒 で定義します。
デフォルト値は 125 です。
サポートされる値 volume_throughput = 125 — 1000 MIB/秒
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volume_throughput と volume_iops の比率は 0.25 以下にします。最大のスループットである 1000
MiB/秒を実現するためには、volume_iops の設定を 4000 以上にする必要があります。
volume_throughput = 1000

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で volume_throughput をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

volume_type
(オプション) 起動するボリュームの Amazon EBS ボリュームタイプを指定します。
有効なオプションは次のボリュームタイプです。
gp2, gp3
汎用 SSD
io1, io2
プロビジョンド IOPS SSD
st1
スループット最適化 HDD
sc1
コールド HDD
standard
前世代のマグネット
詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド) の「Amazon EBS volume types」(Amazon EBS ボリュームタイプ) を参照してくださ
い。
デフォルト値は gp2 です。
volume_type = io2

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で gp3 および io2 をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

[efs]セクション
ヘッドインスタンスとコンピューティングインスタンスにマウントされる Amazon EFS の設定を定義しま
す。詳細については、次を参照してください。CreateFileSystemのAmazon EFS API リファレンス。
Amazon EFS ファイルシステムをクラスター定義に含めるには、「」を参照してください。[cluster]#
#### (p. 376)/efs_settings (p. 385)。

406

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[efs]セクション

既存の Amazon EFS ファイルシステムを、クラスターのライフサイクルに依存しない長期の永続ストレー
ジに使用するには、efs_fs_id (p. 407)。
指定しない場合efs_fs_id (p. 407),AWS ParallelClusterAmazon EFS ファイルシステムをから[efs]ク
ラスタを作成するときに設定を行い、クラスタが削除されたときにファイルシステムとデータを削除しま
す。
詳細については、「ベストプラクティス:クラスタを新しいクラスタに移動するAWS ParallelClusterマイ
ナーバージョンまたはパッチバージョン (p. 288)」を参照してください。
形式は、[efs efs-name] です。efs-name は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン
(-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
[efs customfs]
shared_dir = efs
encrypted = false
performance_mode = generalPurpose

トピック
• efs_fs_id (p. 407)
• efs_kms_key_id (p. 408)
• encrypted (p. 408)
• performance_mode (p. 408)
• provisioned_throughput (p. 409)
• shared_dir (p. 409)
• throughput_mode (p. 409)

efs_fs_id
(オプション) 既存のファイルシステムの Amazon EFS ファイルシステム ID を定義します。
このオプションを指定すると、shared_dir (p. 395) を除く他の Amazon EFS オプションはすべて無効
になります。
このオプションを設定した場合は、ファイルシステムのみサポートされます。
• スタックのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットがない
または
• スタックのアベイラビリティーゾーンには既存のマウントターゲットがあり、0.0.0.0/0 からのイン
バウンドおよびアウトバウンドの NFS トラフィックが許可されています。
efs_fs_id (p. 407) を検証するための健全性チェックには、IAM ロールに以下のアクセス許可が必要に
なります。
• elasticfilesystem:DescribeMountTargets
• elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
エラーを回避するためには、これらのアクセス許可を IAM ロールに追加するか、sanity_check =
false を設定します。

407

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[efs]セクション

Important
0.0.0.0/0 から許可されているインバウンドおよびアウトバウンド NFS トラフィックのマウン
トターゲットを設定した場合、ファイルシステムは、マウントターゲットのアベイラビリティー
ゾーンのどこからの NFS マウントリクエストにも公開されます。AWS は、スタックのアベイラ
ビリティーゾーンにマウントターゲットを作成しないことをお勧めします。その代わりに、AWS
でこの手順を処理します。スタックのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットが必要な
場合は、[vpc] セクション (p. 427)で vpc_security_group_id (p. 429) オプションを指定
して、カスタムセキュリティグループを使用することを検討してください。次に、そのセキュリ
ティグループをマウントターゲットに追加し、sanity_check をオフにしてクラスターを作成し
ます。
デフォルト値はありません。
efs_fs_id = fs-12345

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

efs_kms_key_id
(オプション) 暗号化されたファイルシステムの保護に使用する、AWS Key Management Service (AWS
KMS) カスタマー管理キー (CMK) を識別します。これを設定する場合は、encrypted (p. 408) 設定を
true に設定する必要があります。これはに対応しますKmsKeyIdパラメータのAmazon EFS API リファレ
ンス。
デフォルト値はありません。
efs_kms_key_id = 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

encrypted
(オプション) ファイルシステムが暗号化されているかどうかを示します。これは、「Amazon EFS API
Reference」(Amazon EFS API リファレンス) の Encrypted パラメータに対応しています。
デフォルト値は false です。
encrypted = true

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

performance_mode
(オプション) ファイル システムのパフォーマンスモードを定義します。これはに対応しま
すPerformanceModeパラメータのAmazon EFS API リファレンス。
有効なオプションは、次の値です。
• generalPurpose
• maxIO
いずれの値も、大文字と小文字が区別されます。
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ほとんどのファイルシステムに generalPurpose パフォーマンスモードをお勧めします。
maxIO パフォーマンスモードを使用するファイルシステムでは、集計スループットと 1 秒あたりのオペ
レーション数をより高いレベルにスケーリングできます。ただし、ほとんどのファイルオペレーションで
は、レイテンシーがわずかに長くなるというトレードオフがあります。
このパラメータは、ファイルシステムの作成後に変更することはできません。
デフォルト値は generalPurpose です。
performance_mode = generalPurpose

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

provisioned_throughput
(オプション) ファイルシステムのプロビジョニングされたスループット (MiB/秒で測定) を定義します。こ
れはに対応しますProvisionedThroughputInMibpsパラメータのAmazon EFS API リファレンス。
このパラメータを使用する場合は、throughput_mode (p. 409) を provisioned に設定する必要があ
ります。
スループットの制限は 1024 MiB/秒です。制限の引き上げをリクエストするには、AWS Support にお問い
合わせください。
最小値は 0.0 MiB/秒 です。
provisioned_throughput = 1024

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

shared_dir
(必須) ヘッドノードとコンピューティングノードの Amazon EFS マウントポイントを定義します。
このパラメータは必須です。Amazon EFS セクションは、shared_dir (p. 395) が指定されている場合
にのみ使用します。
共有ディレクトリとして /NONE または NONE を使用しないでください。
次の例では、/efs の Amazon EFS をマウントします。
shared_dir = efs

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

throughput_mode
(オプション) ファイルシステムのスループットモードを定義します。これはに対応しま
すThroughputModeパラメータのAmazon EFS API リファレンス。
有効なオプションは、次の値です。
• bursting

409

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[fsx]セクション

• provisioned
デフォルト値は bursting です。
throughput_mode = provisioned

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

[fsx]セクション
アタッチされた FSx for Lustre ファイルシステムの設定を定義します。FSx for Lustre の詳細について
は、Amazon FSx CreateFileSystemのAmazon FSx API リファレンス。
FSx for Lustre がサポートされるのは、base_os (p. 378)ですalinux2,centos7,ubuntu1804, また
はubuntu2004。
Amazon Linux を使用する場合、カーネルは 4.14.104-78.84.amzn1.x86_64 以上である必要があり
ます。詳細な手順については、「」を参照してください。Lustre クライアントのインストールのAmazon
FSx for Lustre ユーザーガイド。

Note
awsbatch をスケジューラとして使用する場合、FSx for Lustre は現在サポートされていません。

Note
FSx for Lustre のSupportcentos8削除済みAWS ParallelClusterバージョン 2.10.4。ubuntu2004
バージョン 2.11.0 で AWS ParallelCluster の FSx for Lustre をサポートしました。AWS
ParallelCluster バージョン 2.10.0 で centos8 の FSx for Lustre をサポートしました。AWS
ParallelCluster バージョン 2.6.0 で FSx for Lustre の alinux2、ubuntu1604、ubuntu1804 を
サポートしました。AWS ParallelCluster バージョン 2.4.0 で centos7 の FSx for Lustre をサポー
トしました。
既存のファイルシステムを使用する場合は、ポート 988 経由のインバウンドの TCP トラフィックを許
可するセキュリティグループに関連付ける必要があります。セキュリティグループルールでソースを
0.0.0.0/0 に設定すると、そのルールのプロトコルとポート範囲に対する VPC セキュリティグループ内
のすべての IP 範囲からのクライアントアクセスが可能になります。ファイルシステムへのアクセスをさら
に制限するために、セキュリティグループルールには、より限定的なソースを使用することをお勧めしま
す。例えば、より具体的な CIDR の範囲、IP アドレス、セキュリティグループ ID などを使用することが
できます。vpc_security_group_id (p. 429) を使用しない場合、これは自動的に行われます。
既存の Amazon FSx ファイルシステムを、クラスターのライフサイクルとは無関係な長期永続ストレージ
に使用するには、fsx_fs_id (p. 415)。
指定しない場合fsx_fs_id (p. 415),AWS ParallelClusterFSx for Lustre ファイルシステムを作成しま
す。[fsx]クラスタを作成するときに設定を行い、クラスタが削除されたときにファイルシステムとデー
タを削除します。
詳細については、「ベストプラクティス:クラスタを新しいクラスタに移動するAWS ParallelClusterマイ
ナーバージョンまたはパッチバージョン (p. 288)」を参照してください。
形式は、[fsx fsx-name] です。fsx-name は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン
(-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
[fsx fs]
shared_dir = /fsx
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fsx_fs_id = fs-073c3803dca3e28a6

新しいファイルシステムを作成し、設定するには、次のパラメータを使用します。
[fsx fs]
shared_dir = /fsx
storage_capacity = 3600
imported_file_chunk_size = 1024
export_path = s3://bucket/folder
import_path = s3://bucket
weekly_maintenance_start_time = 1:00:00

トピック
• auto_import_policy (p. 411)
• automatic_backup_retention_days (p. 412)
• copy_tags_to_backups (p. 412)
• daily_automatic_backup_start_time (p. 413)
• data_compression_type (p. 413)
• deployment_type (p. 413)
• drive_cache_type (p. 414)
• export_path (p. 414)
• fsx_backup_id (p. 415)
• fsx_fs_id (p. 415)
• fsx_kms_key_id (p. 415)
• import_path (p. 416)
• imported_file_chunk_size (p. 416)
• per_unit_storage_throughput (p. 416)
• shared_dir (p. 417)
• storage_capacity (p. 417)
• storage_type (p. 418)
• weekly_maintenance_start_time (p. 419)

auto_import_policy
(オプション) FSx for Lustre ファイルシステムの作成に使用する S3 バケットに変更を反映させるための自
動インポートポリシーを指定します。取り得る値には以下のものがあります。
NEW
FSx for Lustre は、リンクされた S3 バケットに追加された新しいオブジェクトのうち、現在 FSx for
Lustre ファイルシステム内に存在しないオブジェクトのディレクトリリストを自動的にインポートし
ます。
NEW_CHANGED
S3 バケットに追加された新しいオブジェクトや S3 バケットで変更された既存のオブジェクトのファ
イルとディレクトリのリストが、FSx for Lustre によって自動的にインポートされます。
これはに対応しますAutoImportPolicy財産。詳細については、次を参照してくださ
い。S3 バケットから更新を自動的にインポートするのAmazon FSx for Lustre ユー
ザーガイドいつauto_import_policy (p. 411)パラメータが指定されている場
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合、automatic_backup_retention_days (p. 412),copy_tags_to_backups (p. 412),daily_automatic_backup
およびfsx_backup_id (p. 415)パラメータは指定しないでください。
auto_import_policy の設定が指定されていない場合、自動インポートは無効になります。FSx for
Lustre は、ファイルシステムの作成時に、リンクされた S3 バケットのファイルとディレクトリのリスト
のみを更新します。
auto_import_policy = NEW_CHANGED

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で auto_import_policy (p. 411) をサポートしまし
た。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

automatic_backup_retention_days
(オプション) 自動バックアップを保持する日数を指定します。これは、PERSISTENT_1 デプロイタ
イプでのみ有効です。automatic_backup_retention_days (p. 412) パラメータを指定する場
合、auto_import_policy (p. 411)、export_path (p. 414)、import_path (p. 416) および
imported_file_chunk_size (p. 416) パラメータを指定してはいけません。これはに対応しま
すAutomaticBackupRetentionDays財産。
デフォルト値は 0 です。この設定は、自動バックアップを無効にします。指定できる値は 0 から 35 まで
の整数です。
automatic_backup_retention_days = 35

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で automatic_backup_retention_days (p. 412) を
サポートしました。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

copy_tags_to_backups
(オプション) ファイルシステムのタグをバックアップにコピーするかどうかを指定します。これ
は、PERSISTENT_1 デプロイタイプでのみ有効です。copy_tags_to_backups (p. 412) パラ
メータを指定した場合、automatic_backup_retention_days (p. 412) には 0 以上の値を指定
し、auto_import_policy (p. 411)、export_path (p. 414)、import_path (p. 416) および
imported_file_chunk_size (p. 416) パラメータは指定してはいけません。これはに対応しま
すCopyTagsToBackups財産。
デフォルト値は false です。
copy_tags_to_backups = true

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で copy_tags_to_backups (p. 412) をサポートしまし
た。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)
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daily_automatic_backup_start_time
(オプション) 自動バックアップを開始する時刻 (UTC) を指定します。これは、PERSISTENT_1 デ
プロイタイプでのみ有効です。daily_automatic_backup_start_time (p. 413) パラメー
タを指定した場合、automatic_backup_retention_days (p. 412) には 0 以上の値を指定
し、auto_import_policy (p. 411)、export_path (p. 414)、import_path (p. 416) および
imported_file_chunk_size (p. 416) パラメータは指定してはいけません。これはに対応しま
すDailyAutomaticBackupStartTime財産。
フォーマットは HH:MM で、HH はゼロパディングされたその日の時間 (0～23)、MM はゼロパディングされ
たその日の分を表します。例えば、午前 1:03 UTC は次のようになります。
daily_automatic_backup_start_time = 01:03

初期値は 00:00～23:59 の間のランダムな時間です。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で daily_automatic_backup_start_time (p. 413)
をサポートしました。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

data_compression_type
(オプション) FSx for Lustre のデータ圧縮タイプを指定します。これはに対応しま
すDataCompressionType財産。詳細については、次を参照してください。FSx for Lustre データ圧
縮のAmazon FSx for Lustre ユーザーガイド。
唯一の有効な値は LZ4 です。データ圧縮を無効にするには、data_compression_type (p. 413) パラ
メータを削除します。
data_compression_type = LZ4

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.11.0 で data_compression_type (p. 413) をサポートしま
した。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

deployment_type
(オプション) FSx for Lustre のデプロイタイプを指定します。これはに対応しますDeploymentType財
産。詳細については、次を参照してください。FSx for Lustre デプロイオプションのAmazon FSx for
Lustre ユーザーガイド。一時ストレージとデータの短期処理には、スクラッチデプロイタイプを選択しま
す。SCRATCH_2 は、最新世代のスクラッチファイルシステムです。ベースラインスループットよりも高
いバーストスループットと、データの転送中の暗号化を実現しています。
有効な値は SCRATCH_1、SCRATCH_2、および PERSISTENT_1 です。
SCRATCH_1
FSx for Lustre のデフォルトのデプロイタイプ。このデプロイタイプで
は、storage_capacity (p. 417) 設定の可能な値は 1200、2400、および 3600 の倍数です。AWS
ParallelCluster バージョン 2.4.0 で SCRATCH_1 をサポートしました。
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SCRATCH_2
最新世代のスクラッチファイルシステム。スパイキーなワークロードに対して、ベースラインの最大
6 倍のスループットをサポートします。また、サポートされているリージョンのサポートされている
インスタンスタイプのデータの転送中の暗号化もサポートされています。詳細については、次を参照
してください。転送中のデータの暗号化のAmazon FSx for Lustre ユーザーガイド。このデプロイタ
イプでは、storage_capacity (p. 417) 設定の可能な値は 1200 および 2400 の倍数です。AWS
ParallelCluster バージョン 2.6.0 で SCRATCH_2 をサポートしました。
PERSISTENT_1
長期ストレージ用に設計されています。ファイルサーバーは可用性が高く、データはファ
イルシステムの AWS アベイラビリティーゾーン内で複製されます。また、サポートされて
いるインスタンスタイプのデータの転送中の暗号化に対応します。このデプロイタイプで
は、storage_capacity (p. 417) 設定の可能な値は 1200 および 2400 の倍数です。AWS
ParallelCluster バージョン 2.6.0 で PERSISTENT_1 をサポートしました。
デフォルト値は SCRATCH_1 です。
deployment_type = SCRATCH_2

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で deployment_type (p. 413) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

drive_cache_type
(オプション) ファイルシステムに SSD ドライブキャッシュを搭載することを指定しま
す。storage_type (p. 418) の設定が HDD になっている場合のみ設定可能です。これはに対応しま
すDriveCacheType財産。詳細については、次を参照してください。FSx for Lustre デプロイオプショ
ンのAmazon FSx for Lustre ユーザーガイド。
唯一の有効な値は READ です。SSD ドライブのキャッシュを無効にするには、drive_cache_type の設
定を指定しないでください。
drive_cache_type = READ

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で drive_cache_type (p. 414) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

export_path

(オプション) ファイルシステムのルートがエクスポートされる Amazon
S3 パスを指定します。export_path (p. 414) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 412)、copy_tags_to_backups (p. 412)、daily_automatic_back
および fsx_backup_id (p. 415) パラメータを指定してはいけません。これはに対応しま
すExportPath財産。ファイルのデータやメタデータが自動的に export_path にエクスポートされませ
ん。データとメタデータのエクスポートについては、を参照してください。データリポジトリへの変更の
エクスポートのAmazon FSx for Lustre ユーザーガイド。
デフォルト値は s3://import-bucket/FSxLustre[creation-timestamp] です。ここで、importbucket は import_path (p. 416) パラメータで指定されるバケットです。
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export_path = s3://bucket/folder

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

fsx_backup_id

(オプション) 既存のバックアップからファイルシステムを復元する際に使用するバック
アップの ID を指定します。fsx_backup_id (p. 415) パラメータが指定されている場
合、auto_import_policy (p. 411)、deployment_type (p. 413)、export_path (p. 414)、fsx_kms_key_id (p. 41
および per_unit_storage_throughput (p. 416) パラメータは指定
できません。これらのパラメータはバックアップから読み込まれます。ま
た、auto_import_policy (p. 411)、export_path (p. 414)、import_path (p. 416) および
imported_file_chunk_size (p. 416) パラメータは指定できません。
これはに対応しますBackupId財産。
fsx_backup_id = backup-fedcba98

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で fsx_backup_id (p. 415) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

fsx_fs_id
(オプション) 既存の FSx for Lustre ファイルシステムをアタッチします。
このオプションを指定した場合、[fsx] セクション (p. 410)の shared_dir (p. 417) および
fsx_fs_id (p. 415) の設定のみが使用され、[fsx] セクション (p. 410)のその他の設定は無視されま
す。
fsx_fs_id = fs-073c3803dca3e28a6

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

fsx_kms_key_id
(オプション) AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーのキー ID を指定します。
このキーは、保管時のファイルシステムのデータを暗号化するために使用されます。
これは、カスタム ec2_iam_role (p. 384) と使用する必要があります。詳細については、「カスタム
KMS キーを使用したディスク暗号化 (p. 454)」を参照してください。これはに対応しますKmsKeyIdパラ
メータを、Amazon FSx API リファレンス。
fsx_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で fsx_kms_key_id (p. 415) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)
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import_path

(オプション) データをファイルシステムにロードし、エクスポートバケットとして
機能する S3 バケットを指定します。詳細については、「export_path (p. 414)」
を参照してください。import_path (p. 416) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 412)、copy_tags_to_backups (p. 412)、daily_automatic_back
および fsx_backup_id (p. 415) パラメータを指定してはいけません。これはに対応しま
すImportPathパラメータを、Amazon FSx API リファレンス。
インポートは、クラスター作成時に行われます。詳細については、次を参照してください。データリポジ
トリからデータをインポートするのAmazon FSx for Lustre ユーザーガイド。インポート時には、ファイ
ルのメタデータ (名前、所有権、タイムスタンプ、パーミッション) のみがインポートされます。ファイル
データは、ファイルが最初にアクセスされるまで、S3 バケットからインポートされません。ファイルの内
容をプリロードする方法の詳細については、を参照してください。ファイルシステムへのファイルのプリ
ロードのAmazon FSx for Lustre ユーザーガイド。
値が指定されない場合、ファイルシステムは空になります。
import_path =

s3://bucket

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

imported_file_chunk_size

(オプション) データリポジトリからインポートされたファイルの場合 (import_path (p. 416)
を使用)、この値がストライプカウントと 1 つの物理ディスクに保存されたファイル
ごとの最大データ量 (MiB 単位) を決定します。1 つのファイルにストライピングで
きるディスクの最大数は、ファイルシステムを構成するディスクの合計数によって
制限されます。imported_file_chunk_size (p. 416) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 412)、copy_tags_to_backups (p. 412)、daily_automatic_back
および fsx_backup_id (p. 415) パラメータを指定してはいけません。これはに対応しま
すImportedFileChunkSize財産。
チャンクサイズのデフォルトは 1024 (1 GiB) であり、それは、512,000 MiB (500 GiB) まで高くすること
ができます。Amazon S3 オブジェクトの最大サイズは 5 TB です。
imported_file_chunk_size = 1024

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

per_unit_storage_throughput
(PERSISTENT_1 デプロイタイプに必須) deployment_type (p. 413) = PERSISTENT_1 デプロイタイ
プの場合、1 テラバイト (TiB) のストレージごとの読み取りおよび書き込みスループットの量を MB/s/TiB
単位で取得します。ファイルシステムのスループット容量は、ファイルシステムのストレージ容量 (TiB)
に per_unit_storage_throughput (p. 416) (MB/s/TiB) を掛けて計算されます。2.4 TiB のファイル
システムの場合、50 MB/s/TiB の per_unit_storage_throughput (p. 416) をプロビジョニングする
と、ファイルシステムのスループットは 120 MB/s になります。プロビジョニングしたスループットに対
して支払いが発生します。これはに対応しますPerUnitStorageThroughput財産。
設定可能な値は、storage_type (p. 418) の設定値によって異なります。
storage_type (p. 418) = SSD
指定できる値は 50、100、200 です。
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storage_type (p. 418) = HDD
指定できる値は 12、40 です。

per_unit_storage_throughput = 200

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で per_unit_storage_throughput (p. 416) をサポー
トしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

shared_dir
(必須) ヘッドノードとコンピューティングノードで FSx for Lustre ファイルシステムのマウントポイント
を定義します。
共有ディレクトリとして /NONE または NONE を使用しないでください。
次の例では、ファイルシステムを /fsx にマウントします。
shared_dir = /fsx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

storage_capacity
(必須) ファイルシステムのストレージ容量 (GiB 単位) を指定します。これはに対応しま
すStorageCapacity財産。
ストレージ容量の可能な値は deployment_type (p. 413) 設定によって異なります。
SCRATCH_1
可能な値は 1200、2400、および 3600 の倍数です。
SCRATCH_2
可能な値は 1200 および 2400 の倍数です。
PERSISTENT_1
設定可能な値は、他の設定の値によって異なります。
storage_type (p. 418) = SSD
可能な値は 1200 および 2400 の倍数です。
storage_type (p. 418) = HDD
設定可能な値は、per_unit_storage_throughput (p. 416) の設定内容によって異なりま
す。
per_unit_storage_throughput (p. 416) = 12
可能な値は 6000 の倍数です。
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per_unit_storage_throughput (p. 416) = 40
可能な値は 1800 の倍数です。

storage_capacity = 7200

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 および 2.5.1 では、storage_capacity (p. 417) の可能
な値は 1200、2400、および 3600 の倍数です。AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 より前の
バージョンでは、storage_capacity (p. 417) の最小サイズは 3600 でした。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

storage_type
(オプション) フファイルシステムのストレージタイプを指定します。これはに対応しますStorageType財
産。指定できる値は SSD および HDD です。デフォルトは SSD です。
ストレージタイプによって、他の設定の可能な値が変わります。
storage_type = SSD
ソリッドステートドライブ (SSD) ストレージタイプを指定します。
storage_type = SSD は、他のいくつかの設定の可能な値を変更します。
drive_cache_type (p. 414)
この設定は指定できません。
deployment_type (p. 413)
この設定は、SCRATCH_1、SCRATCH_2、PERSISTENT_1 のいずれかに設定できます。
per_unit_storage_throughput (p. 416)
deployment_type (p. 413) を PERSISTENT_1 に設定する場合は、この設定を指定する必要が
あります。指定できる値は 50、100、200 です。
storage_capacity (p. 417)
この設定は必ず指定する必要があります。可能な値は、deployment_type (p. 413) に基づい
て変化します。
deployment_type = SCRATCH_1
storage_capacity (p. 417) は 1200、2400、または 3600 の任意の倍数です。
deployment_type = SCRATCH_2 または deployment_type = PERSISTENT_1
storage_capacity (p. 417) は 1200、または 2400 の任意の倍数です。
storage_type = HDD
ハードディスクドライブ (HDD) のストレージタイプを指定します。
storage_type = HDD は、他の設定の可能な値を変更します。
drive_cache_type (p. 414)
この設定を指定することができます。

418

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[queue]セクション

deployment_type (p. 413)
この設定は PERSISTENT_1 に設定する必要があります。
per_unit_storage_throughput (p. 416)
この設定は必ず指定する必要があります。指定できる値は 12、または、40 です。
storage_capacity (p. 417)
この設定は必ず指定する必要があります。設定可能な値
は、per_unit_storage_throughput (p. 416) の設定によって異なります。
storage_capacity = 12
storage_capacity (p. 417) は 6000 の任意の倍数です。
storage_capacity = 40
storage_capacity (p. 417) は 1800 の任意の倍数です。

storage_type = SSD

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で storage_type (p. 418) をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

weekly_maintenance_start_time
(オプション) 毎週のメンテナンスを実行する推奨時間 (UTC タイムゾーン) を指定します。これはに対応し
ますWeeklyMaintenanceStartTime財産。
形式は [曜日]: [時間]: [分] です。例えば、月曜日の深夜は次のようになります。
weekly_maintenance_start_time = 1:00:00

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

[queue]セクション
1 つのキューのコンフィギュレーション設定を定義します。[queue] セクショ
ン (p. 419)は、scheduler (p. 395) が slurm に設定されている場合のみサポートされます。
形式は、[queue <queue-name>] です。queue-name は、英字の小文字で始まり、30 文字以下で、小
文字の英字、数字、ハイフン (-) のみで構成される必要があります。
[queue q1]
compute_resource_settings = i1,i2
placement_group = DYNAMIC
enable_efa = true
disable_hyperthreading = false
compute_type = spot

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で [queue] セクション (p. 419)をサポートしました。
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トピック
• compute_resource_settings (p. 420)
• compute_type (p. 420)
• disable_hyperthreading (p. 421)
• enable_efa (p. 421)
• enable_efa_gdr (p. 421)
• placement_group (p. 422)

compute_resource_settings
(必須) このキューのコンピューティングリソースの設定を含む [compute_resource] セクショ
ン (p. 397)を指定します。セクション名は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン (-)、
アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
1 つの [queue] セクション (p. 419)に対して、最大 3 つの [compute_resource] セクショ
ン (p. 397)がサポートされています。
例えば、以下の設定では、[compute_resource cr1] と [compute_resource cr2] で始まるセク
ションが使用されるように指定します。
compute_resource_settings = cr1, cr2

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

compute_type
(オプション) このキューで起動するインスタンスの種類を定義します。この設定
は、cluster_type (p. 380) 設定と置き換わります。
有効なオプションは、ondemand と spot です。
デフォルト値は ondemand です。
スポットインスタンスの詳細については、「スポットインスタンスの操作 (p. 299)」を参照してくださ
い。

Note
スポットインスタンスを使用するには、お客様のアカウントに AWSServiceRoleForEC2Spot
サービスにリンクしたロールが必要です。AWS CLI を使用してアカウントにこのロールを作成す
るには、次のコマンドを実行します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Service-linked role for Spot Instance requests」(スポットイン
スタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール) を参照してください。
次の例では、を使用します。 SpotInstances このキューのコンピューティングノードに対して。
compute_type = spot
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更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

disable_hyperthreading
(オプション) このキューに入っているノードのハイパースレッディングを無効にします。すべてのイン
スタンスタイプがハイパースレッディングを無効にできるわけではありません。ハイパースレッディ
ングの無効化をサポートするインスタンスタイプの一覧については、「Amazon EC2 User Guide for
Linux Instances」(Amazon EC2 Linuxインスタンス用ユーザガイド) の「CPU cores and threads for
each CPU core per instance type」(インスタンスタイプごとの CPU コアとスレッド) を参照してくださ
い。[cluster] セクション (p. 376)の disable_hyperthreading (p. 383) 設定が定義されている場
合は、この設定を定義することはできません。
デフォルト値は false です。
disable_hyperthreading = true

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

enable_efa
(オプション) true に設定されている場合、このキューのノードに対して Elastic Fabric Adapter (EFA) が
有効であることを指定します。EFA をサポートする EC2 インスタンスのリストを確認するには、「」を
参照してください。サポートされるインスタンスタイプのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド。[cluster] セクション (p. 376)の enable_efa (p. 385) 設定が定義されている場合は、こ
の設定を定義することはできません。クラスタープレイスメントグループは、インスタンス間のレイテン
シーを最小限に抑えるために使用する必要があります。詳細については、placement (p. 390) および
placement_group (p. 391) を参照してください。
enable_efa = true

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

enable_efa_gdr
(オプション) AWS ParallelCluster バージョン 2.11.3 より、この設定は無効となりました。GPUDirect
RDMA (リモートダイレクトメモリアクセス) をサポートする Elastic Fabric Adapter (EFA) は、コンピュー
ティングノードでは、インスタンスタイプでサポートされていれば常に有効です。

Note
AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0～2.11.2: もしtrue、このキューのノードに対し
て、Elastic Fabric Adapter (EFA) の GPUDirect RDMA (リモートダイレクトメモリアクセス) が
有効であることを指定します。これをtrueにはが必要ですenable_efa (p. 421)設定がに設定
されているtrue.EFA GPUDirect RDMA は、次のインスタンスタイプでサポートされています
(p4d.24xlarge) これらのオペレーティングシステム (alinux2,centos7,ubuntu1804, また
はubuntu2004). [cluster] セクション (p. 376)の enable_efa_gdr (p. 385) 設定が定義
されている場合は、この設定を定義することはできません。クラスタープレイスメントグループ
は、インスタンス間のレイテンシーを最小限に抑えるために使用する必要があります。詳細につ
いては、placement (p. 390) および placement_group (p. 391) を参照してください。
デフォルト値は false です。
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enable_efa_gdr = true

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で enable_efa_gdr をサポートしました。
更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

placement_group
(オプション) 存在する場合、このキューのプレイスメントグループを定義します。この設定
は、placement_group (p. 391) 設定と置き換わります。
有効なオプションは、次の値です。
• DYNAMIC
• 既存の Amazon EC2 クラスタープレイスメントグループ名
DYNAMIC に設定されている場合、このキューのための一意のプレイスメントグループはクラスタースタッ
クの一部として作成され、削除されます。
プレイスメントグループでサポートされている有効なインスタンスタイプについては、「Amazon EC2
User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Placement
groups」(プレイスメントグループ) を参照してください。異なるインスタンスタイプを同じプレイスメン
トグループで使用している場合、容量不足のエラーでリクエストが失敗する可能性が高くなります。イン
スタンスメタデータの詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) のの「Insufficient instance capacity」(インスタンス容量の不足) を
参照してください。
デフォルト値はありません。
すべてのインスタンスタイプがクラスタープレイスメントグループをサポートしているわけではありませ
ん。例えば、t2.micro では、クラスタープレイスメントグループをサポートしていません。プレイスメ
ントグループでサポートされている有効なインスタンスタイプについては、「Amazon EC2 User Guide
for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Cluster placement group
rules and limitations」(クラスタープレイスメントグループのルールと制限) を参照してください。プレイ
スメントグループを使用する際のヒントについては、「プレイスメントグループとインスタンスの起動に
関する問題 (p. 473)」を参照してください。
placement_group = DYNAMIC

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

[raid]セクション
多数の同一の Amazon EBS ボリュームから作成される RAID アレイの設定を定義します。RAID ドライブ
はヘッドノードにマウントされ、NFS でコンピューティングノードにエクスポートされます。
形式は、[raid raid-name] です。raid-name は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイ
フン (-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
[raid rs]
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shared_dir = raid
raid_type = 1
num_of_raid_volumes = 2
encrypted = true

トピック
• shared_dir (p. 423)
• ebs_kms_key_id (p. 423)
• encrypted (p. 423)
• num_of_raid_volumes (p. 424)
• raid_type (p. 424)
• volume_iops (p. 424)
• volume_size (p. 425)
• volume_throughput (p. 426)
• volume_type (p. 426)

shared_dir
(必須) ヘッドノードとコンピューティングノードでの RAID アレイのマウントポイントを定義します。
RAID ドライブは、このパラメータが指定されている場合にのみ作成されます。
共有ディレクトリとして /NONE または NONE を使用しないでください。
次の例では、/raid のアレイをマウントします。
shared_dir = raid

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ebs_kms_key_id
(オプション) 暗号化に使用するカスタムの AWS KMS キーを指定します。
このパラメータは、encrypted = true とともに使用し、カスタムの ec2_iam_role (p. 384) が含ま
れている必要があります。
詳細については、「カスタム KMS キーを使用したディスク暗号化 (p. 454)」を参照してください。
ebs_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

encrypted
(オプション) ファイルシステムを暗号化するかどうかを指定します。
デフォルト値は false です。
encrypted = false
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

num_of_raid_volumes
(オプション) RAID アレイをアセンブルする Amazon EBS ボリュームの数を定義します。
ボリュームの最小数は 2 です。
ボリュームの最大数は 5 です。
デフォルト値は 2 です。
num_of_raid_volumes = 2

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

raid_type
(必須) RAID アレイの RAID タイプを定義します。
RAID ドライブは、このパラメータが指定されている場合にのみ作成されます。
有効なオプションは、次の値です。
• 0
• 1
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「RAID info」(RAID 情報) を参照してください。
以下の例では、RAID 0 アレイが作成されます。
raid_type = 0

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

volume_iops
(オプション) io1、io2 および gp3 タイプボリュームの IOPS の数を定義します。
デフォルト値、対応値、volume_iops 対 volume_size の比率は、volume_type (p. 426) と
volume_size (p. 425) で異なります。
volume_type = io1
デフォルト volume_iops = 100
サポートする値 volume_iops = 100 — 64000 †
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 50 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 100 GiB の
volume_size が必要です。
volume_type = io2
デフォルト volume_iops = 100
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サポートする値 volume_iops = 100 — 64000 (io2 Block Express ボリュームの場合は 256000) †
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の
volume_size が必要です。
volume_type = gp3
デフォルト volume_iops = 3000
サポートされる値 volume_iops = 3000 — 16000
最大 volume_iops/volume_size 比率 ＝ 500 IOPS/GiB。5000 IOPS には、少なくとも 10 GiB の
volume_size が必要です。

volume_iops = 3000

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)
† 最大 IOPS は、32,000 IOPS 以上でプロビジョニングされた Nitro System で構築されたインスタンスに
のみ保証されます。他のインスタンスは、最大 32,000 IOPS を保証します。ボリュームを変更しない限
り、古い io1 ボリュームはパフォーマンスが完全にはならないことがあります。io2Block Express ボ
リュームは、最大 256000 までの volume_iops 値をサポートします。詳細については、次を参照してく
ださい。io2Block Express ボリューム (プレビュー)のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド。

volume_size
(オプション) 作成するボリュームのサイズを定義します (GiB 単位)。
デフォルト値、対応値は、volume_type (p. 426) で異なります。
volume_type = standard
デフォルト値 volume_size = 20 GiB
サポートされる値 volume_size = 1 — 1024 GiB
volume_type = gp2、io1、io2 および gp3
デフォルト値 volume_size = 20 GiB
サポートされる値 volume_size = 1 — 16384 GiB
volume_type = sc1 および st1
デフォルト値 volume_size = 500 GiB
サポートされる値 volume_size = 500 — 16384 GiB

volume_size = 20

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 以前は、すべてのボリュームタイプのデフォルト値は 20
GiB でした。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)
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volume_throughput
(オプション) gp3 ボリュームタイプのスループットを MiB/秒 で定義します。
デフォルト値は 125 です。
サポートされる値 volume_throughput = 125 — 1000 MIB/秒
volume_throughput と volume_iops の比率は 0.25 以下にします。最大のスループットである 1000
MiB/秒を実現するためには、volume_iops の設定を 4000 以上にする必要があります。
volume_throughput = 1000

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で volume_throughput をサポートしました。
更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

volume_type
(オプション) 構築するボリュームのタイプを定義します。
有効なオプションは、次の値です。
gp2, gp3
汎用 SSD
io1, io2
プロビジョンド IOPS SSD
st1
スループット最適化 HDD
sc1
コールド HDD
standard
前世代のマグネット
詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド) の「Amazon EBS volume types」(Amazon EBS ボリュームタイプ) を参照してくださ
い。
デフォルト値は gp2 です。
volume_type = io2

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.10.1 で gp3 および io2 をサポートしました。
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更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

[scaling]セクションを開いて、
トピック
• scaledown_idletime (p. 427)
コンピューティングノードがスケールする方法を定義する設定を指定します。
形式はです。[scaling scaling-name]。#######文字で始まる必要があり、30 文字以内で、英字、
数字、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_) のみを使用できます。
[scaling custom]
scaledown_idletime = 10

scaledown_idletime
(オプション)ジョブがない場合にコンピューティングノードが終了する時間 (単位: 分) を指定します。
このパラメータは使用されません。awsbatchスケジューラです。
デフォルト値は 10 です。
scaledown_idletime = 10

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

[vpc]セクション
Amazon VPC の構成設定を指定します。VPC の詳細については、「Amazon VPC User Guide」(Amazon
Virtual Private Cloud ユーザーガイド) の「What is Amazon VPC」(?Amazon VPC とは?) および「Security
best practices for your VPC」(VPC におけるセキュリティのベストプラクティス) を参照してください。
形式は、[vpc vpc-name] です。vpc-name は、英字で始まり、30 文字以下で、英字、数字、ハイフン
(-)、アンダーライン (‗) のみで構成される必要があります。
[vpc public]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-xxxxxx

トピック
• additional_sg (p. 428)
• compute_subnet_cidr (p. 428)
• compute_subnet_id (p. 428)
• master_subnet_id (p. 428)
• ssh_from (p. 428)
• use_public_ips (p. 429)
• vpc_id (p. 429)
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• vpc_security_group_id (p. 429)

additional_sg
(オプション) すべてのインスタンス用の追加の Amazon VPC セキュリティグループ ID を指定します。
デフォルト値はありません。
additional_sg = sg-xxxxxx

compute_subnet_cidr
(オプション) クラスレスのドメイン間ルーティング (CIDR) ブロックを指定します。このパラメータ
は、AWS ParallelCluster でコンピューティングサブネットを作成する場合に使用します。
compute_subnet_cidr = 10.0.100.0/24

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

compute_subnet_id
(オプション) コンピューティングノードをプロビジョンする既存のサブネットの ID を指定します。
指定しない場合は、compute_subnet_id (p. 428) は master_subnet_id (p. 428) の値を使用しま
す。
サブネットがプライベートの場合は、ウェブアクセスに NAT を設定する必要があります。
compute_subnet_id = subnet-xxxxxx

更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

master_subnet_id
(必須) ヘッドノードをプロビジョンする既存のサブネットの ID を指定します。
master_subnet_id = subnet-xxxxxx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

ssh_from
(オプション) SSH アクセスを許可する CIDR 形式の IP 範囲を指定します。
このパラメータは、AWS ParallelCluster でセキュリティグループを作成する場合にのみ使用されます。
デフォルト値は 0.0.0.0/0 です。
ssh_from = 0.0.0.0/0
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更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)

use_public_ips
(オプション) コンピューティングインスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てるかどうかを定義しま
す。
true に設定すると、Elastic IP アドレスがヘッドノードに関連付けられます。
false に設定した場合、ヘッドインスタンスには、「Auto-assign Public IP」(自動割り当てパブリック
IP) サブネット設定パラメータの値に応じてパブリック IP が設定されます (または設定されません)。
例については、「networking configuration」 (p. 291)(ネットワーク設定) を参照してください。
デフォルト値は true です。
use_public_ips = true

Important
デフォルトでは、すべての AWS アカウント はリージョンあたり 5 つの Elastic IP アドレスに制
限されています。詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Elastic IP address limit」(Elastic IP アドレス) を参
照してください。
更新ポリシー: この設定を更新で変更するためには、コンピューティングフリートを停止する必要がありま
す。 (p. 353)

vpc_id
(必須) クラスターをプロビジョンする Amazon VPC の ID を指定します。
vpc_id = vpc-xxxxxx

更新ポリシー: この設定が変更された場合、更新は許可されません。 (p. 353)

vpc_security_group_id
(オプション) すべてのインスタンスに既存のセキュリティグループを使用するよう指定します。
デフォルト値はありません。
vpc_security_group_id = sg-xxxxxx

AWS ParallelCluster によって作成されたセキュリティグループでは、ssh_from (p. 428) 設定で指定さ
れたアドレスからポート 22 を使用するか、ssh_from (p. 428) 設定が指定されていない場合はすべての
IPv4 アドレス (0.0.0.0/0) を使用して、SSH アクセスが許可されます。NICE DCV が有効になっている
場合、セキュリティグループでは、access_from (p. 401) 設定で指定されたアドレスからポート 8443
(または port (p. 402) 設定で指定されたもの) を使用するか、access_from (p. 401) 設定が指定され
ていない場合はすべての IPv4 アドレス (0.0.0.0/0) を使用して、NICE DCV へのアクセスが許可されま
す。
更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 352)
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例
以下の設定例を参照してください。AWS ParallelClusterの使用によるの設定Slurm,Torque, およびAWS
Batchスケジューラ。

Note
バージョン 2.11.5 以降AWS ParallelClusterの使用はサポートされていませんSGEまたはTorqueス
ケジューラ。
目次
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 430)
• Son of Grid Engine(sge) とTorque Resource Manager(torque) (p. 431)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 431)

Slurm Workload Manager (slurm)
次の例では、slurm スケジューラでクラスターを起動します。構成例では、2 つのジョブキューを持
つ 1 つのクラスターを起動します。最初のキュー、spot、最初は 2t3.microスポットインスタンスが
使用可能です。最大 10 インスタンスまでスケールアップでき、10 分間ジョブが実行されていない場合
は最低 1 インスタンスにスケールダウンできます（scaledown_idletime (p. 427)設定)。2 番目の
キュー、ondemandインスタンスなしで開始し、最大 5 までスケールアップできます。t3.microオンデ
マンドインスタンス。
[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = slurm
[aws]
aws_region_name = <your AWS #####>
[vpc public]
master_subnet_id = <your subnet>
vpc_id = <your VPC>
[cluster slurm]
key_name = <your EC2 keypair name>
base_os = alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = t3.micro
vpc_settings = public
queue_settings = spot,ondemand

# optional, defaults to alinux2
# optional, defaults to t3.micro

[queue spot]
compute_resource_settings = spot_i1
compute_type = spot
# optional, defaults to ondemand
[compute_resource spot_i1]
instance_type = t3.micro
min_count = 1
initial_count = 2

# optional, defaults to 0
# optional, defaults to 0

[queue ondemand]
compute_resource_settings = ondemand_i1
[compute_resource ondemand_i1]
instance_type = t3.micro
max_count = 5

# optional, defaults to 10
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Son of Grid Engine(sge) とTorque Resource Manager(torque)
Note
この例はにのみ適用されます。AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 以降のバージョン。バー
ジョン 2.11.5 以降AWS ParallelClusterの使用はサポートされていませんSGEまたはTorqueスケ
ジューラ。
次の例では、torqueまたはsgeスケジューラ。を使用するにはSGEで、変更するscheduler =
torqueにscheduler = sge。この例では、最大 5 の同時のノードが許可され、10 分間ジョブが実行さ
れない場合、2 にスケールダウンします。
[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = torque
[aws]
aws_region_name = <your AWS #####>
[vpc public]
master_subnet_id = <your subnet>
vpc_id = <your VPC>
[cluster torque]
key_name = <your EC2 keypair name>but
base_os = alinux2
#
scheduler = torque
#
master_instance_type = t3.micro
#
vpc_settings = public
initial_queue_size = 2
#
maintain_initial_size = true
#
max_queue_size = 5
#

they aren't eligible for future updates
optional, defaults to alinux2
optional, defaults to sge
optional, defaults to t3.micro
optional, defaults to 0
optional, defaults to false
optional, defaults to 10

Note
バージョン 2.11.5 以降AWS ParallelClusterの使用はサポートされていませんSGEまたはTorqueス
ケジューラ。これらのバージョンを使用する場合は、引き続き使用するか、またはAWSサービス
およびAWSSupport チーム。

AWS Batch (awsbatch)
次の例では、awsbatch スケジューラでクラスターを起動します。ジョブリソースのニーズに基づき、よ
り良いインスタンスタイプを選択するように設定されています。
この例では、最大 40 の同時 vCPUs が許可され、10 分間ジョブが実行されない場合、ゼロにスケールダ
ウンします（scaledown_idletime (p. 427)設定)。
[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = awsbatch
[aws]
aws_region_name = <your AWS #####>
[vpc public]
master_subnet_id = <your subnet>
vpc_id = <your VPC>
[cluster awsbatch]
scheduler = awsbatch

431

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
How AWS ParallelCluster works
compute_instance_type = optimal # optional, defaults to
min_vcpus = 0
# optional, defaults to
desired_vcpus = 0
# optional, defaults to
max_vcpus = 40
# optional, defaults to
base_os = alinux2
# optional, defaults to
# the head node and the
key_name = <your EC2 keypair name>
vpc_settings = public

optimal
0
4
20
alinux2, controls the base_os of
docker image for the compute fleet

How AWS ParallelCluster works
AWS ParallelClusterは、クラスターを管理する手段としてだけでなく、使い方のリファレンスとしても構
築されました。AWSHPC 環境を構築するためのサービス。
トピック
• AWS ParallelClusterプロセス (p. 432)
• AWSで使用されるサービスAWS ParallelCluster (p. 437)
• AWS ParallelCluster オートスケーリング (p. 442)

AWS ParallelClusterプロセス
このセクションは、サポートされている従来のジョブスケジューラ (SGE、Slurm、Torque) のいずれかを
使用してデプロイされた HPC クラスターにのみ適用されます。これらのスケジューラと一緒に使用する
と、AWS ParallelClusterは、Auto Scaling グループと基盤となるジョブスケジューラの両方と対話するこ
とによって、コンピューティングノードのプロビジョニングと削除を管理します。
に基づいている HPC クラスタの場合AWS Batch,AWS ParallelClusterは、によって提供される機能に依存
します。AWS Batchコンピュートノード管理用。

Note
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterは、の使用をサポートしていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。2.11.4 以降のバージョンでも引き続き使用できますが、今後のアップデー
トやトラブルシューティングのサポートの対象外です。AWSサービスとAWSSupport チーム。
トピック
• SGE and Torque integration processes (p. 432)
• Slurm integration processes (p. 436)

SGE and Torque integration processes
Note
このセクションは、にのみ適用されます。AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョ
ン。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterは、の使用をサポートしていませんSGEそして
Torqueスケジューラ、Amazon SNS、Amazon SQS。

全般的な概要
クラスターのライフサイクルは、ユーザーによって作成された後に始まります。通常、クラスターはコマ
ンドラインインターフェイス (CLI) から実行されます。作成後、クラスタは削除されるまで存在します。
AWS ParallelCluster デーモンは、主に HPC クラスターの伸縮性を管理することを目的としたクラスター
ノード上で実行されます。次の図は、ユーザーのワークフローとクラスターのライフサイクルを示しま
す。以下のセクションでは、クラスターの管理に使用される AWS ParallelCluster デーモンについて説明し
ます。
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とSGEそしてTorqueスケジューラAWS ParallelCluster使用するnodewatcher,jobwatcher, およ
びsqswatcherプロセス。

jobwatcher
クラスターが実行されている場合、root ユーザーが所有するプロセスで、設定されたスケジューラ () がモ
ニタリングされます。SGEまたはTorque). 毎分キューを評価して、スケールアップするタイミングを決定
します。
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sqswatcher
-sqswatcherプロセスモニタリングでは、Auto Scaling によって送信される Amazon SQS メッ
セージをモニタリングして、クラスター内の状態の変化を通知します。インスタンスがオンライ
ンになると、「instance ready」メッセージが Amazon SQS に送信されます。このメッセージ
はsqs_watcherで、head ノード上で実行されます。これらのメッセージは、新しいインスタンスがオ
ンラインになったときや終了したときにキューマネージャーに通知するために使用されるため、それらを
キューに追加したり、キューから削除したりすることができます。
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nodewatcher
nodewatcher プロセスは、コンピューティングシステムの各ノード上で実行されます。ユーザーが定義
した scaledown_idletime 期間が過ぎると、インスタンスは終了します。
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Slurm integration processes
とSlurmスケジューラAWS ParallelCluster使用するclustermgtdそしてcomputemgtプロセス。

clustermgtd
異種モードで実行されるクラスタ（queue_settings (p. 393)値) クラスタ管理デーモン
(clustermgtd) ヘッドノードで実行されるプロセス。これらのタスクは、クラスタ管理デーモンによって
実行されます。
• 非アクティブなパーティションのクリーンアップ
• 静的な容量管理:静的な容量が常に稼働していることを確認する
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• スケジューラーを Amazon EC2 と同期します。
• 孤立したインスタンスのクリーンアップ
• 中断ワークフローの外で発生する Amazon EC2 終了時のスケジューラノードのステータスを復元する
• 異常な Amazon EC2 インスタンス管理（Amazon EC2 ヘルスチェックの失敗）
• スケジュールされたメンテナンスイベント管理
• 異常スケジューラノード管理 (スケジューラのヘルスチェックの失敗)

computemgtd
異種モードで実行されるクラスタ（queue_settings (p. 393)値) コンピューティング管理デーモン
(computemgtd) 各コンピュートノードで実行されるプロセス。5 分ごとに、コンピュート管理デーモン
は、ヘッドノードに到達でき、正常であることを確認します。5 分が経過し、ヘッドノードに到達できな
い、または正常でない場合、コンピュートノードはシャットダウンされます。

AWSで使用されるサービスAWS ParallelCluster
以下のAmazon Web Services (AWS) サービスはAWS ParallelCluster。
トピック
• AWS Auto Scaling (p. 437)
• AWS Batch (p. 438)
• AWS CloudFormation (p. 438)
• Amazon CloudWatch (p. 438)
• Amazon CloudWatch Logs (p. 438)
• AWS CodeBuild (p. 439)
• Amazon DynamoDB (p. 439)
• Amazon Elastic Block Store (p. 439)
• Amazon Elastic Compute Cloud (p. 439)
• Amazon Elastic Container Registry (p. 439)
• Amazon EFS (p. 440)
• Amazon FSx for Lustre (p. 440)
• AWS Identity and Access Management (p. 440)
• AWS Lambda (p. 440)
• NICE DCV (p. 440)
• Amazon Route 53 (p. 440)
• Amazon Simple Notification Service (p. 441)
• Amazon Simple Queue Service (p. 441)
• Amazon Simple Storage Service (p. 441)
• Amazon VPC (p. 441)

AWS Auto Scaling
Note
このセクションは、にのみ適用されます。AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョ
ン。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterは、の使用をサポートしていませんAWS Auto
Scaling。
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AWS Auto Scalingは、アプリケーションを監視し、特定の変化するサービス要件に基づいて容量を自動的
に調整するサービスです。このサービスは、ComputeFleet インスタンスを Auto Scaling グループとして
管理します。グループは、変化するワークロードによって伸縮自在に駆動されるか、初期インスタンス構
成によって静的に固定されます。
AWS Auto ScalingComputeFleet インスタンスで使用されますが、では使用されません。AWS Batchクラ
スターを試すことができます。
の詳細AWS Auto Scaling「」を参照してください。https://aws.amazon.com/autoscaling/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/autoscaling/。

AWS Batch
AWS BatchはAWSマネージドジョブスケジューラサービス。は、最適な量とタイプのコンピューティング
リソース (CPU やメモリ最適化インスタンスなど) を動的にプロビジョンします。AWS Batchクラスター
を試すことができます。これらのリソースは、ボリューム要件など、バッチジョブの特定の要件に基づい
てプロビジョニングされます。とAWS Batchでは、ジョブを効果的に実行するために、追加のバッチコン
ピューティングソフトウェアやサーバークラスターをインストールおよび管理する必要はありません。
AWS Batch は、AWS Batch クラスターでのみ使用されます。
の詳細AWS Batch「」を参照してください。https://aws.amazon.com/batch/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/batch/。

AWS CloudFormation
AWS CloudFormationは、モデル化とプロビジョニングに共通言語を提供するコードとしてのインフラス
トラクチャサービスです。AWSおよびクラウド環境内のサードパーティアプリケーションリソース。これ
は、によって使用される主なサービスです。AWS ParallelCluster。の各クラスタAWS ParallelClusterはス
タックとして表され、各クラスタに必要なすべてのリソースはAWS ParallelCluster AWS CloudFormation
テンプレート。ほとんどの場合、AWS ParallelClusterCLI コマンドは直接対応するAWS CloudFormationス
タックコマンド (作成、更新、削除コマンドなど)。クラスター内で起動されるインスタンスは、に対して
HTTPS を呼び出します。AWS CloudFormationクラスターが起動されるリージョンのエンドポイント。
の詳細AWS CloudFormation「」を参照してください。https://aws.amazon.com/cloudformation/そし
てhttps://docs.aws.amazon.com/cloudformation/。

Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch (CloudWatch) は、データと実用的なインサイトを提供するモニタリングおよび
可観測性サービスです。これらのインサイトは、アプリケーションの監視、パフォーマンスの変更や
サービスの例外への対応、リソース使用率の最適化に使用できます。EclipseAWS ParallelClusterで
は、CloudWatch はダッシュボードに使用され、Docker イメージビルドステップと出力が監視され、ログ
が作成されます。AWS Batchジョブ。
前AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0、CloudWatch はAWS Batchクラスターを試すことができます。
CloudWatch の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/cloudwatch/そし
てhttps://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/。

Amazon CloudWatch Logs
Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) は、Amazon CloudWatch のコア機能の1つです。これ
を使用して、で使用されるコンポーネントのログファイルを監視、保存、表示、検索できます。AWS
ParallelCluster。
前AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0、CloudWatch Logs はAWS Batchクラスターを試すことができま
す。
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詳細については、「Amazon との統合 CloudWatch ログ (p. 345)」を参照してください。

AWS CodeBuild
AWS CodeBuild(CodeBuild) とはAWSマネージド型継続的統合サービスであり、ソースコードのコン
パイル、テストの実行、デプロイ可能なソフトウェアパッケージの作成が行われます。EclipseAWS
ParallelClusterでは、CodeBuild は、クラスターの作成時に Docker イメージを自動的かつ透過的に構築す
るために使用されます。
CodeBuild はAWS Batchクラスターを試すことができます。
CodeBuild の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/codebuild/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/codebuild/。

Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB (DynamoDB) は、高速で柔軟な NoSQL データベースサービスです。これは、クラス
ターの最小状態情報を保存するために使用されます。ヘッドノードは、DynamoDB テーブルでプロビジョ
ニングされたインスタンスを追跡します。
DynamoDB はと共に使用されませんAWS Batchクラスターを試すことができます。
DynamoDB の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/dynamodb/そし
てhttps://docs.aws.amazon.com/dynamodb/。

Amazon Elastic Block Store
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、共有ボリューム用の永続ストレージを提供する高性能ブ
ロックストレージサービスです。Amazon EBS の設定はすべて設定を通過できます。Amazon EBS ボ
リュームは、空の状態でまたは既存の Amazon EBS スナップショットから初期化できます。
Amazon EBS の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/ebs/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/ebs/。

Amazon Elastic Compute Cloud
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS ParallelCluster。Head ノードとコンピュート
ノードは Amazon EC2 インスタンスです。HVM をサポートする任意のインスタンスタイプを選択できま
す。ヘッドノードとコンピュートノードは、異なるインスタンスタイプにすることができます。さらに、
複数のキューを使用する場合、一部またはすべてのコンピュートノードをスポットインスタンスとして起
動することもできます。インスタンスにあるインスタンスストアボリュームは、ストライピングされた
LVM ボリュームとしてマウントされます。
Amazon EC2 の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/ec2/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/ec2/。

Amazon Elastic Container Registry
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージド型の Docker コンテナレジストリで
あり、Docker コンテナイメージを簡単に保存、管理、デプロイできます。EclipseAWS ParallelClusterで
は、Amazon ECR はクラスターの作成時に構築される Docker イメージを保存します。その後で Docker
イメージは、送信されたジョブにコンテナを実行するために AWS Batch に使用されます。
Amazon ECR は、AWS Batchクラスターを試すことができます。
詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/ecr/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/ecr/。
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Amazon EFS
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、で使用するためのシンプルでスケーラブル、かつフルマ
ネージド型の伸縮自在なフルマネージド型の NFS ファイルシステムを提供します。AWS クラウドサー
ビスとオンプレミスリソース。Amazon EFSは、efs_settings (p. 385)設定が指定され、[efs]セク
ション (p. 406)。Amazon EFS Support は、AWS ParallelClusterバージョン 2.1.0
Amazon EFS の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/efs/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/efs/。

Amazon FSx for Lustre
FSx for Lustreは、オープンソースのLustreファイルシステムを使用する高性能ファイルシステムを提供し
ます。FSx for Lustreは、fsx_settings (p. 387)設定が指定され、[fsx]セクション (p. 410)。FSx
for LustreSupport は、AWS ParallelClusterバージョン 2.2.2.2.2.1
FSx for Lustre の詳細については、を参照してください。https://aws.amazon.com/fsx/lustre/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/fsx/。

AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management(IAM) は、内で使用されますAWS ParallelCluster個々のクラ
スターに固有のインスタンスに対して、Amazon EC2 の最低権限の IAM ロールを提供します。AWS
ParallelClusterインスタンスには、クラスターのデプロイと管理を行うために必要な特定の API 呼び出し
にのみアクセスが許可されます。
とAWS Batchクラスターでは、IAM ロールは、クラスターの作成時に Docker イメージ構築プロセスに
関係するコンポーネント用に作成されます。これらのコンポーネントには、Amazon ECR リポジトリ
間で Docker イメージの追加と削除を許可されている Lambda 関数が含まれます。また、クラスターと
CodeBuild プロジェクト用に作成された Amazon S3 バケットを削除できる関数も含まれています。AWS
Batch リソース、インスタンス、およびジョブのロールもあります。
IAM の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/iam/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/iam/。

AWS Lambda
AWS Lambda(Lambda) は、Docker イメージの作成を調整する関数を実行します。また、Lambda
は、Amazon ECR リポジトリや Amazon S3 に保存されている Docker イメージなど、カスタムクラス
ターリソースのクリーンアップを管理します。
Lambda の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/lambda/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/lambda/。

NICE DCV
NICE DCV は、さまざまなネットワーク条件で、リモートデスクトップやアプリケーションストリーミ
ングをあらゆるデバイスに配信するための安全な方法を提供する、高性能リモートディスプレイプロトコ
ルです。NICE DCVは、dcv_settings (p. 382)設定が指定され、[dcv]セクション (p. 401)。NICE
DCVSupport がで追加されましたAWS ParallelClusterバージョン 2.5.0
NICE DCVの詳細については、https://aws.amazon.com/hpc/dcv/そしてhttps://docs.aws.amazon.com/
dcv/。

Amazon Route 53
Amazon Route 53（Route 53）は、各コンピューティングノードのホスト名と完全修飾ドメイン名を持つ
ホストゾーンを作成するために使用されます。

440

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWSで使用されるサービスAWS ParallelCluster

Route 53 の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/route53/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/route53/。

Amazon Simple Notification Service
Note
このセクションは、にのみ適用されます。AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョ
ン。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterは、Amazon Simple Notification Service の使用
をサポートしていません。
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は Auto Scaling から通知を受け取ります。これらのイ
ベントは、ライフサイクルイベントと呼ばれ、Auto Scaling グループでインスタンスが起動または終了し
たときに生成されます。WithAWS ParallelClusterでは、Auto Scaling グループの Amazon SNS トピックが
Amazon SQS キューにサブスクライブされます。
Amazon SNS は一緒に使用されていませんAWS Batchクラスターを試すことができます。
Amazon SNS の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/sns/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/sns/。

Amazon Simple Queue Service
Note
このセクションは、にのみ適用されます。AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョ
ン。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterは Amazon シンプルキューサービスの使用をサ
ポートしていません。
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、Auto Scaling から送信された通知、Amazon SNS を介
して送信された通知、コンピューティングノードから送信された通知を保持します。Amazon SQS は、通
知の送信と通知の受信を分離します。これにより、ヘッドノードはポーリングプロセスを通じて通知を処
理できます。このプロセスでは、ヘッドノードは Amazon SQSwatcher を実行し、キューをポーリングし
ます。Auto Scaling とコンピュートノードは、キューにメッセージを投稿します。
Amazon SQS はと一緒に使用されませんAWS Batchクラスターを試すことができます。
Amazon SQS の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/sqs/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/sqs/。

Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ストアAWS ParallelCluster各リージョンにあるテンプレー
ト。AWS ParallelClusterは、CLI/SDK ツールで Amazon S3 を使用できるように設定できます。
あなたが使用する場合AWS Batchクラスターでは、アカウント内の Amazon S3 バケットが関連データの
保存に使用されます。たとえば、バケットには、送信されたジョブから Docker イメージとスクリプトが
作成されたときに作成されたアーティファクトが格納されます。
詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/s3/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/s3/。

Amazon VPC
Amazon VPC は、クラスター内のノードによって使用されるネットワークを定義します。クラスターの
VPC 設定は、[vpc]セクション (p. 427)。
Amazon VPC の詳細については、「」を参照してください。https://aws.amazon.com/vpc/そしてhttps://
docs.aws.amazon.com/vpc/。
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AWS ParallelCluster オートスケーリング
Note
このセクションは、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン バージョン
2.11.5 以降、AWS ParallelClusterの使用をサポートしていませんSGEまたはTorqueスケジュー
ラ。2.11.4までのバージョンで引き続き使用できますが、future アップデートやトラブルシュー
ティングサポートの対象にはなりませんAWSサービスとAWSSupport チーム。
[StartingAWS ParallelClusterバージョン 2.9.0、Auto Scaling はSlurm Workload Manager(Slurm). .
の詳細Slurmおよび複数のキューのスケーリングについては、マルチキューモードのチュートリア
ル (p. 456)。
このトピックで説明するオートスケーリング戦略は、Son of Grid Engine (SGE) または Torque Resource
Manager (Torque) のいずれかで展開される HPC クラスターに適用されます。これらのスケジューラのい
ずれかを使用してデプロイすると、AWS ParallelCluster は、コンピューティングノードの Auto Scaling
グループを管理し、必要に応じてスケジューラ構成を変更することで、スケーリング機能を実装しま
す。AWS Batch に基づく HPC クラスターの場合、AWS ParallelCluster は、AWS マネージド型ジョブス
ケジューラによって提供される伸縮自在なスケーリング機能に依存します。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling User Guide」(Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド) の「What is Amazon EC2
Auto Scaling」(Amazon EC2 Auto Scaling とは) を参照してください。
AWS ParallelCluster でデプロイされたクラスターは、さまざまな方法で伸縮自在です。の設
定initial_queue_size (p. 388)の最小サイズ値を指定します ComputeFleet Auto Scaling グルー
プ、および必要な容量の値。の設定max_queue_size (p. 390)の最大サイズの値が指定されます
ComputeFleet Auto Scaling グループ。

スケールアップ
毎分、ヘッドノードでは jobwatcher というプロセスが実行されます。キュー内の保留中のジョブに必要
な現在のインスタンス数を評価します。ビジー状態のノードとリクエストされたノードの合計数が、Auto
Scaling グループで現在必要な値より大きい場合、さらにインスタンスを追加します。さらにジョブを送信
した場合、キューが再評価され、Auto Scaling グループは、指定した max_queue_size (p. 390) まで更
新されます。
SGE スケジューラでは、実行する多数のスロットがジョブごとに必要です (1 つのスロットが 1 つの処理
ユニット (例: vCPU) に対応します)。現在保留中のジョブを処理するために必要なインスタンスの数を評
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価する場合、jobwatcher は 1 つのコンピューティングノードの容量でリクエストされたスロットの合計
数を除算します。利用可能な vCPU の数に相当するコンピューティングノードの容量は、クラスター設定
で指定されている Amazon EC2 インスタンスタイプによって異なります。
Slurm (AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 以前) や Torque スケジューラでは、状況に応じて各ジョブ
にノード数とノードごとのスロット数が必要になる場合があります。jobwatcher では、新しい計算要
件を満たすために必要なコンピューティングノードの数をリクエストごとに決定します。例えば、あるク
ラスターのコンピューティングインスタンスタイプが c5.2xlarge (8 vCPU) であり、3 つの 保留中の
キューに登録されたジョブの要件が以下であると仮定します。
• job1: 2 ノード/4 スロット
• job2: 3 ノード/2 スロット
• job3: 1 ノード/4 スロット
この例の jobwatcher では、3 つのジョブを処理するために、Auto Scaling グループに 3 つの新しいコン
ピューティングインスタンスが必要です。
現在の制限: オートスケールアップロジックは、部分的にロードされたビジーノードを考慮しません。例え
ば、ジョブを実行しているノードでは、スロットが空いていてもビジーとみなされます。

スケールダウン
各コンピューティングノードで nodewatcher と呼ばれるプロセスを実行し、ノードのアイドル時間を評
価します。インスタンスは、次の条件のいずれも満たされた場合に終了します。
• インスタンスで scaledown_idletime (p. 427) より長い期間ジョブが実行されていない (デフォルト
設定は 10 分)
• クラスター内に保留中のジョブがない
インスタンスを終了するには、nodewatcherを呼び出しますTerminateInstanceInAutoScalingGroupAPI
オペレーション。その結果、Auto Scaling グループのサイズが Auto Scaling グループの最小サイズを上回
ると、インスタンスは削除されます。このプロセスでは、実行中のジョブに影響を及ぼすことなく、クラ
スターをスケールダウンすることができます。また、固定ベース数のインスタンスにより伸縮自在なクラ
スターを有効にします。

静的クラスター
スケールの値は、HPC の場合も他のワークロードと同じです。ここでの唯一の違いは、AWS
ParallelCluster には、具体的にインテリジェントな方法で操作させるコードがあることです。
例えば、静的クラスターが必要な場合は、initial_queue_size (p. 388) パラメータおよび
max_queue_size (p. 390) パラメータを必要なクラスターの正確なサイズに設定し、その後
maintain_initial_size (p. 388) パラメータを true に設定します。これにより、 ComputeFleet Auto
Scaling グループの最小容量、最大容量、および必要な容量に対して同じ値が設定されます。

チュートリアル
以下のチュートリアルでは、AWS ParallelCluster の開始方法について説明し、一般的なタスクのベストプ
ラクティスのガイダンスを示します。
トピック
• AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する (p. 444)
• カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 (p. 446)
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• AWS ParallelCluster と awsbatch スケジューラを使用して MPI ジョブを実行する (p. 449)
• カスタム KMS キーを使用したディスク暗号化 (p. 454)
• マルチキューモードのチュートリアル (p. 456)

AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する
このチュートリアルでは、AWS ParallelCluster で最初の「Hello World」ジョブを実行する方法について説
明します。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 272)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• の IAM ロールがある許可 (p. 302)の実行に必要なのはpcluster (p. 357)CLI。

インストールを確認する
まず、AWS ParallelCluster が正しくインストールされ、設定されていることを確認します。
$ pcluster version

これにより、AWS ParallelCluster の実行中のバージョンが返ります。設定に関するメッセージが出力に表
示されたら、AWS ParallelCluster を設定するために次のコマンドを実行する必要があります。
$ pcluster configure

初めてクラスターを作成する
では、最初のクラスターを作成していきましょう。このチュートリアルのワークロードのパフォーマンス
負荷は高くないため、デフォルトのインスタンスサイズ t2.micro を使います。(本稼働ワークロードの
場合は、ニーズに最適なインスタンスサイズを選択します)
クラスター hello-world を呼び出してみましょう。
$ pcluster create hello-world

クラスターが作成されると、次のような出力が表示されます。
Starting: hello-world
Status: parallelcluster-hello-world - CREATE_COMPLETE
MasterPublicIP = 54.148.x.x
ClusterUser: ec2-user
MasterPrivateIP = 192.168.x.x
GangliaPrivateURL = http://192.168.x.x/ganglia/
GangliaPublicURL = http://54.148.x.x/ganglia/

メッセージ CREATE_COMPLETE は、クラスターが正しく作成されたことを示します。また、この出力に
は、ヘッドノードのパブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスも表示されています。ログインす
るにはこの IP が必要です。
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ヘッドノードにログインする
OpenSSH pem ファイルを使用してヘッドノードにログインします。
pcluster ssh hello-world -i /path/to/keyfile.pem

ログインしたら、qhost コマンドを実行して、コンピューティングノードがセットアップおよび設定され
ていることを確認します。
$ qhost
HOSTNAME
ARCH
NCPU NSOC NCOR NTHR LOAD MEMTOT MEMUSE SWAPTO
SWAPUS
---------------------------------------------------------------------------------------------global
ip-192-168-1-125
lx-amd64
2
1
2
2 0.15
3.7G 130.8M 1024.0M
0.0
ip-192-168-1-126
lx-amd64
2
1
2
2 0.15
3.7G 130.8M 1024.0M
0.0

クラスターに 2 つのコンピューティングノードがあり、どちらも 2 つのスレッドを使用できることが出力
に示されます。

SGE を使用して最初のジョブを実行する
Note
この例はにのみ適用されますAWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョン。バージョ
ン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterは、の使用をサポートしていませんSGEまたはTorqueスケ
ジューラ。
次に、しばらくの間スリープしてから、独自のホスト名を出力するジョブを作成します。
hellojob.sh というファイルを次の内容で作成します。
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"

次に、qsub を使用してジョブを送信し、実行されることを確認します。
$ qsub hellojob.sh
Your job 1 ("hellojob.sh") has been submitted

これで、キューを表示してジョブのステータスを確認できます。

$ qstat
job-ID prior
name
user
state submit/start at
queue
slots ja-task-ID
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0.55500 hellojob.s ec2-user
r
03/24/2015 22:23:48
all.q@ip-192-168-1-125.us-west
1

ジョブが現在実行ステータスであることが出力に示されます。ジョブが終了するまで 30 秒間待ってか
ら、もう一度 qstat を実行します。
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$ qstat
$

キューにはジョブがないため、現在のディレクトリで出力を確認できます。
$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 48 Mar 24 22:34 hellojob.sh
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 0 Mar 24 22:34 hellojob.sh.e1
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 34 Mar 24 22:34 hellojob.sh.o1

ジョブスクリプトの e1 および o1 ファイルが出力で確認できます。e1 ファイルは空であるため、stderr
への出力はありません。o1 ファイルを表示すると、ジョブの出力が表示されます。
$ cat hellojob.sh.o1
Hello World from ip-192-168-1-125

また、出力には、ジョブがインスタンス ip-192-168-1-125 上で正常に実行されていることも示されて
います。
クラスターの作成と使用の詳細については、「」を参照してください。ベストプラクティス (p. 287)。

カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築
Important
AWS ParallelCluster をカスタマイズするためのアプローチとして、カスタム AMI を構築すること
はお勧めしません。
なぜなら、独自の AMI を構築した後、AWS ParallelCluster の今後のリリースでアップデート
やバグ修正を適用できなくなります。さらに、カスタム AMI を構築した場合は、新しい AWS
ParallelCluster のリリースごとに、カスタム AMI を作成したときの手順を繰り返す必要がありま
す。
この先をお読みになる前に、まず、カスタムブートストラップアクション (p. 296)のセクションをご覧に
なり、ご希望の変更がスクリプト化され、今後の AWS ParallelCluster のリリースでサポートされるかどう
かをご確認いただくことをお勧めします。
前述の理由により、カスタム AMI の構築は理想的ではありませんが、AWS ParallelCluster 用のカスタム
AMI の構築が必要なシナリオもあります。このチュートリアルでは、これらのシナリオに対応するカスタ
ム AMI を構築する手順を説明します。

Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.6.1 以降、ほとんどのインストールレシピはノードの起動
時にデフォルトでスキップされます。これは、起動時間を短縮するためです。起動時間の短
縮よりも下位互換性の向上を優先させるために、すべてのインストールレシピを実行するに
は、extra_json (p. 387) 設定の cluster キーに "skip_install_recipes" : "no" を追
加します。例:
extra_json = { "cluster" : { "skip_install_recipes" : "no" } }

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 272)。
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• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• の IAM ロールがある許可 (p. 302)の実行に必要な起動pcluster (p. 357)CLI。

AWS ParallelCluster AMI をカスタマイズする方法
カスタムを使用するには 3 つの方法があります。AWS ParallelClusterAMI は次のセクションで説明されま
す。これら 3 つの方法のうち、2 つの方法では、AWS アカウント アカウントで使用できる新しい AMI を
構築する必要があります。3 つめの方法 (ランタイムにカスタム AMI を使用する) では、事前に何かを構築
する必要はありませんが、デプロイにリスクが追加されます。お客様のニーズに最適なものを選択してく
ださい。

AWS ParallelCluster AMI を変更する
これが最も安全で推奨される方法です。ベースとなる AWS ParallelCluster AMI は新しいリリースに合わ
せて頻繁に更新されるため、この AMI には、AWS ParallelCluster をインストールして設定した後、正し
く機能するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。これは、ベースとして起動できま
す。
1. AMI リストの中から、使用している特定のリージョンに対応する AMI を探します。選択する AMI
リストは、使用する AWS ParallelCluster のバージョンと一致している必要があります。pcluster
version を実行して、バージョンを確認します。を使用する場合AWS ParallelClusterバージョン
2.11.7、に移動します。https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.7/amis.txt。別のバージョ
ンを選択するには、同じリンクを使用してタグ:2.11.7ボタンをクリックし、タグタブを選択し、適切な
バージョンを選択します。
2. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
3. Amazon EC2 ダッシュボードから、を選択します。インスタンスを起動する。
4. 選択Browse more AMIに移動します。コミュニティ AMIに移動して、検索ボックスにリージョンの AMI
ID を入力します。
5. AMI を選択し、インスタンスタイプとプロパティを選択し、key pair を選択して、インスタンスを起動
します。
6. OS ユーザーと SSH キーを使用してインスタンスにログインします。
7. 必要に応じてインスタンスをカスタマイズします。
8. 次のコマンドを実行して、インスタンスを AMI 作成用に準備します。
sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

9. インスタンスを停止します。
10.インスタンスから 新しい AMI を作成します。
11.新しい AMI ID をcustom_ami (p. 381)フィールドをクラスタ設定内に含めます。

カスタム AWS ParallelCluster AMI を構築する
カスタマイズされた AMI とソフトウェアがすでに導入されている場合は、AWS ParallelCluster で必要な
変更を適用することができます。
1. ローカルシステムに AWS ParallelCluster CLI とともに以下をインストールします。
• Packer: Packer ウェブサイトから OS の最新バージョンを探してインストールします。 バージョン
は 1.4.0 以上である必要がありますが、最新のバージョンを推奨します。の検証packerコマンドは
PATH で使用できます。
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Note
AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 以前では、pcluster createami を使用するためには
(gem install berkshelf を使用してインストールされた)Berkshelf が必要でした。
2. Packer がユーザーに代わって AWS API オペレーションを呼び出すことができるように、AWS アカ
ウント の認証情報を設定します。Packer が動作するために必要な最小限のパーミッションのセット
は、Packer ドキュメントの「Amazon AMI Builder」の「IAM Task or Instance Role」(トピックの IAM
タスクまたはインスタンスのロール) セクションに記載されています。
3. ベースとして提供したものから始めて AWS ParallelCluster AMI を構築するために AWS ParallelCluster
CLI の createami コマンドを使用できるようになります。
pcluster createami --ami-id <BASE_AMI> --os <BASE_AMI_OS>

Important
実行中のクラスターの AWS ParallelCluster AMI を createami コマンドの <BASE_AMI> とし
て使用することはできません。そうしなければ、コマンドは失敗します。
その他のパラメータについては、「pcluster createami (p. 360)」を参照してください。
4. ステップ 4 のコマンドは Packer を実行し、具体的には以下の処理を実行します。
a. 提供されているベース AMI を使用してインスタンスを起動します。
b. AWS ParallelCluster クックブックをインスタンスに適用し、関連ソフトウェアのインストールやそ
の他の必要な設定を行います。
c. インスタンスを停止します。
d. インスタンスから新しい AMI を作成します。
e. AMI の作成後にインスタンスを終了します。
f. クラスターの作成に使用する新しい AMI ID 文字列を出力します。
5. クラスターを作成するには、クラスター設定内の [custom_ami] (p. 381) フィールドに AMI ID を入力
します。

Note
カスタムの AWS ParallelCluster AMI の構築に使用するインスタンスタイプは t2.xlarge です。
このインスタンスタイプは AWS の無料利用枠には該当しないため、この AMI を構築した際に作
成されたインスタンスは課金されます。

実行時にカスタム AMI を使用する
Warning
と互換性のない AMI を使用するリスクを回避するにはAWS ParallelClusterでは、この方法を使用
しないことをお勧めします。
コンピュートノードが実行時にテストされていない可能性のある AMI で起動されると、AWS
ParallelClusterの必要なソフトウェアが原因で発生する可能性がありますAWS ParallelCluster仕事
をやめる。
事前に何も作りたくない場合は、手持ちの AMI を使い、その AMI から AWS ParallelCluster を作ることが
できます。
この方法では、クラスター作成時に AWS ParallelCluster が必要とするソフトウェアをすべてインストール
する必要があるため、AWS ParallelCluster の作成に時間がかかります。さらに、スケールアップにも時間
がかかります。
• クラスター設定内の [custom_ami] (p. 381) フィールドに AMI ID を入力します。
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AWS ParallelCluster と awsbatch スケジューラを使
用して MPI ジョブを実行する
このチュートリアルでは awsbatch をスケジューラとして使用して MPI ジョブを実行する方法を説明し
ます。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 272)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• IAM ロールが許可 (p. 302)の実行に必要なのpcluster (p. 357)CLIさん。

クラスターの作成
まず、スケジューラとして awsbatch を使用するクラスター用の設定を作成しましょう。vpc セクション
と key_name フィールドの不足しているデータを、設定時に作成したリソースに挿入してください。
[global]
sanity_check = true
[aws]
aws_region_name = us-east-1
[cluster awsbatch]
base_os = alinux
# Replace with the name of the key you intend to use.
key_name = key-#######
vpc_settings = my-vpc
scheduler = awsbatch
compute_instance_type = optimal
min_vcpus = 2
desired_vcpus = 2
max_vcpus = 24
[vpc my-vpc]
# Replace with the id of the vpc you intend to use.
vpc_id = vpc-#######
# Replace with id of the subnet for the Head node.
master_subnet_id = subnet-#######
# Replace with id of the subnet for the Compute nodes.
# A NAT Gateway is required for MNP.
compute_subnet_id = subnet-#######

これでクラスターの作成を開始できます。クラスターの名前を awsbatch-tutorial とします。
$ pcluster create -c /path/to/the/created/config/aws_batch.config -t awsbatch awsbatchtutorial

クラスターが作成されると、次のような出力が表示されます。
Beginning cluster creation for cluster: awsbatch-tutorial
Creating stack named: parallelcluster-awsbatch
Status: parallelcluster-awsbatch - CREATE_COMPLETE
MasterPublicIP: 54.160.xxx.xxx
ClusterUser: ec2-user
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MasterPrivateIP: 10.0.0.15

ヘッドノードにログインする
AWS ParallelCluster バッチ CLI (p. 338) コマンドはすべて、AWS ParallelCluster がインストールされて
いるクライアントマシンで使用することができます。ただし、ヘッドノードに SSH 接続し、そこからジョ
ブを送信します。これにより、ヘッドインスタンスと、AWS Batch ジョブを実行するすべての Docker イ
ンスタンス間で共有される NFS ボリュームを使用することができます。
SSH pem ファイルを使用してヘッドノードにログインします。
$ pcluster ssh awsbatch-tutorial -i /path/to/keyfile.pem

ログインしたら、コマンド awsbqueues と awsbhosts を実行して、設定済みの AWS Batch キューと実
行中の Amazon ECS インスタンスを表示します。
[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbqueues
jobQueueName
status
--------------------------------- -------parallelcluster-awsbatch-tutorial VALID
[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbhosts
ec2InstanceId
instanceType
privateIpAddress
------------------- -------------- -----------------i-0d6a0c8c560cd5bed m4.large
10.0.0.235

publicIpAddress
----------------34.239.174.236

runningJobs
------------0

出力からわかるように、1 つの実行中のホストを選択します。これは、設定で min_vcpus (p. 390) に選
択した値が原因です。AWS Batch キューとホストに関する追加の詳細を表示する場合は、コマンドに -d
フラグを追加します。

AWS Batch を使用して最初のジョブを実行する
MPI に移行する前に、しばらくの間スリープしてから独自のホスト名を出力し、パラメータとして渡され
た名前にあいさつをするダミージョブを作成しましょう。
以下の内容の「hellojob.sh」という名前のファイルを作成します。
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello $1 from $HOSTNAME"
echo "Hello $1 from $HOSTNAME" > "/shared/secret_message_for_${1}_by_${AWS_BATCH_JOB_ID}"

次に、awsbsub を使用してジョブを送信し、実行されることを確認します。
$ awsbsub -jn hello -cf hellojob.sh Luca
Job 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2 (hello) has been submitted.

キューを表示してジョブのステータスを確認します。
$ awsbstat
jobId
exitCode
---------------------------------------------- ----------

jobName

status

startedAt

-----------

--------

-------------------
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6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
-

hello

RUNNING

2018-11-12 09:41:29

-

ジョブの詳細情報が出力に示されます。
$ awsbstat 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
jobId
: 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
jobName
: hello
createdAt
: 2018-11-12 09:41:21
startedAt
: 2018-11-12 09:41:29
stoppedAt
: status
: RUNNING
statusReason
: jobDefinition
: parallelcluster-myBatch:1
jobQueue
: parallelcluster-myBatch
command
: /bin/bash -c 'aws s3 --region us-east-1 cp s3://parallelclustermybatch-lui1ftboklhpns95/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh /tmp/batch/jobhellojob_sh-1542015680924.sh; bash /tmp/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh Luca'
exitCode
: reason
: vcpus
: 1
memory[MB]
: 128
nodes
: 1
logStream
: parallelcluster-myBatch/default/c75dac4a-5aca-4238a4dd-078037453554
log
: https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=useast-1#logEventViewer:group=/aws/batch/job;stream=parallelcluster-myBatch/default/
c75dac4a-5aca-4238-a4dd-078037453554
-------------------------

ジョブの現在の状態は、RUNNING です。ジョブが終了するまで 30 秒間待ってから、もう一度 awsbstat
を実行します。
$ awsbstat
jobId
exitCode
---------------------------------------------- ----------

jobName

status

startedAt

-----------

--------

-------------------

これで、ジョブが SUCCEEDED ステータスになりました。
$ awsbstat -s SUCCEEDED
jobId
stoppedAt
exitCode
------------------------------------------------------ ---------6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
2018-11-12 09:42:00
0

jobName

status

startedAt

-----------

---------

-------------------

hello

SUCCEEDED

2018-11-12 09:41:29

現在キューにはジョブがないため、awsbout コマンドで出力を確認できます。
$ awsbout 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
2018-11-12 09:41:29: Starting Job 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
download: s3://parallelcluster-mybatch-lui1ftboklhpns95/batch/jobhellojob_sh-1542015680924.sh to tmp/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh
2018-11-12 09:42:00: Hello Luca from ip-172-31-4-234

ジョブはインスタンス「ip-172-31-4-234」で正常に実行されたことがわかります。
/shared ディレクトリを調べると、秘密のメッセージが表示されます。
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このチュートリアルに含まれない利用可能な機能をすべて確認するには、「AWS ParallelClusterバッチ
CLI のドキュメント (p. 338)」を参照してください。チュートリアルを進める準備ができたら、MPI ジョ
ブを送信する方法を確認しましょう。

マルチノード並列環境で MPI ジョブを実行する
ヘッドノードにログインしたまま、mpi_hello_world.c という名前のファイルを /shared ディレクト
リに作成します。次の MPI プログラムをファイルに追加します。
// Copyright 2011 www.mpitutorial.com
//
// An intro MPI hello world program that uses MPI_Init, MPI_Comm_size,
// MPI_Comm_rank, MPI_Finalize, and MPI_Get_processor_name.
//
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
int main(int argc, char** argv) {
// Initialize the MPI environment. The two arguments to MPI Init are not
// currently used by MPI implementations, but are there in case future
// implementations might need the arguments.
MPI_Init(NULL, NULL);
// Get the number of processes
int world_size;
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);
// Get the rank of the process
int world_rank;
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);
// Get the name of the processor
char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
int name_len;
MPI_Get_processor_name(processor_name, &name_len);
// Print off a hello world message
printf("Hello world from processor %s, rank %d out of %d processors\n",
processor_name, world_rank, world_size);

}

// Finalize the MPI environment. No more MPI calls can be made after this
MPI_Finalize();

次のコードを submit_mpi.sh として保存します。
#!/bin/bash
echo "ip container: $(/sbin/ip -o -4 addr list eth0 | awk '{print $4}' | cut -d/ -f1)"
echo "ip host: $(curl -s "http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4")"
# get shared dir
IFS=',' _shared_dirs=(${PCLUSTER_SHARED_DIRS})
_shared_dir=${_shared_dirs[0]}
_job_dir="${_shared_dir}/${AWS_BATCH_JOB_ID%#*}-${AWS_BATCH_JOB_ATTEMPT}"
_exit_code_file="${_job_dir}/batch-exit-code"
if [[ "${AWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX}" -eq "${AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEX}" ]]; then
echo "Hello I'm the main node $HOSTNAME! I run the mpi job!"
mkdir -p "${_job_dir}"
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echo "Compiling..."
/usr/lib64/openmpi/bin/mpicc -o "${_job_dir}/mpi_hello_world" "${_shared_dir}/
mpi_hello_world.c"
echo "Running..."
/usr/lib64/openmpi/bin/mpirun --mca btl_tcp_if_include eth0 --allow-run-as-root -machinefile "${HOME}/hostfile" "${_job_dir}/mpi_hello_world"
# Write exit status code
echo "0" > "${_exit_code_file}"
# Waiting for compute nodes to terminate
sleep 30

else

echo "Hello I'm the compute node $HOSTNAME! I let the main node orchestrate the mpi
processing!"
# Since mpi orchestration happens on the main node, we need to make sure the containers
representing the compute
# nodes are not terminated. A simple trick is to wait for a file containing the status
code to be created.
# All compute nodes are terminated by AWS Batch if the main node exits abruptly.
while [ ! -f "${_exit_code_file}" ]; do
sleep 2
done
exit $(cat "${_exit_code_file}")
fi

これで、最初の MPI ジョブを送信して 3 つのノードで同時に実行する準備ができました。
$ awsbsub -n 3 -cf submit_mpi.sh

ジョブのステータスをモニタリングし、それが RUNNING ステータスになるまで待ちます。
$ watch awsbstat -d

ジョブが RUNNING ステータスになったら、その出力を確認することができます。メインモードの出力を
表示するには、#0 をジョブ ID に追加します。コンピューティングノードの出力を表示するには、#1 およ
び #2 を使用します。
[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbout -s 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#0
2018-11-27 15:50:10: Job id: 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#0
2018-11-27 15:50:10: Initializing the environment...
2018-11-27 15:50:10: Starting ssh agents...
2018-11-27 15:50:11: Agent pid 7
2018-11-27 15:50:11: Identity added: /root/.ssh/id_rsa (/root/.ssh/id_rsa)
2018-11-27 15:50:11: Mounting shared file system...
2018-11-27 15:50:11: Generating hostfile...
2018-11-27 15:50:11: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes
2018-11-27 15:50:26: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes
2018-11-27 15:50:41: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes
2018-11-27 15:50:56: Detected 3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes
2018-11-27 15:51:11: Starting the job...
download: s3://parallelcluster-awsbatch-tutorial-iwyl4458saiwgwvg/batch/jobsubmit_mpi_sh-1543333713772.sh to tmp/batch/job-submit_mpi_sh-1543333713772.sh
2018-11-27 15:51:12: ip container: 10.0.0.180
2018-11-27 15:51:12: ip host: 10.0.0.245
2018-11-27 15:51:12: Compiling...
2018-11-27 15:51:12: Running...
2018-11-27 15:51:12: Hello I'm the main node! I run the mpi job!
2018-11-27 15:51:12: Warning: Permanently added '10.0.0.199' (RSA) to the list
hosts.
2018-11-27 15:51:12: Warning: Permanently added '10.0.0.147' (RSA) to the list
hosts.
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2018-11-27 15:51:13:
processors
2018-11-27 15:51:13:
processors
2018-11-27 15:51:13:
processors
2018-11-27 15:51:13:
processors
2018-11-27 15:51:13:
processors
2018-11-27 15:51:13:
processors

Hello world from processor ip-10-0-0-180.ec2.internal, rank 1 out of 6
Hello world from processor ip-10-0-0-199.ec2.internal, rank 5 out of 6
Hello world from processor ip-10-0-0-180.ec2.internal, rank 0 out of 6
Hello world from processor ip-10-0-0-199.ec2.internal, rank 4 out of 6
Hello world from processor ip-10-0-0-147.ec2.internal, rank 2 out of 6
Hello world from processor ip-10-0-0-147.ec2.internal, rank 3 out of 6

[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbout -s 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#1
2018-11-27 15:50:52: Job id: 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#1
2018-11-27 15:50:52: Initializing the environment...
2018-11-27 15:50:52: Starting ssh agents...
2018-11-27 15:50:52: Agent pid 7
2018-11-27 15:50:52: Identity added: /root/.ssh/id_rsa (/root/.ssh/id_rsa)
2018-11-27 15:50:52: Mounting shared file system...
2018-11-27 15:50:52: Generating hostfile...
2018-11-27 15:50:52: Starting the job...
download: s3://parallelcluster-awsbatch-tutorial-iwyl4458saiwgwvg/batch/jobsubmit_mpi_sh-1543333713772.sh to tmp/batch/job-submit_mpi_sh-1543333713772.sh
2018-11-27 15:50:53: ip container: 10.0.0.199
2018-11-27 15:50:53: ip host: 10.0.0.227
2018-11-27 15:50:53: Compiling...
2018-11-27 15:50:53: Running...
2018-11-27 15:50:53: Hello I'm a compute node! I let the main node orchestrate the mpi
execution!

これでジョブが正常に完了したことを確認できるようになりました。
[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbstat -s ALL
jobId
jobName
stoppedAt
exitCode
------------------------------------ ------------------------------- ---------5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d submit_mpi_sh
2018-11-27 15:51:26 -

status

startedAt

---------

-------------------

SUCCEEDED

2018-11-27 15:50:10

注: ジョブを終了する場合は、終了前に awsbkill コマンドを使用します。

カスタム KMS キーを使用したディスク暗号化
AWS ParallelCluster では、設定オプション (ebs_kms_key_id および fsx_kms_key_id) をサポートし
ています。これらのオプションでは、Amazon EBS ディスク暗号化または FSx for Lustre 用のカスタム
AWS KMS キーを指定できます。これらを使用するには、ec2_iam_role を指定します。
クラスターを作成するには、AWS KMS キーでクラスターのロールの名前を把握している必要がありま
す。これにより、カスタムの ec2_iam_role が必要になるため、クラスターの作成で作成されたロール
を使用できなくなります。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 272)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• IAM ロールが許可 (p. 302)を実行するために必要pcluster (p. 357)CLI.
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ロールの作成
まず、次のようにポリシーを作成します。
1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/home) に移動します。
2. [Policy] (ポリシー) の [Create policy] (ポリシーの作成) で、[JSON] タブをクリックします。
3. ポリシーの本文として、[Instance Policy] (p. 301) (インスタンスポリシー) に貼り付けます。<AWS
ACCOUNT ID> と <REGION> をすべて置き換えます。
4. ポリシー ParallelClusterInstancePolicy に名前を付け、[Create Policy] (ポリシーの作成) をク
リックします。
次にロールを作成します。
1. Roles] (ロール) で、ロールを作成します。
2. 信頼されたエンティティとして [EC2] をクリックします
3. [Permissions] (アクセス許可) で、先ほど作成した ParallelClusterInstancePolicy ロールを検索
してアタッチします。
4. ロール ParallelClusterInstanceRole に名前を付け、[Create Role] (ロールの作成) をクリックし
ます。

キーのアクセス許可を付与する
[AWS KMS Console] (コンソール)、[Customer managed keys] (お客様が管理するキー)、キーの [Alias] (エ
イリアス) または [Key ID] (キー ID) の順でクリックします。
] の順にクリックするを追加します。[] のボタン主要ユーザボックス、下のキーポリシータブをクリック
し、ParallelClusterInstanceRole先ほど作成したばかりです。アタッチします。

クラスターの作成
これで、クラスターが作成されます。以下は、暗号化された Raid 0 ドライブを含むクラスターの例で
す。
[cluster default]
...
raid_settings = rs
ec2_iam_role = ParallelClusterInstanceRole
[raid rs]
shared_dir = raid
raid_type = 0
num_of_raid_volumes = 2
volume_size = 100
encrypted = true
ebs_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

以下は，FSx for Lustre ファイルシステムを用いた例です。
[cluster default]
...
fsx_settings = fs
ec2_iam_role = ParallelClusterInstanceRole
[fsx fs]
shared_dir = /fsx
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storage_capacity = 3600
imported_file_chunk_size = 1024
export_path = s3://bucket/folder
import_path = s3://bucket
weekly_maintenance_start_time = 1:00:00
fsx_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

同様の構成は、Amazon EBS および Amazon FSx ベースのファイルシステムにも適用されます。

マルチキューモードのチュートリアル
AWS ParallelCluster のマルチキューモードでジョブを実行する
このチュートリアルでは、AWS ParallelCluster と マルチキューモード (p. 330) で初めて Hello World
ジョブを実行する方法を説明します。

前提条件
• AWS ParallelCluster がインストールされている (p. 272)。
• -AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• 前提条件EC2 key pair。
• IAM ロールを持つ IAM ロールがある許可 (p. 302)の実行に必要なのはpcluster (p. 357)CLI.CLI。

Note
マルチキューモードは、AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 以降でのみサポートしています。

クラスターを設定する
まず、次のコマンドを実行して、AWS ParallelCluster が正しくインストールされていることを確認しま
す。
$ pcluster version

pcluster version の詳細については、「pcluster version (p. 371)」を参照してください。
このコマンドは、AWS ParallelCluster の実行中のバージョンを返します。
次に、pcluster configure を実行して、基本的な設定ファイルを生成します。このコマンドに続くす
べてのプロンプトに従います。
$ pcluster configure

pcluster configure コマンドの詳細については、「pcluster configure (p. 358)」を参照してく
ださい。
この手順が完了すると、~/.parallelcluster/config の下に基本的な設定ファイルが作成されます。
このファイルには、基本的なクラスター構成と VPC セクションが含まれています。
このチュートリアルの次の部分では、新しく作成した設定を変更して、複数のキューを持つクラスターを
起動する方法について説明します。

Note
このチュートリアルで使用される一部のインスタンスは、無料利用枠の対象外です。
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このチュートリアルでは、以下の構成を使用します。
[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = multi-queue
[aws]
aws_region_name = <Your AWS #####>
[scaling demo]
scaledown_idletime = 5
[cluster multi-queue-special]
key_name = < Your key name >
base_os = alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = efa,gpu
[cluster multi-queue]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = spot,ondemand

# optional, defaults to 10 minutes

# optional, defaults to alinux2
# optional, defaults to t2.micro
# optional, defaults to no custom scaling settings

# optional, defaults to alinux2
# optional, defaults to t2.micro

[queue spot]
compute_resource_settings = spot_i1,spot_i2
compute_type = spot
# optional, defaults to ondemand
[compute_resource spot_i1]
instance_type = c5.xlarge
min_count = 0
max_count = 10

# optional, defaults to 0
# optional, defaults to 10

[compute_resource spot_i2]
instance_type = t2.micro
min_count = 1
initial_count = 2
[queue ondemand]
compute_resource_settings = ondemand_i1
disable_hyperthreading = true
# optional, defaults to false
[compute_resource ondemand_i1]
instance_type = c5.2xlarge

クラスターを作成する
ここでは、マルチキューモードのクラスターを作成する方法について詳しく説明します。
まず、クラスターに multi-queue-hello-world という名前を付け、前のセクションで定義した
multi-queue クラスターのセクションに従ってクラスタを作成します。
$ pcluster create multi-queue-hello-world -t multi-queue

pcluster create の詳細については、「pcluster create (p. 359)」を参照してください。

457

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
マルチキューモードのチュートリアル

クラスターが作成されると、次の出力が表示されます。
Beginning cluster creation for cluster: multi-queue-hello-world
Creating stack named: parallelcluster-multi-queue-hello-world
Status: parallelcluster-multi-queue-hello-world - CREATE_COMPLETE
MasterPublicIP: 3.130.xxx.xx
ClusterUser: ec2-user
MasterPrivateIP: 172.31.xx.xx

メッセージ CREATE_COMPLETE は、クラスターが正しく作成されたことを示します。また、ヘッドノード
のパブリックおよびプライベート IP アドレスも出力されます。

ヘッドノードにログインする
プライベート SSH キーファイルを使用して、ヘッドノードにログインします。
$ pcluster ssh multi-queue-hello-world -i ~/path/to/keyfile.pem

pcluster ssh の詳細については、「pcluster ssh (p. 367)」を参照してください。
ログインしたら、sinfo スケジューラキューがセットアップされ設定されていることを確認します。
sinfo の詳細については、「Slurm ドキュメンテーション」の「sinfo」を参照してください。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
ondemand
up
spot*
up
spot*
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite

NODES
10
18
2

STATE
idle~
idle~
idle

NODELIST
ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1

この出力では、idle 状態の t2.micro コンピューティングノードが 2 台、クラスター内で利用可能であ
ることがわかります。

Note
• spot-st-t2micro-1 は名前に st を持つ静的ノードです。このノードは常に利用可能で、ク
ラスター構成の min_count (p. 399) = 1 に対応しています。
• spot-dy-t2micro-1 は名前に dy を持つ動的ノードです。このノードは、クラスター構成
上、initial_count (p. 398) - min_count (p. 399) = 1 に対応しているため、現在
利用可能です。このノードは、あなたが設定した scaledown_idletime (p. 427) の 5 分後
にスケールダウンします。
他のノードは、ノードの状態に ~ サフィックスが表示されてすべて省電力状態になり、EC2 インスタンス
はそれらのノードをサポートしません。デフォルトのキューは、キュー名の後に * というサフィックスが
付いていますので、spot がデフォルトのジョブキューとなります。

マルチキューモードでジョブを実行する
次に、しばらくの間、ジョブをスリープ状態にして実行してみます。このジョブは、後で自分のホスト名
を出力します。このスクリプトが現在のユーザーで実行できることを確認します。
$ cat hellojob.sh
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"
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$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh

sbatch コマンドを使用してジョブを送信します。このジョブに対して -N 2 オプションで 2 つのノード
を要求し、ジョブが正常に送信されることを確認します。sbatch の詳細については、「Slum ドキュメン
テーション」の「sbatch」を参照してください。
$ sbatch -N 2 --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 2

squeue コマンドでは、キューの表示やジョブの状態を確認することができます。なお、特定のキューを
指定していないため、デフォルトのキュー (spot) が使用されます。squeue の詳細については、「Slurm
ドキュメンテーション」の「squeue」を参照してください。
$ squeue
st-t2micro-1

JOBID PARTITION
2
spot

NAME
USER ST
wrap ec2-user R

TIME
0:10

NODES NODELIST(REASON)
2 spot-dy-t2micro-1,spot-

ジョブが現在実行ステータスであることが出力に示されます。ジョブが終了するまで 30 秒間待ってか
ら、もう一度 squeue を実行します。
$ squeue

JOBID PARTITION

NAME

USER ST

TIME

NODES NODELIST(REASON)

キュー内のジョブがすべて終了したので、カレントディレクトリにある出力ファイル slurm-2.out を探
します。
$ cat slurm-2.out
Hello World from spot-dy-t2micro-1
Hello World from spot-st-t2micro-1

この出力では、spot-st-t2micro-1 と spot-st-t2micro-2 の各ノードでジョブが正常に実行された
ことも示されています。
次のコマンドで特定のインスタンスに制約条件を指定して、同じジョブを送信します。
$ sbatch -N 3 -p spot -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 3

これらのパラメータを sbatch に使用しました。
• -N 3 — 3 つのノードを要求します
• -p spot — ジョブを spot キューへ送信します また、-p ondemand を指定して ondemand キューに
ジョブを送信することもできます。
• -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" — このジョブの特定のノード制約を指定します。これは、この
ジョブに使用される 1 台の c5.xlarge ノードと 2 台の t2.micro ノードを要求します。
sinfo コマンドを実行して、ノードとキューを表示します。(AWS ParallelCluster のキューは Slurm では
パーティションと呼ばれます)
$ sinfo
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PARTITION AVAIL
ondemand
up
spot*
up
spot*
up
spot*
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite
infinite

NODES
10
1
17
2

STATE
idle~
mix#
idle~
alloc

NODELIST
ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot-dy-c5xlarge-1
spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1

ノードの電源が入っています。これは、ノードの状態に # というサフィックスが付いていることで示され
ます。squeue コマンドを実行して、クラスター内のジョブに関する情報を表示します。
$ squeue

JOBID PARTITION
NAME
USER ST
3
spot
wrap ec2-user CF
c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1

TIME
0:04

NODES NODELIST(REASON)
3 spot-dy-

ジョブは CF (CONFIGURING) の状態で、インスタンスがスケールアップしてクラスターに参加するのを
待っています。
約 3 分後、ノードが利用可能になり、ジョブは R (RUNNING) の状態になります。
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
ondemand
up
infinite
10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*
up
infinite
17 idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*
up
infinite
1
mix spot-dy-c5xlarge-1
spot*
up
infinite
2 alloc spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1
$ squeue
JOBID PARTITION
NAME
USER ST
TIME NODES NODELIST(REASON)
3
spot
wrap ec2-user R
0:04
3 spot-dyc5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1

ジョブが終了すると、3 つのノードはすべて idle の状態になります。
$ squeue

JOBID PARTITION
NAME
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE
ondemand
up
infinite
10 idle~
spot*
up
infinite
17 idle~
spot*
up
infinite
3
idle
t2micro-1

USER ST

TIME

NODES NODELIST(REASON)

NODELIST
ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-

そして、キューにジョブが残っていない状態になってから、ローカルディレクトリに slurm-3.out があ
るかどうかを確認します。
$ cat
Hello
Hello
Hello

slurm-3.out
World from spot-dy-c5xlarge-1
World from spot-st-t2micro-1
World from spot-dy-t2micro-1

また、対応するノードでジョブが正常に実行されたことも出力されています。
スケールダウンのプロセスを監視することができます。カスタム scaledown_idletime (p. 427) を 5
分に指定したクラスター構成では アイドル状態で 5 分経過すると、動的ノード spot-dy-c5xlarge-1
と spot-dy-t2micro-1 は自動的にスケールダウンし、POWER_DOWN モードになります。なお、静的
ノード spot-st-t2micro-1 はスケールダウンしません。
$ sinfo
PARTITION AVAIL

TIMELIMIT

NODES

STATE NODELIST
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ondemand
spot*
spot*
spot*

up
up
up
up

infinite
infinite
infinite
infinite

10
2
17
1

idle~
idle%
idle~
idle

ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1
spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot-st-t2micro-1

上記のコードから、spot-dy-c5xlarge-1 と spot-dy-t2micro-1 が POWER_DOWN モードになってい
ることがわかります。これは % というサフィックスで示されます。対応するインスタンスは直ちに終了し
ますが、ノードは POWER_DOWN 状態のままで、120 秒 (2 分) は使用できません。この時間が経過すると、
ノードはパワーセーブ状態で復帰し、再び使用できるようになります。詳細については、「マルチキュー
モードの Slurm ガイド (p. 331)」を参照してください。
これがクラスターの最終的な状態です。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
ondemand
up
spot*
up
spot*
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite

NODES
10
19
1

STATE
idle~
idle~
idle

NODELIST
ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot-st-t2micro-1

クラスターからログオフした後、pcluster delete を実行してクリーンアップすることができ
ます。pcluster list および pcluster delete についての詳細については、「pcluster
list (p. 366)」および「pcluster delete (p. 364)」を参照してください。
$ pcluster list
multi-queue CREATE_COMPLETE 2.11.7
$ pcluster delete multi-queue
Deleting: multi-queue
...

EFA と GPU インスタンスを備えたクラスター上でのジョブ実行
チュートリアルのこの部分では、EFA ネットワークと GPU リソースを持つインスタンスを含む複数の
キューを使用して構成を変更し、クラスターを起動する方法について説明します。なお、このチュートリ
アルで使用するインスタンスは料金の高いインスタンスです。
このチュートリアルで説明している手順を実行する前に、アカウントの制限を確認し、これらのインスタ
ンスを使用する権限があることを確認してください。
以下の方法で設定ファイルを変更します。
[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = multi-queue-special
[aws]
aws_region_name = <Your AWS #####>
[scaling demo]
scaledown_idletime = 5
[cluster multi-queue-special]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = efa,gpu

# optional, defaults to alinux2
# optional, defaults to t2.micro
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[queue gpu]
compute_resource_settings = gpu_i1
disable_hyperthreading = true

# optional, defaults to false

[compute_resource gpu_i1]
instance_type = g3.8xlarge
[queue efa]
compute_resource_settings = efa_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC

# optional, defaults to no placement group settings

[compute_resource efa_i1]
instance_type = c5n.18xlarge
max_count = 5

クラスターを作成します
$ pcluster create multi-queue-special -t multi-queue-special

クラスターが作成されたら、プライベートの SSH キーファイルを使ってヘッドノードにログインします。
$ pcluster ssh multi-queue-special -i ~/path/to/keyfile.pem

これがクラスターの初期状態です。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
efa*
up
gpu
up

TIMELIMIT
infinite
infinite

NODES
5
10

STATE NODELIST
idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-5]
idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10]

ここでは、ノードに EFA や GPU のリソースがあるかどうかを確認するために、いくつかのジョブを送信
する方法を説明します。
まず、ジョブスクリプトを書き込みます。efa_job.sh は 30 秒間スリープします。その後、lspci コマ
ンドの出力で EFA を確認してください。gpu_job.sh は 30 秒間スリープします。その後、nvidia-smi
を実行すると、そのノードの GPU 情報が表示されます。
$ cat efa_job.sh
#!/bin/bash
sleep 30
lspci | grep "EFA"
$ cat gpu_job.sh
#!/bin/bash
sleep 30
nvidia-smi
$ chmod +x efa_job.sh
$ chmod +x gpu_job.sh

sbatch でジョブを送信します、
$ sbatch -p efa --wrap "srun efa_job.sh"
Submitted batch job 2
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$ sbatch -p gpu --wrap "srun gpu_job.sh" -G 1
Submitted batch job 3
$ squeue
JOBID PARTITION
NAME
USER ST
TIME NODES NODELIST(REASON)
2
efa
wrap ec2-user CF
0:32
1 efa-dy-c5n18xlarge-1
3
gpu
wrap ec2-user CF
0:20
1 gpu-dy-g38xlarge-1
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
efa*
up
infinite
1
mix# efa-dy-c5n18xlarge-1
efa*
up
infinite
4 idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
gpu
up
infinite
1
mix# gpu-dy-g38xlarge-1
gpu
up
infinite
9 idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]

数分後、ノードがオンラインになり、ジョブが実行されているのが確認できるはずです。
[ec2-user@ip-172-31-15-251 ~]$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
efa*
up
infinite
4 idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
efa*
up
infinite
1
mix efa-dy-c5n18xlarge-1
gpu
up
infinite
9 idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
gpu
up
infinite
1
mix gpu-dy-g38xlarge-1
[ec2-user@ip-172-31-15-251 ~]$ squeue
JOBID PARTITION
NAME
USER ST
TIME NODES NODELIST(REASON)
4
gpu
wrap ec2-user R
0:06
1 gpu-dy-g38xlarge-1
5
efa
wrap ec2-user R
0:01
1 efa-dy-c5n18xlarge-1

ジョブが完了したら、出力を確認します。slurm-2.out ファイルの出力から、efa-dyc5n18xlarge-1 ノードに EFA が存在していることを確認できます。slurm-3.out ファイルの出力か
ら、nvidia-smi 出力には gpu-dy-g38xlarge-1 ノードの GPU 情報が含まれていることがわかりま
す。
$ cat slurm-2.out
00:06.0 Ethernet controller: Amazon.com, Inc. Elastic Fabric Adapter (EFA)
$ cat slurm-3.out
Thu Oct 1 22:19:18 2020
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 450.51.05
Driver Version: 450.51.05
CUDA Version: 11.0
|
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name
Persistence-M| Bus-Id
Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap|
Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|
|
|
MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|
0 Tesla M60
Off | 00000000:00:1D.0 Off |
0 |
| N/A
28C
P0
38W / 150W |
0MiB / 7618MiB |
0%
Default |
|
|
|
N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|
1 Tesla M60
Off | 00000000:00:1E.0 Off |
0 |
| N/A
36C
P0
37W / 150W |
0MiB / 7618MiB |
98%
Default |
|
|
|
N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:
|
| GPU
GI
CI
PID
Type
Process name
GPU Memory |
|
ID
ID
Usage
|
|=============================================================================|
| No running processes found
|
+-----------------------------------------------------------------------------+

スケールダウンのプロセスを監視することができます。クラスター構成では、以前、カスタム
scaledown_idletime (p. 427) を 5 分に指定しました。その結果、アイドル状態が 5 分経過する
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と、動的ノードである spot-dy-c5xlarge-1 と spot-dy-t2micro-1 が自動的にスケールダウン
し、POWER_DOWN モードになります。最終的にノードは省電力モードになり、再び使用できるようになり
ます。
$ sinfo
PARTITION AVAIL
efa*
up
efa*
up
gpu
up
gpu
up

TIMELIMIT
infinite
infinite
infinite
infinite

NODES
1
4
1
9

STATE
idle%
idle~
idle%
idle~

NODELIST
efa-dy-c5n18xlarge-1
efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
gpu-dy-g38xlarge-1
gpu-dy-g38xlarge-[2-10]

# After 120 seconds
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT
efa*
up
infinite
gpu
up
infinite

NODES
5
10

STATE NODELIST
idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-5]
idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10]

クラスターからログオフした後、pcluster delete (p. 364) <cluster name> を実行してクリー
ンアップすることができます。
$ pcluster list
multi-queue-special CREATE_COMPLETE 2.11.7
$ pcluster delete multi-queue-special
Deleting: multi-queue-special
...

詳細については、マルチキューモードの Slurm ガイド (p. 331)を参照してください。

開発
次のセクションを使用して、AWS ParallelCluster の開発を開始します。

Important
以下のセクションでは、クックブックのレシピのカスタムバージョンと、カスタムの AWS
ParallelCluster ノードパッケージを使用する手順を示しています。この情報には AWS
ParallelCluster をカスタマイズする高度な方法が含まれますが、デバッグが困難な問題が発生す
る可能性があります。-AWS ParallelClusterチームでは、スクリプトの使用を強く推奨します。カ
スタムブートストラップアクション (p. 296)カスタマイズのために、ポストインストールフック
は一般的にデバッグが容易で、のリリース間での移植性が高いためAWS ParallelCluster。
トピック
• カスタムを設定するAWS ParallelClusterクックブック (p. 464)
• カスタムを設定するAWS ParallelClusterノードパッケージ (p. 465)

カスタムを設定するAWS ParallelClusterクックブック
Important
カスタムバージョンの AWS ParallelCluster クックブックレシピの使用手順を以下に示します。こ
れは AWS ParallelCluster をカスタマイズする高度な方法ですが、デバッグが困難な問題が発生す
る可能性があります。-AWS ParallelClusterチームでは、スクリプトの使用を強く推奨します。カ
スタムブートストラップアクション (p. 296)カスタマイズのために、ポストインストールフック
は一般的にデバッグが容易で、のリリース間での移植性が高いためAWS ParallelCluster。
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ステップ
1. を特定しますAWS ParallelClusterクローンしたクックブック作業ディレクトリAWS ParallelClusterクッ
クブックコード。
_cookbookDir=<path to cookbook>

2. AWS ParallelCluster クックブックの最新バージョンを検出します。
_version=$(grep version ${_cookbookDir}/metadata.rb|awk '{print $2}'| tr -d \')

3. AWS ParallelCluster クックブックのアーカイブを作成し、md5 を計算します。
cd "${_cookbookDir}"
_stashName=$(git stash create)
git archive --format tar --prefix="aws-parallelcluster-cookbook-${_version}/"
"${_stashName:-HEAD}" | gzip > "aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz"
md5sum "aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz" > "aws-parallelcluster-cookbook${_version}.md5"

4. Amazon S3 バケットを作成し、アーカイブ、その md5、およびその最終更新日をバケットにアップ
ロードします。パブリック読み取り ACL を使用して、パブリック読み取り可能なアクセス許可を付与
します。
_bucket=<the bucket name>
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz s3://
${_bucket}/cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.md5 s3://
${_bucket}/cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.md5
aws s3api head-object --bucket ${_bucket} --key cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook${_version}.tgz --output text --query LastModified > aws-parallelcluster-cookbook${_version}.tgz.date
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz.date s3://
${_bucket}/cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz.date

5. 以下の変数をAWS ParallelCluster設定ファイル、[cluster]セクション (p. 376)。
custom_chef_cookbook = https://${_bucket}.s3.<the bucket region>.amazonaws.com/
cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz
extra_json = { "cluster" : { "skip_install_recipes" : "no" } }

Note
以降AWS ParallelClusterバージョン 2.6.1 以降、起動時間を短縮するために、ほとんど
のインストールレシピはノードの起動時にデフォルトでスキップされます。下位互換性
の向上よりも起動時間の短縮よりも、ほとんどのインストールレシピをスキップするに
は、"skip_install_recipes" : "no"からのclusterのキーextra_json (p. 387)設定
設定。

カスタムを設定するAWS ParallelClusterノードパッ
ケージ
Warning
カスタムバージョンの AWS ParallelCluster ノードパッケージの使用手順を以下に示します。こ
れは AWS ParallelCluster をカスタマイズする高度な方法ですが、デバッグが困難な問題が発生
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する可能性があります。-AWS ParallelClusterチームでは、スクリプトの使用を強く推奨していま
す。カスタムブートストラップアクション (p. 296)カスタマイズのために、ポストインストール
フックは一般的にデバッグが容易で、のリリース間での移植性が高いためAWS ParallelCluster。

ステップ
1. AWS ParallelCluster ノードコードをクローンした AWS ParallelCluster ノード作業ディレクトリを特定
します。
_nodeDir=<path to node package>

2. AWS ParallelCluster ノードの最新バージョンを検出します。
_version=$(grep "version = \"" ${_nodeDir}/setup.py |awk '{print $3}' | tr -d \")

3. AWS ParallelCluster ノードのアーカイブを作成します。
cd "${_nodeDir}"
_stashName=$(git stash create)
git archive --format tar --prefix="aws-parallelcluster-node-${_version}/"
"${_stashName:-HEAD}" | gzip > "aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz"

4. Amazon S3 バケットを作成し、アーカイブをそのバケットにアップロードします。パブリック読み取
り ACL を使用して、パブリック読み取り可能なアクセス許可を付与します。
_bucket=<the bucket name>
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz s3://${_bucket}/
node/aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz

5. 次の変数をAWS ParallelCluster設定ファイル、[cluster]セクション (p. 376)。
extra_json = { "cluster" : { "custom_node_package" : "https://${_bucket}.s3.<the
bucket region>.amazonaws.com/node/aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz",
"skip_install_recipes" : "no" } }

Note
で始まるAWS ParallelClusterバージョン 2.6.1 以降、起動時間を短縮するために、ほとん
どのインストールレシピはノードの起動時にデフォルトでスキップされます。下位互換
性の向上よりも起動時間の短縮よりもほとんどのインストールレシピをスキップするに
は、"skip_install_recipes" : "no"からのclusterのキーextra_json (p. 387)設定
設定。

AWS ParallelCluster のトラブルシューティング
トピック
• ログの取得と保存 (p. 467)
• スタックデプロイ時のトラブルシューティング (p. 467)
• マルチキューモードクラスターでの問題のトラブルシューティング (p. 468)
• シングルキューモードのクラスターにおける問題のトラブルシューティング (p. 471)
• プレイスメントグループとインスタンスの起動に関する問題 (p. 473)
• 置き換えられないディレクトリ (p. 474)
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• NICE DCV の問題のトラブルシューティング (p. 474)
• AWS Batch 統合されたクラスターにおける問題のトラブルシューティング (p. 475)
• リソースの作成に失敗した場合のトラブルシューティング (p. 476)
• IAM ポリシーのサイズ問題のトラブルシューティング (p. 477)
• 追加のサポート (p. 477)
-AWS ParallelClusterコミュニティは、多くのトラブルシューティングのヒントを提供する Wiki ページを
管理していますAWS ParallelCluster GitHub ウィキ。既知の問題のリストは、「Known issues」(既知の問
題) を参照してください。

ログの取得と保存
ログは問題を解決するための有用なリソースです。ログを使用して AWS ParallelCluster リソースの問題
をトラブルシューティングする前に、まずクラスターログのアーカイブを作成する必要があります。に説
明されているステップに従いますクラスターのログのアーカイブの作成のトピックAWS ParallelCluster
GitHub ウィキこのプロセスを開始します。
稼働中のクラスターの 1 つに問題が発生した場合、トラブルシューティングを開始する前に pcluster
stop (p. 369) <cluster_name> コマンドを実行してクラスターを STOPPED 状態にしてください。
これにより、予想外のコストが発生することを防ぐことができます。
pcluster が機能しなくなったクラスターを削除したい場合は、pcluster delete (p. 364) —
keep-logs <cluster_name> コマンドを実行します。このコマンドを実行すると、クラスターは削除
されますが、Amazon に保存されているロググループは保持されます CloudWatch。このコマンドの詳細
については、「pcluster delete (p. 364)」を参照してください。

スタックデプロイ時のトラブルシューティング
クラスターの作成に失敗し、スタックの作成がロールバックされる場合は、以下のログファイルを参照し
て問題を解決します。これらのログの中から ROLLBACK_IN_PROGRESS の出力を探します。失敗した場合
のは次のように表示されます。
$ pcluster create mycluster
Creating stack named: parallelcluster-mycluster
Status: parallelcluster-mycluster - ROLLBACK_IN_PROGRESS
Cluster creation failed. Failed events:
- AWS::EC2::Instance MasterServer Received FAILURE signal with UniqueId
i-07af1cb218dd6a081

この問題を診断するには、--norollback フラグを含む pcluster create (p. 359) を使用してクラス
ターを再度作成します。次に、クラスターに SSH 接続します。
$ pcluster create mycluster --norollback
...
$ pcluster ssh mycluster

ヘッドノードにログインすると、エラーの原因を突き止めるための 3 つの主要なログファイルが見つかり
ます。
• /var/log/cfn-init.log は cfn-init のスクリプトのログです。最初に、このログを確認してくだ
さい。このログには Command chef failed のようなエラーが表示される可能性があります。エラー
メッセージの詳細については、この行の直前の行を参照してください。詳細については、「cfn-init」を
参照してください。
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• /var/log/cloud-init.log は cloud-init のログです。cfn-init.log に何も表示されない場合は、
次にこのログを確認してください。
• /var/log/cloud-init-output.log は cloud-init で実行されたコマンドの出力です。これには cfninit からの出力も含まれます。通常、この種の問題のトラブルシューティングには、このログを見る
必要はありません。

マルチキューモードクラスターでの問題のトラブル
シューティング
このセクションは、AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 以降の Slurm ジョブスケジューラを使用してイ
ンストールされたクラスターに関連しています。マルチキューモードの詳細については、「マルチキュー
モード (p. 330)」を参照してください。
トピック
• キーログ (p. 468)
• ノードの初期化に関する問題のトラブルシューティング (p. 469)
• 予期しないノードの置換や終了のトラブルシューティング (p. 260)
• 問題のあるインスタンスやノードの置換、終了、電源オフ (p. 260)
• その他の既知のノードやジョブの問題のトラブルシューティング (p. 471)

キーログ
次の表は、ヘッドノードのキーログの概要を示したものです。
/var/log/cfn-init.log
これは AWS CloudFormation の init ログです。インスタンスのセットアップ時に実行されたすべての
コマンドが含まれています。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
/var/log/chef-client.log
これは Chef クライアントログです。Chef/CINC で実行されたすべてのコマンドが含まれています。
初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log
これは ResumeProgram ログです。動的ノードのインスタンスを起動し、動的ノードの起動に関する
問題のトラブルシューティングに役立ちます。
/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log
これが SuspendProgram のログです。動的ノードのインスタンスが終了する際に呼び出されます。
動的ノードの終了時の問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。このログを確認する際に
は、clustermgtd のログも確認する必要があります。
/var/log/parallelcluster/clustermgtd
これが clustermgtd のログです。ほとんどのクラスターオペレーションのアクションを管理する集
中型デーモンとして動作します。起動、終了、クラスターの動作の問題のトラブルシューティングに
役立ちます。
/var/log/slurmctld.log
Slurm コントロールデーモンのログです。AWS ParallelCluster はスケーリングの決定をしません。
むしろ、Slurm の要求を満たすためにリソースの送信を試みます。スケーリングや割り当ての問題、
ジョブ関連の問題、スケジューラ関連の起動や終了の問題などに有効です。
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コンピュートノードのキーノートは次のとおりです。
/var/log/cloud-init-output.log
これは cloud-init のログです。インスタンスのセットアップ時に実行されたすべてのコマンドが含まれ
ています。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
/var/log/parallelcluster/computemgtd
これが computemgtd のログです。各コンピュートノード上で動作し、ヘッドノード上の
clustermgtd デーモンがオフラインになるレアなケースでノードをモニタリングします。予期せぬ
終了の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
/var/log/slurmd.log
これは Slurm コンピュートデーモンのログです。初期化やコンピュートの不具合に関するトラブル
シューティングに役立ちます。

ノードの初期化に関する問題のトラブルシューティング
このセクションでは、ノードの初期化に関するトラブルを解決する方法について説明します。これには、
ノードが起動しない、電源が入らない、またはクラスターが参加できない、などの問題が含まれます。
ヘッドノード:
該当するログ:
• /var/log/cfn-init.log
• /var/log/chef-client.log
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log
• /var/log/slurmctld.log
/var/log/cfn-init.log と /var/log/chef-client.log のログを確認します。これらのログに
は、ヘッドノードのセットアップ時に実行されたすべてのアクションが含まれています。セットアップ
中に発生するほとんどのエラーは、/var/log/chef-client.log ログにエラーメッセージが表示され
ます。クラスターの構成でプリインストールまたはポストインストールのスクリプトが指定されている場
合、スクリプトが正常に実行されていることをログメッセージで再確認します。
クラスターが作成されると、ヘッドノードはコンピュートノードがクラスターに参加するのを待ってから
クラスターに参加する必要があります。そのため、コンピュートノードがクラスターに参加できないと、
ヘッドノードも失敗してしまいます。このような問題を解決するためには、使用しているコンピュート
ノートの種類に応じて、次の手順のいずれかを実行します。
動的コンピュートノード:
• ResumeProgram ログ (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log)でコンピュート
ノード名を検索し、そのノードで ResumeProgram が呼ばれたことがあるかどうかを調べます。
(ResumeProgram が一度も呼ばれなかった場合、slurmctld のログ (/var/log/slurmctld.log) を
確認することで、Slurm がノードを使って ResumeProgram を呼び出そうとしたことがあるかどうかを
調べることができます)
• なお、ResumeProgram のパーミッションが正しくないと、ResumeProgram がバックグラウンドで
失敗する可能性があります。ResumeProgram の設定を変更したカスタム AMI を使用している場合
は、ResumeProgram の所有者が slurm ユーザーであり、744 (rwxr--r--) の許可を持っていること
を確認してください。
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• ResumeProgram が呼ばれた場合、そのノードのインスタンスが起動しているかどうかを確認します。
インスタンスが起動しなかった場合は、起動の失敗を示すエラーメッセージが表示されます。
• インスタンスが起動する場合は、セットアップ時に問題が発生した可能性がありま
す。ResumeProgram のログに対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID が表示されます。
さらに、特定のインスタンスに対応するセットアップログを確認することができます。コンピュート
ノードのセットアップエラーのトラブルシューティングについては、次のセクションを参照してくださ
い。
静的コンピュートノード:
• clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) ログをチェックして、ノードに対して
インスタンスが起動されたかどうかを確認します。起動できなかった場合は、起動できなかったことを
示す明確なエラーメッセージが表示されます。
• インスタンスが起動した場合、セットアップ中に何らかの問題が発生します。ResumeProgram のログ
に対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID が表示されます。さらに、特定のインスタンス
に対応するセットアップログを確認することができます。
• コンピュートノード
• 該当するログ:
• /var/log/cloud-init-output.log
• /var/log/slurmd.log
• コンピュートノードが起動した場合、まず /var/log/cloud-init-output.log を確認します。
ヘッドノードの /var/log/chef-client.log ログと同様のセットアップログが含まれているはず
です。セットアップ中に発生するほとんどのエラーは、/var/log/cloud-init-output.log ログ
にエラーメッセージが表示されます。クラスター構成でプレインストールまたはポストインストール
スクリプトが指定されている場合、それらが正常に実行されたかどうかを確認します。
• Slurm の設定を変更したカスタム AMI を使用している場合は、Slurm 関連のエラーが発生し、コン
ピュートノードがクラスターに参加できない可能性があります。スケジューラ関連のエラーについて
は、/var/log/slurmd.log のログを確認してください。

予期しないノードの置換や終了のトラブルシューティング
このセクションでは、ノードに関連する問題、特にノードが予期せず置換されたり終了したりした場合の
トラブルシューティング方法について引き続き説明します。
• 該当するログ:
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd (ヘッドノード)
• /var/log/slurmctld.log (ヘッドノード)
• /var/log/parallelcluster/computemgtd (コンピュートノード)
• 予期せず置換または終了したノード
• clustermgtd のログ (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) で、clustermgtd がノード
の交換や終了のアクションをとったかどうかを確認します。なお、clustermgtd は通常のノードメ
ンテナンスのアクションをすべて行います。
• clustermgtd がノードを置換または終了させた場合、なぜそのアクションがノードに対して行われ
たのかを詳細に説明するメッセージが必要です。スケジューラ関連の理由 (例えば、ノードが DOWN に
あるため) の場合は、slurmctld ログで確認してください。理由が Amazon EC2 に関連するもので
あれば、置換を必要とする Amazon EC2 に関連する問題の詳細を示す情報メッセージが表示されるは
ずです。
• clustermgtd がノードを終了させなかった場合は、まず、これがAmazon EC2 によって予期された
終了であるかどうか、より具体的には一時的な終了であるかどうかを確認します。computemgtd は
コンピュートノード上で動作しており、clustermgtd が健全でないと判断された場合、ノードを終
了させるアクションを取ることもできます。computemgtd のログ (/var/log/parallelcluster/
computemgtd) を確認し、computemgtd がノードを終了したかどうかを確認します。
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• ノードが失敗しました
• slurmctld ログ (/var/log/slurmctld.log) で、ジョブやノードが失敗した理由を確認します。
なお、ノードに障害が発生した場合、ジョブは自動的に再キューされます。
• もしslurm_resumeノードが起動したことを報告し、clustermgtd数分後に、Amazon EC2 にその
ノードに対応するインスタンスがないことが報告され、セットアップ中にノードに障害が発生する可
能性があります。コンピュート (/var/log/cloud-init-output.log) からログを取得するには、
次の手順で行います。
• Slurm が新しいノードを立ち上げるためのジョブを送信します。
• ノードが起動したら、このコマンドで終了保護を有効にします。
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-xyz --disable-api-termination

• このコマンドで、ノードのコンソール出力を取得します。
aws ec2 get-console-output --instance-id i-xyz --output text

問題のあるインスタンスやノードの置換、終了、電源オフ
• 該当するログ:
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd (ヘッドノード)
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (ヘッドノード)
• 通常、clustermgtd は期待されるすべてのインスタンス終了アクションを処理します。clustermgtd
ログを見て、ノードの置換または終了に失敗した理由を確認します。
• scaledown_idletime (p. 427) に失敗した動的ノードの場合、SuspendProgram ログで
SuspendProgram が slurmctld から特定のノードを引数として呼び出されたかどうかを確認しま
す。なお、SuspendProgram は実際には何のアクションもしません。呼び出されたときだけログに記
録されます。インスタンスの終了や NodeAddr のリセットは全て clustermgtd が行います。Slurm は
SuspendTimeout の後、自動的にノードを POWER_SAVING 状態に戻します。

その他の既知のノードやジョブの問題のトラブルシューティング
もうひとつの既知の問題は、AWS ParallelCluster がジョブの割り当てやスケーリングの決定に失敗するこ
とです。このタイプの発行では、Slurm の指示に従って、リソースの起動、AWS ParallelCluster の終了、
または維持のみが行われます。これらの問題については、slurmctld ログを確認してトラブルシュー
ティングを行ってください。

シングルキューモードのクラスターにおける問題のト
ラブルシューティング
Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用はサポートされていませんSGEまたはTorque
スケジューラ。
ここでは、次の 2 つの構成のうち、マルチキューモードを持たないクラスターに適用します。
• AWS ParallelCluster のバージョンが 2.9.0 より前で、SGE、Torque、Slurm のジョブスケジューラを使
用して起動
• AWS ParallelCluster のバージョンが 2.9.0 以降で、SGE または Torque のジョブスケジューラを使用し
て起動
トピック
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• キーログ (p. 472)
• 起動および参加オペレーションの失敗のトラブルシューティング (p. 473)
• スケーリング問題のトラブルシューティング (p. 473)
• 他のクラスター関連の問題のトラブルシューティング (p. 473)

キーログ
次のログファイルは、ヘッドノードのキーログです。
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 以降:
/var/log/chef-client.log
これは CINC (chef) のクライアントログです。CINC で実行されたすべてのコマンドが含まれていま
す。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
すべての人にAWS ParallelClusterバージョン:
/var/log/cfn-init.log
これが cfn-init のログです。インスタンスのセットアップ時に実行されたすべてのコマンドが
含まれているため、初期化に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。詳細について
は、「cfn-init」を参照してください。
/var/log/clustermgtd.log
これはclustermgtdログインSlurmスケジューラ。clustermgtdは、ほとんどのクラスターオペ
レーションのアクションを管理する集中型デーモンとして動作します。起動、終了、クラスターの動
作の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
/var/log/jobwatcher
これはjobwatcherログインSGEそしてTorqueスケジューラ。jobwatcherは、スケジューラキュー
をモニターし、Auto Scaling グループを更新します。ノードのスケールアップに関する問題のトラブ
ルシューティングに役立ちます。
/var/log/sqswatcher
これはsqswatcherログインSGEそしてTorqueスケジューラ。sqswatcher初期化に成功したコン
ピュートインスタンスから送られてくるインスタンス準備イベントを処理します。また、スケジュー
ラの構成にコンピュートノードを追加します。このログは、ノードがクラスターへの参加に失敗した
場合のトラブルシューティングに役立ちます。
以下は、コンピュートノードのキーログです。
AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 以降
/var/log/cloud-init-output.log
これは Cloud init のログです。インスタンスのセットアップ時に実行されたすべてのコマンドが含ま
れています。初期化時の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
AWS ParallelCluster 2.9.0 より前のバージョン
/var/log/cfn-init.log
これは CloudFormation 初期化ログ インスタンスのセットアップ時に実行されたすべてのコマンドが
含まれています。初期化に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。
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すべてのバージョン
/var/log/nodewatcher
これはnodewatcherログ。nodewatcherを使用するときに各コンピュートノードで実行されるデー
モンSGEそしてTorqueスケジューラ。アイドル状態のノードはスケールダウンします。このログは、
リソースのスケールダウンに関する問題に役立ちます。

起動および参加オペレーションの失敗のトラブルシューティング
• 該当するログ:
• /var/log/cfn-init-cmd.log (ヘッドノードとコンピュートノード)
• /var/log/sqswatcher (ヘッドノード)
• ノードの起動に失敗した場合は、/var/log/cfn-init-cmd.log ログで特定のエラーメッセージを確
認します。通常、ノードの起動の失敗はセットアップの失敗が原因です。
• スケジューラの設定に成功したにもかかわらず、コンピュートノードがスケジューラの設定に参加でき
なかった場合、/var/log/sqswatcher ログを確認し、sqswatcher がイベントを処理したかどうか
を確認します。これらの問題は、ほとんどの場合、sqswatcherイベントを処理しませんでした。

スケーリング問題のトラブルシューティング
• 該当するログ:
• /var/log/jobwatcher (ヘッドノード)
• /var/log/nodewatcher (コンピュートノード)
• スケールアップの問題: ヘッドノードについては、/var/log/jobwatcherログに記録し
て、jobwatcherデーモンは必要なノードの適切な数を計算し、Auto Scaling グループを更新しまし
た。なお、jobwatcher はスケジューラのキューをモニターし、Auto Scaling グループを更新します。
• スケールダウンの問題: コンピュートノードについては、/var/log/nodewatcher問題のあるノード
にログインして、ノードがスケールダウンされた理由を確認します。nodewatcher デーモンは、コン
ピュートノードがアイドル状態になるとスケールダウンします。

他のクラスター関連の問題のトラブルシューティング
ラージスケールのクラスター、特に 500 台以上のコンピュートノードを持つクラスターでは、コンピュー
トノートがランダムに故障するという問題があります。この問題は、シングルキュークラスターのスケー
リングアーキテクチャの制限に関連しています。ラージスケールのクラスターを使用する場合、AWS
ParallelCluster バージョン v2.9.0 以降を使用している場合、Slurm を使用している場合、およびこの問題
を回避したい場合は、アップグレードしてマルチキューモードに対応したクラスターに切り替える必要が
あります。pcluster-config convert (p. 372) を実行することで可能になります。
ラージスケールのクラスターでは、システムに追加のチューニングが必要な場合があります。詳細につい
ては、「AWS Support」にお問い合わせください。

プレイスメントグループとインスタンスの起動に関す
る問題
ノード間のレイテンシーを最小にするには、プレースメントグループを使用します。プレイスメントグ
ループにより、確実にインスタンスが同じネットワーキングバックボーンに配置されます。リクエスト
時に十分な数のインスタンスが用意されていない場合は、InsufficientInstanceCapacity エラー
が返ります。クラスタープレイスメントグループを使用する際にこのエラーが発生する可能性を減らす
ために、placement_group (p. 391) パラメータを DYNAMIC に、placement (p. 390) パラメータを
compute に設定します。
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高性能な共有ファイルシステムが必要な場合は、FSx for Lustre の使用をご検討ください。
ヘッドノードがプレースメントグループに含まれている必要がある場合は、ヘッドノードと
すべてのコンピュートノードに同じインスタンスタイプとサブネットを使用します。これによ
り、compute_instance_type (p. 380) パラメータは master_instance_type (p. 389)
パラメータと同じ値になり、placement (p. 390) パラメータは cluster に設定
され、compute_subnet_id (p. 428) パラメータは指定されません。この設定で
は、master_subnet_id (p. 428) パラメータの値がコンピュートノードに使用されます。
詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド) の「roubleshooting instance launch issues」(インスタンスの起動に関する問題のトラブ
ルシューティング) および「Placement groups roles and limitations」(プレイスメントグループの役割と制
限) を参照してください。

置き換えられないディレクトリ
以下のディレクトリはノード間で共有され、置き換えることはできません。
/home
これには、デフォルトユーザーのホームフォルダ (Amazon Linux では /home/ec2_user、CentOS
では /home/centos、Ubuntu では /home/ubuntu）が含まれます。
/opt/intel
これには、Intel MPI、Intel Parallel Studio、および関連ファイルが含まれます。
/opt/sge

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用はサポートされていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。
これには、Son of Grid Engine および関連ファイルが含まれます。(条件付き、scheduler (p. 395)
= sge の場合のみ)
/opt/slurm
これには、Slurm Workload Manager および関連ファイルが含まれます。(条件付
き、scheduler (p. 395) = slurm の場合のみ)
/opt/torque

Note
バージョン 2.11.5 から、AWS ParallelClusterの使用はサポートされていませんSGEまたは
Torqueスケジューラ。
これには、Torque Resource Manager および関連ファイルが含まれます。(条件付
き、scheduler (p. 395) = torque の場合のみ)

NICE DCV の問題のトラブルシューティング
トピック
• NICE DCV のログ (p. 475)
• NICE DCV インスタンスタイプメモリ (p. 475)
• Ubuntu、インテル MPI モジュール、NICE DCV (p. 475)
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NICE DCV のログ
NICE DCV のログは /var/log/dcv/ ディレクトリのファイルに書き込まれます。これらのログを確認す
ることは、問題の解決に役立ちます。

NICE DCV インスタンスタイプメモリ
インスタンスタイプは、NICE DCV を実行するために、少なくとも 1.7 ギビバイト (GiB) の RAM を持っ
ている必要があります。Nano および micro のインスタンスタイプは、NICE DCV を実行するのに十分な
メモリがありません。

Ubuntu、インテル MPI モジュール、NICE DCV
もしbase_os (p. 378)ですubuntu1804またはubuntu2004クラスタは以下を使用するように設定され
ていますIntel MPI (p. 348)モジュール、Ubuntu ターミナルから以下が表示されますDCV (p. 351)実行
時のクライアントmodule avail:
$ module avail
module: command not found

以下から調達する必要があります/etc/profile:
$ . /etc/profile
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
module avail
----------------------------- /usr/share/modules/modulefiles -----------------------------dot
module-git
modules openmpi/4.1.4
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0 module-info null
use.own
----------------------------- /usr/share/modules/modulefiles -----------------------------dot
module-git
modules openmpi/4.1.4
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0 module-info null
use.own
--------------------------- /opt/intel/mpi/2021.4.0/modulefiles --------------------------intelmpi

AWS Batch 統合されたクラスターにおける問題のト
ラブルシューティング
このセクションは、AWS Batch スケジューラが統合されたクラスターに関連しています。

ヘッドノードの問題
ヘッドノードに関連するセットアップの問題は、シングルキューのクラスターと同様にトラブルシュー
ティングが可能です。これらの問題を解決する方法の詳細については、「シングルキューモードのクラス
ターにおける問題のトラブルシューティング (p. 471)」を参照してください。

AWS Batch マルチノードの並列ジョブ送信の問題
ジョブスケジューラとして AWS Batch を使用するときにマルチノード並列ジョブの送信に問題がある場
合は、AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 にアップグレードする必要があります。それが不可能な場合
は、トピックで紹介されている回避策を使用することができます。で複数ノードのparallel ジョブを送信す
るクラスターに自己パッチを当てますAWS Batch。

475

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
リソースの作成に失敗した場合のトラブルシューティング

コンピューティングの問題
AWS Batch は、お客様のサービスのスケーリングとコンピューティング面を管理します。コンピューティ
ング関連の問題が発生した場合は、AWS Batch のトラブルシューティングのドキュメントを参照してくだ
さい。

ジョブの失敗
ジョブが失敗した場合は、awsbout (p. 341) コマンドを実行してジョブの出力を取得することができ
ます。また、を実行することもできますawsbstat (p. 340) -dAmazon が保存しているジョブログへ
のリンクを取得するコマンド CloudWatch。

リソースの作成に失敗した場合のトラブルシューティ
ング
このセクションは、クラスターリソースの作成に失敗するクラスターリソースに関連しています。
リソースの作成に失敗すると、 ParallelCluster では、以下のようなエラーメッセージが返されます。
pcluster create -c config my-cluster
Beginning cluster creation for cluster: my-cluster
WARNING: The instance type 'p4d.24xlarge' cannot take public IPs. Please make sure that the
subnet with
id 'subnet-1234567890abcdef0' has the proper routing configuration to allow private IPs
reaching the
Internet (e.g. a NAT Gateway and a valid route table).
WARNING: The instance type 'p4d.24xlarge' cannot take public IPs. Please make sure that the
subnet with
id 'subnet-1234567890abcdef0' has the proper routing configuration to allow private IPs
reaching the Internet
(e.g. a NAT Gateway and a valid route table).
Info: There is a newer version 3.0.3 of AWS ParallelCluster available.
Creating stack named: parallelcluster-my-cluster
Status: parallelcluster-my-cluster - ROLLBACK_IN_PROGRESS
Cluster creation failed. Failed events:
- AWS::CloudFormation::Stack MasterServerSubstack Embedded stack
arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/parallelcluster-my-clusterMasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL/a1234567-b321-c765-d432-dcba98766789
was not successfully created:
The following resource(s) failed to create: [MasterServer].
- AWS::CloudFormation::Stack parallelcluster-my-cluster-MasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL
The following resource(s) failed to create: [MasterServer].
- AWS::EC2::Instance MasterServer You have requested more vCPU capacity than your current
vCPU limit of 0 allows for the instance bucket that the
specified instance type belongs to. Please visit http://aws.amazon.com/contact-us/ec2request to request an adjustment to this limit.
(Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: VcpuLimitExceeded; Request ID: a9876543b321-c765-d432-dcba98766789; Proxy: null)
}

例として、前のコマンド応答に示されたステータスメッセージが表示された場合は、現在の vCPU 制限
を超えないインスタンスタイプを使用するか、vCPU キャパシティの追加をリクエストする必要がありま
す。
また、を使用することもできます CloudFormation コンソールで情報を確認する"Cluster creation
failed"status] を選択します。
の表示 CloudFormation コンソールから送られてくるエラーメッセージ。
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1.

にログインAWS Management Consoleそしてに移動しますhttps://console.aws.amazon.com/
cloudformation。

2.

parallelcluster-という名前のスタックを選択してくださいcluster_name。
を選択してくださいイベントタブ。
をチェックしますステータスリソースイベントのリストをスクロールして作成に失敗したリソースに
ついては論理 ID。サブタスクの作成に失敗した場合は、逆方向に作業して失敗したリソースイベント
を見つけます。
例AWS CloudFormationエラーメッセージ:

3.
4.
5.

2022-02-07 11:59:14 UTC-0800 MasterServerSubstack CREATE_FAILED Embedded stack
arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/parallelcluster-my-clusterMasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL/a1234567-b321-c765-d432-dcba98766789
was not successfully created: The following resource(s) failed to create:
[MasterServer].

IAM ポリシーのサイズ問題のトラブルシューティング
を参照してくださいIAM およびAWS STSクォータ、名前の要件、および文字の制限ロールにアタッチされ
た管理ポリシーのクォータを確認します。管理ポリシーのサイズがクォータを超える場合は、ポリシーを
2 つ以上のポリシーに分割します。IAM ロールにアタッチされているポリシーの数がクォータを超えた場
合は、追加のロールを作成し、クォータを満たすようにポリシーをそれらのロールに分散します。

追加のサポート
既知の問題点の一覧は、メインのGitHubウィキページまたは課題ページ。より緊急の問題について
は、AWS Supportまたは、新品です GitHub問題。
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AWS ParallelCluster サポートポリ
シー
AWS ParallelCluster は一度に複数のリリースが可能です。バージョン 2.11.0 以降の新しいリリース (バー
ジョン番号 x.x.0) では、最新版 (機能、セキュリティ、およびバグフィックスのアップデートが可能) およ
び機能安定版 (セキュリティおよびバグフィックスのアップデートのみが可能) のいずれかを指定すること
ができます。
最新版でも機能安定版でもないリリースは、ベストエフォートベースでトラブルシューティングの対象と
なります。セキュリティパッチやバグフィックスは機能安定版のリリースにのみ適用され、機能アップ
デートは最新版のリリースにのみ適用されます。
AWS ParallelCluster バージョン 2.11.0 のリリースから、バージョン 2.11.0 以前のリリース (2.10.4以前)
は 2021 年 12 月 31 日までサポートされます。AWS ParallelCluster バージョン 2.11.0 は最初の機能安定
版リリースです。機能安定版リリースでは、リリースの翌年末まで、セキュリティおよびバグフィック
スのアップデートがサポートされます。2021 年にバージョン 2.11.0 がリリースされたため、バージョン
2.11.x は 12 月 31 日までサポートされます。2022 2 2。
AWS ParallelCluster一貫性と予測可能性を提供することを目的としています機能安定のリリースで終了
することになっていますが、これは到達した製品コンポーネントには適用されないことに注意してくださ
い。 end-of-life。例えば、SGE、Torque、CentOS 8 オペレーティングシステムの場合、これらの機能は
すべて end-of-life 2021年12月31日にリリースされ、2.11には含まれません。xその日付以降にリリースさ
れます。
AWS ParallelCluster 3 のマイナーリリースは、リリース日から 18 ヶ月間サポートされます。これは次を
条件としています。
• バグやセキュリティ上の問題は、重要度によってより迅速なパッチリリース (例:3.1.1) が必要な場合を
除き、マイナーリリース (例:3.1) で対処されます。
• バグやセキュリティの修正を受けるには、これらの修正が提供されているマイナーリリースまたはパッ
チリリースにアップグレードする必要があります。
• 機能拡張を受けるためには、AWS ParallelCluster 3 の最新版にアップグレードする必要があります。

AWS ParallelCluster のバージョン

サポート終了日(EOSL)

2.10.4 以前

2021 12 月 31 日

2.11.x

2022 年 12 月 31 日

3.0.x

2023 3 月 31 日
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によって使用されるサービスのセ
キュリティ情報AWS ParallelCluster

AWS ParallelClusterでのセキュリ
ティ
AWSでは、クラウドの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 は、これをクラウドのセキュリ
ティ、およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS が AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を担います。AWS は、ユーザーがセキュアに使用できるサービスも提供します。AWS
コンプライアンスプログラム の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性
をテストおよび検証しています。AWS ParallelCluster 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— お客様の責任は具体的要因によって決まりますAWSお客様が使用する 1
つまたは複数のサービス。また、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な
法律および規制などの他の関連要因についても責任を担います。
このドキュメントでは、を使用する際に責任共有モデルを適用する方法について説明します。AWS
ParallelCluster。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために
AWS ParallelCluster を設定する方法を示します。また、使用方法を学びます。AWS ParallelClusterあなた
の監視と保護に役立つ方法でAWSリソースの使用料金を見積もることができます。
トピックス
• によって使用されるサービスのセキュリティ情報AWS ParallelCluster (p. 479)
• AWS ParallelClusterでのデータ保護 (p. 480)
• AWS ParallelCluster 向けの Identity and Access Management (p. 481)
• AWS ParallelCluster のコンプライアンス検証 (p. 482)
• TLS の最小バージョン 1.2 の指定 (p. 483)

によって使用されるサービスのセキュリティ情報
AWS ParallelCluster
• Amazon EC2におけるセキュリティ
• Amazon API Gateway のセキュリティ
• セキュリティAWS Batch
•
•
•
•
•

セキュリティAWS CloudFormation
Amazon CloudFront のセキュリティ
セキュリティAWS CodeBuild
Amazon DynamoDB のセキュリティ
Amazon ECR のセキュリティ

• Amazon ECS のセキュリティ
• Amazon EFS のセキュリティ
• FSx for Lustre のセキュリティー
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• セキュリティAWS Identity and Access Management(IAM)
•
•
•
•
•

EC2 Image Builder のセキュリティ
セキュリティAWS Lambda
Amazon Route 53 でのセキュリティ
Amazon SNS のセキュリティ
Amazon SQS のセキュリティ (AWS ParallelClusterバージョン 2.x。)

• Amazon S3 のセキュリティ
• Amazon VPC のセキュリティ

AWS ParallelClusterでのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS ParallelClusterでのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されてい
るように、AWSは、AWS クラウド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。ご利用者はこのインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持す
る責任があります。このコンテンツには、のセキュリティ設定および管理タスクが含まれます。AWS の
サービス使用している。データプライバシーの詳細については、データプライバシーのよくある質問を参
照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWSセキュリティブログ に投稿された AWS 責
任共有モデルおよび GDPR のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウントの認証情報を保護し、AWS Identity and Access
Management(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方
法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。ま
た、以下の方法でデータを保護することをお勧めします:
• 各アカウントで多要素認証(MFA)を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS暗号化ソリューションをAWSサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用し
ます。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2の検証
を受けた暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エン
ドポイントの詳細については、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドな
ど自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS
ParallelCluster、または AWS で AWS CLI または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。名前に
使用するタグまたは自由形式のフィールドに入力したデータは、請求ログまたは診断ログに使用できま
す。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を
URL に含めないように強くお勧めします。q

データの暗号化
セキュリティで保護されたサービスの重要な特徴として、情報はアクティブに使用されていないときに暗
号化されます。

保管中の暗号化
AWS ParallelClusterは、とのやり取りに必要な認証情報以外のカスタマーデータを保存することはありま
せん。AWSユーザーに代わってのサービス。
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以下の資料も参照してください。

クラスター内のノードのデータについては、保管時にデータを暗号化できます。
Amazon EBS ボリュームの場合、暗号化はEbsSettings (p. 178)/Encryptedそし
てEbsSettings (p. 178)/KmsKeyIdの設定設定EbsSettings (p. 178)セクション (encrypted (p. 404)そ
してebs_kms_key_id (p. 403)の設定設定[ebs]セクション (p. 402)にとってAWS ParallelClusterバー
ジョン 2.x.) 詳細については、「」を参照してください。Amazon EBS 暗号化Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドを参照してください。
Amazon EFS ボリュームの場合、暗号化はEfsSettings (p. 181)/Encryptedそし
てEfsSettings (p. 181)/KmsKeyIdの設定設定EfsSettings (p. 181)(encrypted (p. 408)そし
てefs_kms_key_id (p. 408)の設定設定[efs]セクション (p. 406)にAWS ParallelClusterバージョン
2.x)。詳細については、「」を参照してください。保存時の暗号化の方法のAmazon Elastic File System
ユーザーガイド。
FSx for Lustreファイルシステムの場合、保管中のデータの暗号化は、Amazon FSx ファイルシステム
の作成時に自動的に有効になります。詳細については、「」を参照してください。保存データの暗号
化のAmazon FSx for Lustreユーザーガイド。
NVMe ボリュームのあるインスタンスタイプでは、NVMe インスタンスストアボリューム内のデータは、
インスタンスのハードウェアモジュールに実装されている XTS-AES-256 暗号を使用して暗号化されま
す。暗号化キーは、ハードウェアモジュールで作成され、NVMe インスタンスストレージデバイスごと
に固有です。すべての暗号化キーは、インスタンスが停止または終了して復元できないときに破棄されま
す。この暗号化を無効にしたり、独自の暗号キーを指定したりすることはできません。詳細については、
「」を参照してください。保管時の暗号化のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
☆AWS ParallelClusterを呼び出すAWSカスタマーデータをローカルコンピュータに転送して保存するの
サービス。そのサービスのユーザーガイドの「セキュリティ & コンプライアンス」の章で、データの保
存、保護、および暗号化の方法を参照してください。

転送中の暗号化
デフォルトでは、実行中のクライアントコンピュータから転送されるすべてのデータAWS ParallelCluster
そしてAWSサービスエンドポイントは、HTTPS/TLS 接続を介した送信により、すべてが暗号化されま
す。クラスタ内のノード間のトラフィックは、選択したインスタンスタイプに応じて自動的に暗号化でき
ます。詳細については、「Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド」の「転送中の暗号化」
を参照してください。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 でのデータ保護
• EC2 Image Builder でのデータ保護
• でのデータ保護AWS CloudFormation
• Amazon EFS でのデータ保護
• Amazon S3 におけるデータ保護
• FSx for Lustreのデータ保護

AWS ParallelCluster 向けの Identity and Access
Management
AWS ParallelClusterロールを使用してにアクセスするAWSリソースとそのサービス。インスタンス
ポリシーとユーザーポリシーAWS ParallelClusterパーミッションを付与する使用については、AWS
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ParallelCluster 3.x での AWS Identity and Access Management のロール (p. 29)(AWS ParallelCluster にお
ける AWS Identity and Access Management の役割 (p. 301)にとってAWS ParallelClusterバージョン 2.x)。
唯一の大きな違いは、標準の IAM ユーザーと長期の認証情報を使用する場合の認証方法です。IAM ユー
ザーはアクセスするにはパスワードが必要ですがAWSのサービスのコンソール。同じ IAM ユーザーがを使
用して同じオペレーションを実行するには、アクセスkey pair が必要です。AWS ParallelCluster。他のす
べての短期の認証情報については、使用方法がコンソールと同じです。
で使用される認証情報AWS ParallelClusterプレーンテキストファイルに保存され、じゃない暗号化を使用
して保存されます。
• $HOME/.aws/credentials には、AWS リソースにアクセスするために必要な長期の認証情報が保存
されます。これには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが含まれます。
• 引き受けるロールや AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) サービスなどの短期
認証情報は、それぞれ $HOME/.aws/cli/cache フォルダおよび $HOME/.aws/sso/cache フォルダに
保存されます。
リスクの軽減
• $HOME/.aws フォルダとその子フォルダおよびファイルに対して、許可されたユーザーにのみアクセス
を制限するようにファイルシステムのアクセス許可を設定することを強くお勧めします。
• 一時的な認証情報を持つロールをできるだけ使用し、認証情報が漏洩した場合の損害の可能性を減らし
ます。長期の認証情報は、短期のロールの認証情報を要求および更新する場合にのみ使用します。

AWS ParallelCluster のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一部として AWS のサービス
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。を使用するAWS ParallelClusterにアクセスしても、そ
のサービスのコンプライアンスは変わりません。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、 を使用しますAWS Artifact 詳細については、
「AWS Artifact にレポートをダウンロードする」を参照してください。
AWS ParallelCluster を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴
社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアン
スに役立つ以下のリソースを提供しています。
• 『セキュリティ＆コンプライアンス クイックリファレンスガイド』、『』– これらのデプロイガイドに
は、アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いた
ベースライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペー
パーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
• 『AWS Config デベロッパーガイド』の「Evaluating resources with rules」- AWS Config サービスは、
リソース設定が社内の慣行、業界のガイドライン、および規制にどの程度準拠しているかを評価しま
す。
• AWS Security Hub– AWS のこのサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。
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TLS の最小バージョン 1.2 の指定
との通信時にセキュリティを強化するにはAWSサービスでは、AWS ParallelClusterTLS 1.2 以降を使用す
るようにします。を使用するときはAWS ParallelClusterでは、Python を使用して TLS バージョンを設定
します。
確認するにはAWS ParallelClusterでは TLS 1.2 より前の TLS バージョンを使用しません。この最小バー
ジョンを適用するように OpenSSL を再コンパイルしてから、新しく構築された OpenSSL を使用するよ
うに Python を再コンパイルする必要があります。

現在サポートされているプロトコルの確認
まず、OpenSSL を使用して、テストサーバーと Python SDK に使用する自己署名証明書を作成します。
$ openssl req -subj '/CN=localhost' -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out
cert.pem -days 365

次に、OpenSSL を使用してテストサーバーをスピンアップします。
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -www

新しいターミナルウィンドウで仮想環境を作成し、Python SDK をインストールします。
$ python3 -m venv test-env
source test-env/bin/activate
pip install botocore

SDK の基になる HTTP ライブラリを使用する、check.py という名前の新しい Python スクリプトを作成
します。
$ import urllib3
URL = 'https://localhost:4433/'
http = urllib3.PoolManager(
ca_certs='cert.pem',
cert_reqs='CERT_REQUIRED',
)
r = http.request('GET', URL)
print(r.data.decode('utf-8'))

新しいスクリプトを実行します。
$ python check.py

確立された接続に関する詳細が表示されます。「Protocol:」を検索します。出力内容は以下のとおりで
す。出力が「TLSv1.2」以降の場合、SDK のデフォルト設定は TLS v1.2 以降です。それ以前のバージョン
の場合は、OpenSSL を再コンパイルして Python を再コンパイルする必要があります。
ただし、Python のインストールがデフォルトで TLS v1.2 以降に設定されている場合でも、サーバーが
TLS v1.2 以降をサポートしていないと、Python は TLS v1.2 より前のバージョンに再ネゴシエートする可
能性があります。Python が以前のバージョンに自動的に再ネゴシエートしないことを確認するには、次の
ようにしてテストサーバーを再起動します。
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -no_tls1_3 -no_tls1_2 -www
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以前のバージョンの OpenSSL を使用している場合は、-no_tls_3 フラグが使用できない可能性がありま
す。この場合は、使用している OpenSSL のバージョンが TLS v1.3 をサポートしていないため、フラグを
削除します。次に、Python スクリプトを実行します。
$ python check.py

Python のインストールが TLS 1.2 より前のバージョンに対して正しく再ネゴシエートしない場合は、SSL
エラーが表示されます。
$ urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='localhost', port=4433): Max
retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: UNSUPPORTED_PROTOCOL]
unsupported protocol (_ssl.c:1108)')))

接続を確立できる場合は、OpenSSL と Python を再コンパイルして、TLS v1.2 より前のプロトコルのネゴ
シエーションを無効にする必要があります。

OpenSSL と Python のコンパイル
それを確実にするためにAWS ParallelClusterが TLS 1.2 より前のバージョンをネゴシエートしないように
するには、OpenSSL と Python を再コンパイルする必要があります。これを行うには、次のコンテンツを
コピーしてスクリプトを作成し、実行します。
#!/usr/bin/env bash
set -e
OPENSSL_VERSION="1.1.1d"
OPENSSL_PREFIX="/opt/openssl-with-min-tls1_2"
PYTHON_VERSION="3.8.1"
PYTHON_PREFIX="/opt/python-with-min-tls1_2"
curl -O "https://www.openssl.org/source/openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
tar -xzf "openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
cd openssl-$OPENSSL_VERSION
./config --prefix=$OPENSSL_PREFIX no-ssl3 no-tls1 no-tls1_1 no-shared
make > /dev/null
sudo make install_sw > /dev/null
cd /tmp
curl -O "https://www.python.org/ftp/python/$PYTHON_VERSION/Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
tar -xzf "Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
cd Python-$PYTHON_VERSION
./configure --prefix=$PYTHON_PREFIX --with-openssl=$OPENSSL_PREFIX --disable-shared > /dev/
null
make > /dev/null
sudo make install > /dev/null

これにより、静的にリンクされた OpenSSL を持つ Python のバージョンがコンパイルされます。このバー
ジョンは、TLS 1.2 より前のバージョンは自動的にネゴシエートしません。また、/opt/openssl-withmin-tls1_2 ディレクトリに OpenSSL がインストールされ、/opt/python-with-min-tls1_2 ディ
レクトリに Python がインストールされます。このスクリプトを実行した後、新しいバージョンの Python
のインストールを確認します。
$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version

これにより、以下が出力されます。
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Python 3.8.1

この新しいバージョンの Python が TLS 1.2 より前のバージョンをネゴシエートしないことを確認する
には、新しくインストールされた Python バージョン (つまり現在サポートされているプロトコルの確
認 (p. 483)) を使用する手順 /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 を再実行します。
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ドキュメント履歴
次の表は、「AWS ParallelCluster ユーザーガイド」の主な更新や新機能の一覧です。また、お客様からい
ただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。
変更

説明

日付

AWS ParallelClusterバージョン
3.2.1

AWS ParallelClusterバージョン
3.2.1

2022 年 10 月 3 日

機能強化
• 複数の NIC を持つ EC2 インス
タンスのサポートを強化する
ために、ホストのルーティング
テーブルを異なるネットワーク
カードに関連付けるロジックを
改善しました。
変更:
• NVIDIA ドライバをバージョン
470.141.03 にアップグレード
してください。
• NVIDIA ファブリックマネー
ジャをバージョン 470.141.03
にアップグレードします。
• を無効にするcronジョブタス
クman-dbそしてmlocateは、
ノードのパフォーマンスに悪影
響を及ぼすことがあります。
• インテル MPI ライブラリーを
2021.6.0.602 にアップグレー
ドしてください。
• このセキュリティリスクに対
応して Python を 3.7.10 から
3.7.13 にアップグレードして
ください。
バグ修正:
• 失敗の回
避DescribeClusterクラス
ター設定が利用できない場合。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
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びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン
3.2.0

AWS ParallelClusterバージョン
3.2.0

2022 年 7 月 27 日

機能強化
• サポートを追加メモリベースの
スケジューリング (p. 82)スラ
ムで。
• Slurm クラスター設定でコン
ピュートノードのリアルメモ
リーを設定します。

•

•

•

•

• 新しい設定パラメータを追
加Scheduling (p. 157)/
SlurmSettings (p. 174)/
EnableMemoryBasedScheduling (p. 175)Slurm
でメモリベースのスケジュー
リングを有効にする。
• 新しい設定パラメータを追
加Scheduling (p. 157)/
SlurmQueues (p. 162)/
ComputeResources (p. 166)/
SchedulableMemory (p. 167)計
算ノードのスケジューラに
よって認識されるメモリのデ
フォルト値を上書きします。
クラスター構成の更新の柔軟性
を高め、可能な限りクラスター
全体の停止と起動を回避しま
す。新しい設定パラメータを追
加Scheduling (p. 157)/
SlurmSettings (p. 174)/
QueueUpdateStrategy (p. 174)コ
ンピュートノードに設定の更新
と交換が必要な場合に使用す
る優先ストラテジーを設定しま
す。
EC2 インスタンスで容量不
足の問題が発生した場合に、
利用可能なコンピューティン
グリソースに対するフェイル
オーバーメカニズムを改善し
ます。コンピュートノードを
設定可能な時間だけ無効にす
る (p. 79)容量不足によりノー
ドの起動が失敗した場合。
既存のマウントのサ
ポートを追加FSx for
ONTAP (p. 188)そしてFSx for
OpenZFS (p. 188)ファイルシス
テム。
既存の複数のインスタンス
をマウントするサポートを
追加Amazon エラスティッ
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クファイルシステム、FSx
for Lustre FSx、ONTAP
用の FSx、OpenZFS 用の
FSx (p. 176)ファイルシステ
ム。
• サポートを追加FSx for Lustre
Persistent_2 デプロイタイ
プ (p. 183)新しいファイルシス
テムを作成するときに。
• を使用するときに、サポート
されているインスタンスタ
イプの EFA を有効にするよ
うユーザーに促すpcluster
configure (p. 117)ウィザー
ドの使用
• Slurm を使用してコンピュート
ノードを再起動するためのサ
ポートを追加。
• Slurm の電源状態の処理を改善
し、ノードの手動電源切断も考
慮に入れました。
• NVIDIA GDRCopy 2.3 を製品
AMI にインストールすると、
低レイテンシーの GPU メモリ
コピーが可能になります。
変更:
• EFA インストーラをバージョ
ン 1.17.2 にアップグレードし
ます。
• EFA のドライ
バーefa-1.16.0-1
• EFA の構成:efaconfig-1.10-1
• EFA のプロフィール:efaprofile-1.5-1
• Libfabriclibfabricaws-1.16.0~amzn2.0-1
• RI コアrdma-core-41.0-2
• Open MPIopenmpi40aws-4.1.4-2
• NICE DCV をバージョン
2022.0-12760 にアップグレー
ドします。
• NVIDIA ドライバをバージョン
470.129.06 にアップグレード
してください。
• NVIDIA ファブリックマネー
ジャをバージョン 470.129.06
にアップグレードします。
• ルートボリュームと追加ボ
リュームの両方で、デフォル
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トの EBS ボリュームタイプを
gp2 から gp3 に変更します。
• FSx for Lustre ファイル
システムへの変更AWS
ParallelCluster:
• デフォルトのデプロ
イタイプをに変更しま
す。Scratch_2。
• Lustre サーバーのバージョ
ンを次のように変更2.12。
• 必要な
いPlacementGroup (p. 164)/
Enabled (p. 164)に設定す
るtrue既存のものを渡すと
きPlacementGroup/Id。
• 設定できませ
んPlacementGroup/Idい
つPlacementGroup/
Enabledは明示的にに設定さ
れていますfalse。
• Addparallelcluster:clusternameによって作成されたすべ
てのリソースにタグを付ける
AWS ParallelCluster。
• Addlambda:ListTagsそし
てlambda:UntagResourceにParallelClusterUserRole用
途:AWS ParallelClusterクラス
ター更新用の API スタック。
• IPv6アクセスを次のアドレス
に制限IMDS設定パラメータ
の場合、ルート管理者およ
びクラスタ管理ユーザーの
みHeadNode/Imds/Securedは
有効です。
• カスタム AMI では、AMI の
代わりに AMI ルートボリュー
ムサイズを使用してください
ParallelCluster デフォルトは
35 GiB です。値はクラスター
設定ファイルで変更できます。
• コンフィグレーションパ
ラメータを指定するとコン
ピュートフリートの自動無効
化Scheduling/
SlurmQueues/
ComputeResources/
SpotPriceスポットリクエス
トに最低限必要な料金を下回っ
ています。
• Showrequested_valueそし
てcurrent_value更新中にセ
クションを追加または削除する
際の変更セット内の値。
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• を無効にするaws-ubuntueni-helperDeep Learning
AMI で利用できるサービス
で、との競合を回避できま
すconfigure_nw_interface.sh複
数のネットワークカードを使用
してインスタンスを設定する場
合。
• Python 3.6 のサポートを終了
します。
• 複数のネットワークカードを
使用してインスタンスを設定す
る場合は、すべてのネットワー
クインターフェイスの MTU を
9001 に設定します。
• コンピュートノードの FQDN
を設定する際は、末尾のドット
を削除してください。
• で静的ノードを管
理POWERING_DOWN。
• の動的ノードを置き換えませ
んPOWER_DOWNジョブがまだ実
行中である可能性があるためで
す。
• restartclustermgtdそし
てslurmctldクラスタ更新時
のデーモンのみSchedulingパ
ラメータはクラスタ構成で更新
されます。
• 更新slurmctldそしてslurmd
systemdサービスファイル。
• 設定パラメータが設定されて
いる場合、IMDS への IPv6 ア
クセスを root および cluster
admin ユーザのみに制限す
るHeadNode/Imds/Securedは
有効です。
• Slurm の設定を設
定AuthInfo=cred_expire=70ノー
ドが使用できない場合に、再
キューされたジョブが再開する
まで待機しなければならない時
間を短縮します。
• サードパーティ製クックブック
の依存関係のアップグレード:
• apt-7.4.2 (apt-7.4.0 から)
• ライン4.5.2 (ライン4.0.1か
ら)
• openssh-2.10.3
(openssh-2.9.1 から)
• pyenv-3.5.1 (pyenv-3.4.2 か
ら)
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• selinux-6.0.4 (selinux-3.1.1か
ら)
• yum-7.4.0 (yum-6.1.1から)
• yum-epel-4.5.0 (yumepel-4.1.2から)
バグ修正:
• デフォルトの動作をスキッ
プするように修正AWS
ParallelClusterカスタム AMI を
構築するときの検証とテストの
ステップ
• ファイルハンドルのリークを修
正computemgtd。
• 起動したインスタンスがまだ
EC2 で使用できないために散
発的に原因となっていた競合状
態を修正 DescribeInstances レ
スポンス。
• のサポートを修
正DisableSimultaneousMultithreadingArm
プロセッサのインスタンスタイ
プに関するパラメータ。
• 修正内容AWS ParallelCluster
以前のバージョンからアップグ
レードすると、API スタックの
更新が失敗します。に使用され
るリソースパターンを追加しま
すListImagePipelineImagesア
クションの行わないでくださ
いEcrImageDeletionLambdaRole。
• 修正内容AWS
ParallelClusterLustre ファイル
システム用の FSx を作成する
際に Amazon S3 からのイン
ポートまたはエクスポートに必
要な権限が不足している API
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
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AWS ParallelCluster今年から現
在までのドキュメントのみの更
新

AWS ParallelClusterドキュメン
テーションのみの更新。

新規セクション:
• ベストプラクティス:予算ア
ラート (p. 19)V3
• ベストプラクティス:クラスタ
を新しいクラスタに移動する
AWS ParallelClusterマイナー
バージョンまたはパッチバー
ジョン (p. 19)V3
• Amazon S3 での使用 (p. 65)V3
• スポットインスタンスの操
作 (p. 65)V3
• Slurm クラスター保護モー
ド (p. 76)V3
• AWS ParallelClusterリソース
とタグ付け (p. 89)V3
AWS ParallelClusterリソース
とタグ付け (p. 343) V2
• アマゾン CloudWatch ダッシュ
ボード (p. 91)V3
• Amazon との統合 CloudWatch
ログ (p. 92)V3
• Elastic Fabric
Adapter (p. 93)V3
• AWS ParallelClusterAMI のカ
スタマイズ (p. 104)V3
• ODCR を使用してインスタン
スを起動 (p. 106)V3
• AMI パッチ適用と EC2 インス
タンスの置換 (p. 111)V3
• AWS ParallelCluster の仕組
み (p. 201)V3
• 共有ストレージの暗号化を
AWS KMSキー (p. 234)V3
• マルチキューモードのク
ラスターでジョブを実行す
る (p. 236)V3
• AWS ParallelCluster API の使
用 (p. 241)V3
セクションの更新:
• ベストプラクティス: ネッ
トワークパフォーマン
ス (p. 18)V3: Elastic Fabric
Adaptor の使用に関するベスト
プラクティスを追加しました。
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• AWS ParallelCluster 3.x
での AWS Identity and
Access Management のロー
ル (p. 29)V3: 各種更新と追
加Amazon FSx for Lustre を使
用する場合の追加のユーザーポ
リシー (p. 35)。
AWS ParallelCluster に
おける AWS Identity and
Access Management の役
割 (p. 301)V2: 各種更新。
• AWS ParallelCluster のトラブ
ルシューティング (p. 250)V3:
各種更新。
AWS ParallelCluster のトラブ
ルシューティング (p. 466)V2:
各種更新。
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AWS ParallelClusterバージョン
3.1.4

AWS ParallelClusterバージョン
3.1.4

2022 年 5 月 16 日

機能強化
• の検証を追
加DirectoryService (p. 192)/
PasswordSecretArn (p. 193)秘
密が存在しないと失敗します。
JWT 認証 Slurm を有効にする
サポートを追加。
変更:
• Slurm をバージョン 21.08.8-2
にアップグレードしてくださ
い。
• JWT サポートで Slurm をビル
ドします。
• 必要な
いPlacementGroup (p. 164)/
Enabled (p. 164)に設定す
るtrue既存のものを渡すと
きPlacementGroup/Id。
• Addlambda:TagsResourceにParallelClusterUserRoleで
のの使用 ParallelCluster クラ
スター作成とイメージ作成用の
API スタック。
バグ修正:
• を使用するときにクラスター
のログをエクスポートする機
能を修正しましたexportcluster-logsコマンドで-filtersオプション。
• 修正内容AWS Batch使用す
る Docker エントリポイント/
homeマルチノード並列ジョブ
の実行を調整するための共有
ディレクトリ。
• 容量不足で障害が発生した静
的ノードがブートストラップ
障害ノードとして扱われない
ように、slurm unhealthy static
node を down に設定すると、
ノードアドレスをリセットしま
す。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
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ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
AWS ParallelClusterバージョン
2.11.7

AWS ParallelClusterバージョン
2.11.7

変更:
• Slurm をバージョン 20.11.9 に
アップグレードしてください。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelClusterパッケージ
GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン
3.1.3

AWS ParallelClusterバージョン
3.1.3

2022 年 4 月 20 日

機能強化
• SSHキー作成は、SSHログイ
ン時、別のユーザーへの切り
替え時、別のユーザーとして
コマンドを実行する場合など
に、HOMEディレクトリの作成
と同時に実行します。
• 構成パラメータに
FQDN と LDAP 識別名
の両方のサポートを追
加DirectoryService (p. 192)/
DomainName (p. 193)。新しい
バリデーターは両方の構文を
チェックするようになりまし
た。
• 新
規update_directory_service_password.shヘッ
ドノードにデプロイされたスク
リプトは、SSSD 構成の Active
Directory パスワードの手動
更新をサポートします。パス
ワードはによって取得されます
AWS Secrets Managerクラス
タ構成と同じです。
• デフォルト VPC のない環境に
API インフラストラクチャをデ
プロイするためのサポートを追
加します。
変更:
• x86_64 公式 AMI およびに
よって作成された AMI のよ
り深い C ステートを無効にす
るbuild-imageコマンドを使
用して、高いパフォーマンスと
低いレイテンシを保証します。
• OS パッケージの更新とセキュ
リティ修正。
• カーネル 5.10 で AMI を使用す
るように Amazon Linux 2 ベー
スイメージを変更します。
バグ修正:
• ビルドイメージスタックの
修正DELETE_FAILED新しい
EC2 Image Builder ポリシーに
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より、イメージが正常に構築さ
れた後。
• 設定パラメータを修
正DirectoryService (p. 192)/
DomainAddr (p. 193)複数のド
メインアドレスが含まれてい
る場合、ldap_uri SSSD プロパ
ティに変換されます。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイルawsparallelCluster、およびawsparallelcluster-cookbookパッケー
ジ GitHub。
AWS ParallelClusterバージョン
2.11.6

AWS ParallelClusterバージョン
2.11.6

機能強化
• ネットワークが見つからない場
合の例外管理を改善します。
変更:
• OS パッケージの更新とセキュ
リティ修正。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelClusterパッケージ
GitHub。

498

2022 年 4 月 19 日

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

AWS ParallelClusterバージョン
3.1.2

AWS ParallelClusterバージョン
3.1.2

変更:
• Slurm のバージョンへのアッ
プグレード21.08.6から
の21.08.5).
バグ修正:
• の更新を修正/etc/hostsク
ラスターがインターネットに
アクセスできないサブネットに
デプロイされている場合、コン
ピュートノードにファイルを格
納します。
• クラスタに参加する前にエフェ
メラルドライブの初期化を待
つようにコンピュートノードの
ブートストラップを修正しまし
た。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelClusterパッケージ
GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン
2.11.5

AWS ParallelClusterバージョン
2.11.5

機能強化
• サポートを追
加NEW_CHANGED_DELETEDFSx
for Lustre
値AutoImportPolicyオプ
ション。
• SGE スケジューラと Torque
スケジューラのサポートを削除
しました。
• を無効にするlog4jcve-2021-44228hotpatchパフォーマンス
低下の可能性を避けるた
め、Amazon Linux 上でサービ
スを行います。
変更:
• NVIDIA ドライバーをバー
ジョン 470.82.01 から
470.103.01 にアップグレー
ドします。
• NVIDIA ファブリックマネー
ジャのバージョンへのアッ
プグレード470.103.01から
の470.82.01).
• CUDA ライブラリをバージョ
ン 11.4.4 から 11.4.3 に
アップグレードします。
• Intel MPI (p. 348)バージョン
2021 アップデート 4 に更新
されました (バージョン 2019
アップデート 8 から更新)。詳
細については、次を参照してく
ださい。インテル® MPI ライ
ブラリ 2021 アップデート 4。
• ヘッドノード作成タイムアウト
を 1 時間に延長します。
バグ修正:
• ブラウザ経由のDCV接続を修
正しました。
• カスタムタグが数値として解析
されないようにYAMLの引用を
修正しました。
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変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelClusterパッケージ
GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン
3.1.1

AWS ParallelClusterバージョン
3.1.1

2022 年 2 月 10 日

• 次の方法でマルチユーザーク
ラスタ環境のサポートを追
加しますアクティブディレ
クトリ (AD) ドメインとの統
合 (p. 192)を通じて管理AWS
Directory Service。
• サポートを追
加UseEc2Hostnames (p. 174)ク
ラスター設定ファイルにあ
ります。true に設定した場
合、コンピュートノードには
EC2 のデフォルトホスト名
(例:ip-1-2-3-4) を使用します。
• クラスター作成のサポートを追
加インターネットにアクセスで
きないサブネット (p. 58)。
• キューごとに複数のコンピュー
トインスタンスタイプのサポー
トを追加します。
• NVIDIA カードを搭載した
ARM インスタンス上の Slurm
による GPU スケジューリング
のサポートを追加。
• の省略フラグを追
加cluster-name(n)、region(-r)、imageid(-i) とclusterconfiguration/imageconfiguration(-c) にAWS
ParallelClusterCLI。
• サポートを追
加NEW_CHANGED_DELETEDFSx
for
LustreAutoImportPolicy (p. 186)パ
ラメータ。
• Addparallelcluster:computeresource-nameタ
グLaunchTemplatesコン
ピュートノードが使用するリ
ソース。
• クラスター内で作成されたセ
キュリティグループを改善し
て、次の場合にカスタムセキュ
リティグループからのインバ
ウンド接続を許可するように
しますSecurityGroupsパラ
メータは一部のヘッドノードや
キューに指定されています。

502

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

• ARM 用の NVIDIA ドライバ
と CUDA ライブラリをインス
トールします。
変更:
• Slurm のバージョンへのアッ
プグレード21.08.5から
の20.11.8).
• Slurm プラグインのバージョン
へのアップグレード21.08から
の20.11).
• NICE DCV をバー
ジョンにアップグレー
ド2021.3-11591から
の2021.1-10851).
• NVIDIA ドライバーをバー
ジョン 470.57.02 から
470.103.01 にアップグレー
ドします。
• NVIDIA ファブリックマネー
ジャのバージョンへのアッ
プグレード470.103.01から
の470.57.02).
• CUDA をバージョンにアッ
プグレード11.4.4から
の11.4.0).
• Intel MPI (p. 348)バージョン
2021 アップデート 4 に更新
されました (バージョン 2019
アップデート 8 から更新)。詳
細については、次を参照してく
ださい。インテル® MPI ライ
ブラリ 2021 アップデート 4。
• pMix のバージョンへのアップ
グレード3.2.3からの3.1.5).
• 障害が発生したコンピュート
ノードのダンピングを削除/
home/logs/compute。コン
ピュートノードのログファイル
は CloudWatch EC2 コンソー
ルのログに更新
• ポテンシャルを抑えられるよ
うにするSlurmQueuesそし
てComputeResources長さバ
リデーター。
• Amazon Linux 2 では、インス
タンスの起動時にパッケージの
更新を無効にします。
• EC2 を無効にする
ImageBuilder ビルド時の画
像メタデータの強化AWS
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ParallelClusterカスタムイメー
ジ。
• 明示的に設定cloud-initデー
タソースを EC2 にする。これ
により、Ubuntu と CentOS プ
ラットフォームの起動時間を節
約できます。
• コンピュートフリート起動テン
プレート名には、インスタンス
タイプではなくコンピュートリ
ソース名を使用してください。
• pcluster CLI 出力に不要なテ
キストが表示されないよう
に、stderr と stdout を CLI ロ
グファイルにリダイレクトしま
す。
• 設定/インストールレシピを、
メインのクックブックから呼び
出される別のクックブックに移
動します。既存のエントリポイ
ントは維持され、下位互換性が
あります。
• クラスター作成時にインター
ネットに接続しないよう
に、AMI のビルド時にインテ
ル HPC プラットフォームの依
存関係をダウンロードします。
• 剥がさわないでくださ
い-Slurm ノード設定時のコン
ピュートリソース名から。
• NVIDIA ドライバがインストー
ルされていない場合は、Slurm
で GPU を設定しないでくださ
い。
• 修正内
容ecs:ListContainerInstancesア
クセス許可BatchUserRole。
• プレフィックスが指定されてい
ない場合にクラスターログがエ
クスポートされる問題を修正し
ました。以前にNoneprefix.
• クラスターの更新に失敗した場
合にロールバックが実行されな
い問題を修正しました。
• 修正内
容ecs:ListContainerInstancesア
クセス許可BatchUserRole。
• 修正内容RootVolumeスキー
マHeadNodeサポートされてい
ない場合はエラーを発生させ
るKmsKeyIdが指定されていま
す。
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• Amazon FSx でメトリクス
が表示されない問題を修正
CloudWatch ダッシュボード。
• 修正内
容EfaSecurityGroupValidator。
以前は、カスタムセキュリティ
グループが提供され、EFA が
有効になっていると、誤った障
害が発生する可能性がありまし
た。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
AWS ParallelClusterバージョン
3.0.3

AWS ParallelClusterバージョン
3.0.3

• を無効にするlog4jcve-2021-44228hotpatchエージェン
トLog4jHotPatch) を
Amazon Linux 2 で使用する
と、潜在的なパフォーマンス
低下を回避できます。詳細に
ついては、次を参照してくださ
い。Apache Log4j の Amazon
Linux ホットパッチのお知ら
せ。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイルawsparallelClusterそしてawsparallelcluster-cookbookパッケー
ジ GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン
2.11.4

AWS ParallelClusterバージョン
2.11.4
変更点は次の通りです。
• CentOS8 のサポートを削除
しました。CentOS8 は 2021
年 12 月 31 日にサポート終了
(EOL) に達します。
• UpgradeSlurm Workload
Managerバージョン20.11.8
に。
• Cinc クライアントを 17.2.29
にアップグレードします。
• NICE DCV (p. 351)NICE DCV
2021.2-11190 に更新しま
した。詳細については、次
を参照してください。DCV
2021.2-11190 — 2021 年 10 月
11 日()NICE DCV 管理者ガイ
ド。
• NVIDIA ドライバーをバー
ジョン 460.73.01 から
470.82.01 にアップグレード
します。
• CUDA ライブラリをバージョ
ン 11.4.3 から 11.3.0 に
アップグレードします。
• NVIDIA ファブリックマネー
ジャを 470.82.01 にアップグ
レードします。
• Amazon Linux 2 では、インス
タンスの起動時にパッケージの
更新を無効にします。
• 無人パッケージ更新を無効に
するUbuntuおよびのAmazon
Linux 2。
• Python 3 バージョンのインス
トールAWS CloudFormation
ヘルパースクリプトオン
CentOS7 からのUbuntu18.04
(これらは既に Amazon Linux 2
で使用されていてUbuntu20.04
修正内容は次のとおりです。
• の更新を無効
化ec2_iam_role (p. 384)パラ
メータ。
• 修正CpuOptionsの起動テンプ
レートでの設定T2インスタン
ス。

506

2021 年 12 月 20 日

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド

変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbookそし
てaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
AWS ParallelCluster バージョン
3.0.2 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
3.0.2 をリリースしました。

Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラ 1.14.1 のアップグ
レード
• EFA 設定: efaconfig-1.9-1 (efaconfig-1.9 から)
• EFA プロファイル:efaprofile-1.5-1 (efaprofile-1.5 から)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.14.2 (efa-1.13.0 か
ら)
• RDMA コア: rdmacore-37.0 (rdma-core-35
から)
• Libfabric: libfabric-1.13.2
(libfabric-1.13.0 から)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.1-2 (変更なし)
GPUDirect RDMA は、イ
ンスタンスタイプでサポー
トされていれば常に有効で
す。-GdrSupport (p. 168)設定オ
プションは効果がありません。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbookそし
てaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.11.3 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.11.3 をリリースしました。

• arc.liv.ac.uk で Son of
Grid Engine ソースが利用で
きないことによる pcluster
createami (p. 360) の不具合
を修正しました。
Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.13.0 から
1.14.1 にアップグレードします
• EFA 設定: efaconfig-1.9-1 (efaconfig-1.9 から)
• EFA プロファイル: efaprofile-1.5-1 (変更なし)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.14.2 (efa-1.13.0 か
ら)
• RDMA コア: rdmacore-37.0 (rdmacore-35.0amzn から)
• Libfabric: libfabric-1.13.2
(libfabric-1.13.0amzn1.0
から)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.1-2 (変更なし)
GPUDirect RDMA は、インスタ
ンスタイプでサポートされていれ
ば常に有効です。
• -enable_efa_gdr (p. 385)そ
し
てenable_efa_gdr (p. 421)設
定オプションは効果がありませ
ん。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbookそし
てaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージ GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
3.0.1 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
3.0.1 をリリースしました。

クラスター構成移行ツール
• お客様はクラスタ構成をから
移行できるようになりまし
たAWS ParallelClusterバー
ジョン 2 形式を YAML ベー
スにAWS ParallelCluster
バージョン 3 のフォー
マット 詳細については、
「pcluster3-configconverter (p. 145)」を参照
してください。
ヘッドノードを停止できます
• コンピューティングフリート
を停止した後、ヘッドノードを
停止し、後で Amazon EC2 コ
ンソールまたは stop-instances
AWS CLI コマンドを使用して
再起動することができます。
~/.aws/config ファイルから
読み込まれるデフォルトのリー
ジョン
• pcluster (p. 115) コマンドで
は、コンフィグレーションファ
イル、環境、またはコマンドラ
インでリージョンが指定されて
いない場合、~/.aws/config
ファイルの [default] セク
ションの region 設定で指定
されたデフォルトのリージョン
が使用されます。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbookそし
てaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
3.0.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
3.0.0 をリリースしました。

Amazon API Gateway によるク
ラスター管理のサポート
• お客様は、Amazon API
Gateway を使用して、HTTP
エンドポイントを通じてクラス
ターを管理およびデプロイでき
るようになりました。これによ
り、スクリプトやイベントドリ
ブンのワークフローに新たな可
能性が生まれます。
AWS ParallelCluster のコマ
ンドラインインターフェース
(CLI) も、この API との互換性
のために再設計され、新しい
JSON 出力オプションが追加さ
れました。この新機能により、
お客様は同様のビルディングブ
ロック機能を CLI でも実装で
きるようになります。
カスタム AMI 作成の改善
• お客様は、EC2 Image Builder
を使用してカスタム AMI を作
成および管理するためのより堅
牢なプロセスを利用できるよう
になりました。カスタム AMI
は、別の AWS ParallelCluster
設定ファイルで管理できるよう
になり、AWS ParallelCluster
コマンドラインインターフェー
スの pcluster buildimage (p. 116) コマンドで作成
できるようになりました。
変更点の詳細について
は、CHANGELOGのファイ
ルaws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbookそし
てaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.11.2 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.11.2 をリリースしました。

2021 年 8 月 27 日

変更点は次の通りです。
• EFA がベース AMI にインス
トールされている場合、ブー
トストラップ時に GPUDirect
RDMA (GDR) を有効にして
EFA をインストールしないで
ください。
• AWS ParallelCluster がイン
ストールした NVIDIA ドライ
バのバージョンと同期してい
る nvidia-fabricmanager
パッケージのバージョンをロッ
クします。
• Slurm: ノードの起動中にクラ
スターを停止して再起動した場
合に発生する問題を修正しまし
た。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.13.0 に更
新しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.9 (変更なし)
• EFA プロファイル: efaprofile-1.5-1 (変更なし)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.13.0 (変更なし)
• RDMA コア: rdmacore-35.0amzn (rdmacore-32.1amzn から)
• Libfabric:
libfabric-1.13.0amzn1.0
(libfabric-1.11.2amzn1.1
から)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.1-2 (変更なし)
• EFA パッケージがプリインス
トールされたカスタム AMI を
使用する場合、ノードのブート
ストラップ時に EFA に変更は
加えられません。オリジナル
EFA パッケージのデプロイを
保持しています。
変更点の詳細については、ファ
イルを参照してください。awsparallelClusterそしてawsparallelcluster-cookbookパッケー
ジの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.11.1 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.11.1 をリリースしました。
変更点は次の通りです。
• noatime マウントオプション
を使用してファイルシステム
をマウントすると、ファイルの
読み取り時に最終アクセス時刻
を記録しなくなります。これに
より、リモートファイルシステ
ムのパフォーマンスが向上しま
す。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.12.3 に更
新しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.9 (efaconfig-1.8-1 から)
• EFA プロファイル: efaprofile-1.5-1 (変更なし)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.13.0 (efa-1.12.3
から)
• RDMA コア: rdmacore-32.1amzn (変更なし)
• Libfabric:
libfabric-1.11.2amzn1.1
(変更なし)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.1-2 (変更なし)
• スケジューラに AWS Batch
を使用している場合に、
ヘッドノードへの awsparallelcluster パッケー
ジのインストールを再試行しま
す。
• 31 個以上の vCPU を持つイン
スタンスタイプで SGE を構築
する場合、障害が発生しないよ
うになりました。
• Amazonのバージョン
1.247347.6に固定されてい
ます CloudWatch バージョン
1.247348.0 で見られる問題を
回避するエージェント。
変更点の詳細については、ファ
イルを参照してください。awsparallelClusterそしてawsparallelcluster-cookbookパッケー
ジの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.11.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.11.0 をリリースしました。

2021 年 7 月 1 日

変更点は次の通りです。
• Ubuntu 20.04 (ubuntu2004)
のサポートを追加し、Ubuntu
16.04 (ubuntu1604) およ
び Amazon Linux (alinux)
のサポートを削除しま
した。Amazon Linux 2
(alinux2) は引き続き
完全にサポートされてい
ます。詳細については、
「base_os (p. 378)」を参照し
てください。
• Python 3.6 以下のバージョン
のサポートを終了しました。
• デフォルトのルートボ
リュームのサイズが 35 ギ
ビバイト (GiB) に変更さ
れました。詳細について
は、compute_root_volume_size (p. 381)
および
master_root_volume_size (p. 389)
を参照してください。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.12.2 に更
新しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.8-1 (efaconfig-1.7 から)
• EFA プロファイル:efaprofile-1.5-1 (efaprofile-1.4 から)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.12.3 (efa-1.10.2
から)
• RDMA コア: rdmacore-32.1amzn (rdmacore-31.2amzn から)
• Libfabric:
libfabric-1.11.2amzn1.1
(libfabric-1.11.1amzn1.0
から)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.1-2
(openmpi40-aws-4.1.0
から)
• Slurm をバージョン 20.02.7
から 20.11.7 にアップグレー
ドしました。
• centos7 と centos8 に
SSM Agent をインストー
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ルします (SSM Agent は
alinux2、ubuntu1804、ubuntu2004
にプリインストールされていま
す)
• SGE: qstat でのホスト名フィ
ルターには、必ずショートネー
ムを使用してください。
• インスタンスのメタデータを
取得するには、インスタンスメ
タデータサービスのバージョ
ン 1 (IMDSv1) ではなく、イ
ンスタンスメタデータサービ
スのバージョン 2 (IMDSv2)
を使用してください。詳
細については、「Amazon
EC2 User Guide for Linux
Instances」(Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イド) の「Instance metadata
and user data」(インスタンス
メタデータとユーザーデータ)
を参照してください。
• NVIDIA ドライバーをバー
ジョン 450.80.02 から
460.73.01 にアップグレード
します。
• CUDA ライブラリをバージョ
ン 11.3.0 から 11.0 にアッ
プグレードします。
• NVIDIA ファブリック
マネージャを nvidiafabricmanager-460 にアッ
プグレードします。
• AWS ParallelCluster の
virtualenvs で使われてい
る Python を 3.6.13 から
3.7.10 にアップグレードしま
す。
• Cinc クライアントを
16.13.16 にアップグレード
します。
• のサードパーティーの依存
関係をアップグレードawsparallelcluster-cookbook:
• apt-7.4.0 (apt-7.3.0 か
ら)。
• iptables-8.0.0
(iptables-7.1.0 から)。
• line-4.0.1 (line-2.9.0
から)。
• openssh-2.9.1
(openssh-2.8.1 から)。
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• pyenv-3.4.2
(pyenv-3.1.1 から)。
• selinux-3.1.1
(selinux-2.1.1 から)。
• ulimit-1.1.1
(ulimit-1.0.0 から)。
• yum-6.1.1 (yum-5.1.0 か
ら)。
• yum-epel-4.1.2 (yumepel-3.3.0 から)。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
AWS ParallelCluster バージョン
2.10.4 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.10.4 をリリースしました。
変更点は次の通りです。
• Slurm をバージョン 20.02.4
から 20.02.7 にアップグレー
ドしました。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelClusterパッケー
ジ GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.10.3 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.10.3 をリリースしました。
変更点は次の通りです。
• AWS 中国および AWS
GovCloud (US) リージョン
における Arm-base の AWS
Graviton インスタンス上の
Ubuntu 18.04 および Amazon
Linux 2 のサポートを追加しま
した。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.11.2 に更
新しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.7 (変更なし)
• EFA プロファイル:efaprofile-1.4 (efaprofile-1.3 から)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.10.2 (変更なし)
• RDMA コア: rdmacore-31.2amzn (変更なし)
• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
(変更なし)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.0 (変更なし)
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelClusterパッケー
ジ GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.10.2 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.10.2 をリリースしました。

2021 年 3 月 2 日

変更点は次の通りです。
• Amazon EC2 を呼び出した
ときに、クラスターターゲッ
ト AMI を使用するためのクラ
スター設定検証を改善しまし
たRunInstancesでの API オペ
レーション--dry-runモード
• AWS ParallelCluster の仮想環
境で使用している Python の
バージョンを 3.6.13 に更新し
ます。
• Arm インスタンスタイプの
sanity_check (p. 374) を修
正しました。
• Slurm スケジューラまたは
Arm インスタンスタイプで
centos8 を使用する場合の
enable_efa を修正しまし
た。
• apt update を非対話型モー
ド (-y) で実行します。
• alinux2 と centos8 で
encrypted_ephemeral (p. 386)
= true を固定します。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelClusterパッケー
ジ GitHub。
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AWS ParallelCluster はバージョ
ン 2.10.1 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.10.1 をリリースしました。

2020 年 12 月 22 日

変更点は次の通りです。
• アフリカ (ケープタウン) (afsouth-1)、ヨーロッパ (ミラ
ノ) (me-south-1)、中東 (バー
レーン) (me-south-1) リー
ジョンのサポートを追加しまし
た。起動時は、以下のようにサ
ポートが制限されています。
• FSx for Lustre と Arm-based
の Graviton インスタンス
は、これらのリージョンのい
ずれにも対応していません。
• AWS Batch はアフリカ (ケー
プタウン) ではサポートされ
ていません。
• Amazon EBS io2 および
gp3 ボリュームタイプは、
アフリカ (ケープタウン) お
よびヨーロッパ (ミラノ) 地
域ではサポートされていませ
ん。
• Amazon EBS io2 および gp3
ボリュームタイプのサポー
トを追加しました。詳細に
ついては、[ebs] セクショ
ン (p. 402)および [raid] セク
ション (p. 422)を参照してくだ
さい。
• alinux2、ubuntu1804、ubuntu2004
が動作する Arm-based の
Graviton2 インスタンスで
Elastic Fabric Adapter (p. 347)
のサポートを追加しました。詳
細については、「Elastic Fabric
Adapter (p. 347)」を参照して
ください。
• Arm パフォーマンスライブ
ラリ 20.2.1 を Arm の AMI
(alinux2、centos8、ubuntu1804)
にインストールします。詳細に
ついては、「Arm パフォーマ
ンスライブラリ (p. 350)」を参
照してください。
• インテル MPI (p. 348) はバー
ジョン 2019 アップデート
8 に更新されました (バー
ジョン 2019 アップデート
7 から更新)。詳細について
は、「Intel® MPI Library 2019
Update 8」(インテル MPI ライ
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ブラリー 2019 アップデート 8)
を参照してください。
• AWS Batch の Docker
エントリポイントから
AWS CloudFormation
DescribeStacks API オ
ペレーションコールを削除
し、AWS CloudFormation によ
るスロットリングに起因する
ジョブの失敗を解消しました。
• クラスター構成を検証
する際の Amazon EC2
DescribeInstanceTypes
API オペレーションコールの呼
び出しを改善しました。
• Amazon Linux 2 の Docker イ
メージは、awsbatch スケ
ジューラの Docker イメージを
構築する際に、Amazon ECR
Public から引き出されます。
• デフォルトのインスタンスタ
イプが、ハードコードされ
た t2.micro インスタンス
タイプから、リージョンの
無料利用枠のインスタンスタ
イプに変更されました (リー
ジョンによって t2.micro
または t3.micro)。無料利
用枠を持たないリージョンで
は、t3.micro インスタンス
タイプがデフォルトとなりま
す。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.11.1 に更
新しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.7 (efaconfig-1.5 から)
• EFA プロファイル:efaprofile-1.3 (efaprofile-1.1 から)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.10.2 (変更なし)
• RDMA コア: rdmacore-31.2amzn (rdmacore-31.amzn0 から)
• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
(libfabric-1.10.1amzn1.1
から)
• Open MPI: openmpi40aws-4.1.0 (openmpi40aws-4.0.5 から)
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• vpc_settings (p. 397)、vpc_id (p. 429)、master_subnet_id (p. 428)
の各パラメータが必要になりま
した。
• ヘッドノードの nfsd デーモ
ンは、最低でも 8 スレッドを
使用するように設定されまし
た。8 つ以上のコアがある場合
は、コアの数だけスレッドを使
用します。ubuntu1604 を使
用した場合、設定はノードの再
起動後にのみ変更されます。
• NICE DCV (p. 351) が NICE
DCV 2020.2-9662 に更新
されました。詳細について
は、「NICE DCV Administrator
Guide」 (NICE DCV 管理者ガ
イド) の「DCV 2020.2-9662
— December 04, 2020」(DCV
2020.2-9662 — 2020 年 8 月
24 日リリースノート) を参照し
てください。
• AWS ParallelCluster のインテ
ル MPI および HPC のパッケー
ジは、Amazon S3 から取得
しています。インテルの yum
repos からは引き出されなくな
りました。
• 公式 AWS ParallelCluster AMI
の作成時に、すべてのオペレー
ティングシステムでデフォル
トの systemd ランレベルを
multi-user.target に変更
しました。DCV が有効な場合
のみ、ヘッドノードのランレベ
ルが graphical.target に
設定されます。これにより、グ
ラフィカルなサービス (x/gdm
など) が必要のないときに実行
されるのを防ぐことができま
す。
• ヘッドノードの
p4d.24xlarge インスタンス
のサポートを有効にします。
• Amazon Route 53 で Slurm
ノードを登録する際の最大再試
行回数を増やします。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.10.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.10.0 をリリースしました。

2020 年 11 月 18 日

変更点は次の通りです。
• のサポートの追加CentOS全
部で8つAWS リージョン(外の
AWS中国AWS GovCloud (US)
リージョン)。CentOS 6 のサ
ポートを削除しました。
• コンピューティングノードの
p4d.24xlarge インスタンス
のサポートを追加しました。
• 新しい
enable_efa_gdr (p. 385) 設
定を使用することにより、EFA
での NVIDIA GPUDirect RDMA
のサポートを追加しました。
• Amazon FSx for Lustre 機能の
サポートを追加しました。
• Amazon FSx for Lustre
ファイルシステム
で、auto_import_policy (p. 411)
設定を使用してプリファレン
スをインポートするように設
定します。
• storage_type (p. 418)
および
drive_cache_type (p. 414)
設定を使用した HDD ベー
スの Amazon FSx for Lustre
ファイルシステムのサポート
を追加しました。
• アマゾンを追加しました
CloudWatch ヘッドノードのメ
トリクスを含むダッシュボー
ドで、クラスターログに簡単に
アクセスできます。詳細につい
ては、「アマゾン CloudWatch
ダッシュボード (p. 345)」を参
照してください。
• cluster_resource_bucket (p. 379)
設定を使用して、クラスター構
成情報を保存するため、既存の
Amazon S3 バケットを使用で
きるようになりました。
• pcluster
createami (p. 360) コマンド
を強化しました。
• AMI のビルド時にポスト
インストールスクリプトを
使用するための --postinstall パラメータを追加
しました。
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• 異なるバージョンの AWS
ParallelCluster で作成された
ベース AMI を使用した場合
に失敗する検証ステップを追
加しました。
• 選択したオペレーティングシ
ステムがベース AMI のオペ
レーティングシステムと異な
る場合に失敗する検証ステッ
プを追加しました。
• AWS ParallelCluster ベース
の AMI の使用に対応しまし
た。
• pcluster update (p. 370) コ
マンドを強化しました。
• アップデート時に
tags (p. 396) の設定を変更
できるようになりました。
• アップデートの際、コン
ピューティングフリートを停
止することなくキューのサイ
ズを変更できるようになりま
した。
• slurm_resume スクリプト
の all_or_nothing_batch
設定パラメータを追加しまし
た。True、slurm_resume
の場合、Slurm で保留されて
いるすべてのジョブに必要
なすべてのインスタンスが利
用可能である場合にのみ成功
します。詳細については、次
を参照してください。のご紹
介all_or_nothing_batch打
ち上げる()AWS
ParallelClusterWiki GitHub。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.10.1 に更
新しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.5 (efaconfig-1.4 から)
• EFA プロファイル:efaprofile-1.1 (efaprofile-1.0.0 から)
• EFA カーネルモジュール:
efa-1.10.2 (efa-1.6.0
から)
• RDMA コア: rdmacore-31.amzn0 (rdmacore-28.amzn0 から)
• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
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(libfabric-1.10.1amzn1.1
から)
• Open MPI: openmpi40aws-4.0.5 (openmpi40aws-4.0.3 から)
• AWS GovCloud (US) リー
ジョンで、NICE DCV と AWS
Batch のサポートを有効にす
る。
• AWS 中国リージョン
で、Amazon FSx for Lustre の
サポートを有効にします。
• NVIDIA ドライバをバージョン
450.51.05 から 450.80.02 に
アップグレードします。
• NVIDIA Fabric Manager をイ
ンストールして、サポートさ
れているプラットフォームで
NVIDIA NVSwitch を有効にし
ます。
• デフォルトの us-east-1 リー
ジョンを削除しました。デフォ
ルトでは、この検索順序を使用
します。
• -r または --region の引数
で指定されたリージョン。
• AWS_DEFAULT_REGION 環
境変数
• AWS ParallelCluster 設
定ファイルの [aws]
セクション (p. 375)の
aws_region_name
設定 (デフォルトは
~/.parallelcluster/
config)。
• AWS CLI 設定ファイルの
[default] セクションの
region 設定 (デフォルトは
~/aws/config)。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.9.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.9.0 をリリースしました。
変更点は次の通りです。
• Slurm Workload Manager と併
用することで、コンピューティ
ングフリートに複数のキューと
複数のインスタンスタイプのサ
ポートを追加しました。キュー
を使用する場合、Slurm では
Auto Scaling グループが使用
されなくなります。Amazon
Route 53 のホストゾーンが
クラスターとともに作成さ
れ、Slurm スケジューラが使用
されているときにコンピュー
ティングノードの DNS 解決
に使用されるようになりまし
た。詳細については、「マルチ
キューモード (p. 330)」を参照
してください。
• Arm-based の AWS Gravitonbased のインスタンスにおけ
る NICE DCV (p. 351) のサ
ポートを追加しました。
• 起動テンプレートで CPU オプ
ションをサポートしていない
インスタンスタイプ (*.metal
インスタンスタイプなど) で、
ハイパースレッディングを無効
にする機能を追加しました。
• ヘッドノードから共有される
ファイルシステムの NFS 4 へ
のサポートを追加しました。
• 多数のノードがクラス
ターに参加した際の AWS
CloudFormation によるスロッ
トリングを回避するため、コン
ピューティングノードのブート
ストラップ時の cfn-init への依
存を削除しました。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.9.5 に更新
しました。
• EFA 設定: efaconfig-1.4 (efaconfig-1.3 から)
• EFA のプロファイル: efaprofile-1.0.0 (新規)
• カーネルモジュール:
efa-1.6.0 (変更なし)
• RDMA コア: rdmacore-28.amzn0 (変更なし)
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• Libfabric:
libfabric-1.10.1amzn1.1
(変更なし)
• Open MPI: openmpi40aws-4.0.3 (変更なし)
• Slurm をバージョン 19.05.5
から 20.02.4 にアップグレー
ドしました。
• NICE DCV (p. 351) が NICE
DCV 2020.1-9012 に更新
されました。詳細について
は、「NICE DCV Administrator
Guide」(NICE DCV 管理者ガ
イド) の「DCV 2020.1-9012
— August 24, 2020 Release
Notes」(DCV 2020.1-9012 —
2020 年 8 月 24 日リリース
ノート) を参照してください。
• 共有 NFS ドライブをマウント
する際には、ホスト名ではなく
ヘッドノードのプライベート
IP アドレスを使用します。
• 新しいログストリー
ムをに追加しました
CloudWatch ログ:chefclient,clustermgtd,computemgtd,slurm_resume、
およびslurm_suspend。
• インストール前およびイン
ストール後のスクリプトで、
キュー名のサポートを追加しま
した。
• AWS GovCloud (US) リージョ
ンでは、Amazon DynamoDB
のオンデマンド課金オプショ
ンを使用します。詳細につい
ては、「Amazon DynamoDB
Developer Guide」(Amazon
DynamoDB デベロッパー
ガイド) の「On-Demand
Mode」(オンデマンドモード)
を参照してください。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.8.1 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.8.1 をリリースしました。
変更点は次の通りです。
• NICE DCV セッションの画面
ロックを無効にして、ユーザー
がロックアウトされるのを防ぎ
ます。
• Arm-based AWS Gravitonbased のインスタンスタイ
プを含む場合の pcluster
configure (p. 358) を修正し
ます。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.8.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.8.0 をリリースしました。

2020 年 7 月 23 日

変更点は次の通りです。
• Arm-based の AWS Gravitonbased のインスタンス (A1 や
C6g など) のサポートを追加し
ました。
• Amazon FSx for Lustre の
自動デイリーバックアッ
プ機能のサポートを追加し
ました。詳細については、
「automatic_backup_retention_days (p. 412)」、
「copy_tags_to_backups (p. 412)」、
「daily_automatic_backup_start_time (p. 413)」、
および
「fsx_backup_id (p. 415)」
を参照してください。
• pcluster
createami (p. 360) から
Berkshelf への依存を削除しま
した。
• pcluster update (p. 370) の
堅牢性とユーザーエクスペリ
エンスを向上させました。詳
細については、「pcluster
update を使用する (p. 352)」
を参照してください。
• Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.9.4 に更新
しました。
• カーネルモジュール:
efa-1.6.0 (efa-1.5.1 か
ら更新)
• RDMA コア: rdmacore-28.amzn0 (rdmacore-25.0 から更新)
• Libfabric:
libfabric-1.10.1amzn1.1
(libfabricaws-1.9.0amzn1.1 から更
新)
• Open MPI: openmpi40aws-4.0.3 (変更なし)
• NVIDIA ドライバを、CentOS
6 では Tesla バージョン
440.95.01 に、その他のディス
トリビューションではバージョ
ン 450.51.05 にアップグレード
します。
• CentOS 6 以外のディストリ
ビューションでは、CUDA ラ
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イブラリをバージョン 11.0 に
アップグレードします。
変更点の詳細については、
ファイルを参照してくださ
い。aws-parallelCluster,awsparallelcluster-cookbook、およ
びaws-parallelcluster-nodeパッ
ケージの数 GitHub。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.7.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.7.0 をリリースしました。
変更点は次の通りです。
• base_os (p. 378) は必須パラ
メータになりました。
• scheduler (p. 395) は必須パ
ラメータになりました。
• NICE DCV (p. 351) が NICE
DCV 2020.0 に更新されまし
た。詳細については、「NICE
DCV releases version 2020.0
with surround sound 7.1 and
stylus support」(NICE DCV の
サラウンドサウンド 7.1 とスタ
イラスをサポートするバージョ
ン 2020.0 のリリース) を参照
してください。
インテル MPI (p. 348) はバー
ジョン 2019 アップデート
7 に更新されました (バー
ジョン 2019 アップデート
6 から更新)。詳細について
は、「Intel® MPI Library 2019
Update 7」(インテル MPI ライ
ブラリ 2019 アップデート 7)
を参照してください。
Elastic Fabric Adapter (p. 347)
インストーラーを 1.8.4 に更新
しました。
• カーネルモジュール:
efa-1.5.1 (変更なし)
• RDMA コア: rdmacore-25.0 (変更なし)
• Libfabric: libfabricaws-1.9.0amzn1.1 (変更
なし)
• Open MPI: openmpi40aws-4.0.3 (openmpi40aws-4.0.2 から更新)
• CentOS 7 AMI をバージョン
7.8-2003 にアップグレード
(7.7-1908 から更新)。詳細につ
いては、次を参照してくださ
い。CentOS-7 (2003) リリース
ノート。
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AWS ParallelCluster バージョン
2.6.1 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.6.1 をリリースしました。

2020 年 4 月 17 日

変更点は次の通りです。
• 削除済みcfn-init-cmdそ
してcfn-wireAmazon に
保存されているログから
CloudWatch ログ。詳細につ
いては、「Amazon との統合
CloudWatch ログ (p. 345)」を
参照してください。
AWS ParallelCluster バージョン
2.6.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.6.0 をリリースしました。

2020 年 2 月 27 日

変更点は次の通りです。
• Amazon Linux 2 のサポートを
追加しました。
• 今アマゾン CloudWatch ログ
は、クラスターとスケジューラ
のログの収集に使用されます。
詳細については、「Amazon
との統合 CloudWatch ロ
グ (p. 345)」を参照してくださ
い。
• 新しい Amazon FSx for Lustre
のデプロイタイプ SCRATCH_2
および PERSISTENT_1
のサポートを追加しまし
た。Ubuntu 18.04 および
Ubuntu 16.04 の FSx for Lustre
をサポートしました。詳細につ
いては、「fsx」 (p. 410)を参照
してください。
• Ubuntu 18.04 での NICE DCV
のサポートを追加しました。
詳細については、「NICE DCV
を経由してヘッドノードに接続
します。 (p. 351)」を参照して
ください。
AWS ParallelClusterバージョン
2.5.1 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.5.1 をリリースしました。

2019 年 12 月 13 日

AWS ParallelCluster バージョン
2.5.0 をリリースしました

AWS ParallelCluster バージョン
2.5.0 をリリースしました。

2019 年 11 月 18 日

AWS ParallelCluster ではインテ
ル MPI のサポートが導入されて
います。

AWS ParallelCluster バージョ
ン 2.4.1 では インテル MPI のサ
ポートが導入されています。

2019 年 7 月 29 日

AWS ParallelClusterEFA のサ
ポートを導入

AWS ParallelCluster バージョン
2019 年 6 月 11 日
2.4.0 では Elastic Fabric Adapter
(EFA) デバイスのサポートが導入
されています。
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AWS ドキュメントサイト
でリリースされた AWS
ParallelCluster ドキュメン
ト (p. 486)

AWS ParallelCluster ドキュメン
トは、10 の言語で、HTML 形式
と PDF 形式の両方で入手できる
ようになりました。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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