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料金

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で、AWS クラウ
ド でのハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) クラスターのデプロイと管理に役立ちます。必要
なコンピュートリソース、スケジューラー、共有ファイルシステムを自動的にセットアップします。AWS 
ParallelClusterAWS BatchSlurmおよびスケジューラと共に使用できます。

を使用するとAWS ParallelCluster、概念実証と本番環境の HPC コンピューティング環境を迅速に構築し
てデプロイできます。また、DNAシーケンシングの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AWS ParallelCluster、高度なワークフローをその上に構築して展開することもできます。

料金
AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。
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AWS ParallelCluster のセットアップ

AWS ParallelCluster バージョン 3
AWS ParallelClusterバージョン 3.1.1 以降では、Active Directory ドメインを使用するようにクラスターを
構成できます。この Active Directory ドメインは、AWS Directory Serviceいずれかの製品によって管理さ
れています。この構成を設定すると、複数のユーザー間でクラスターを共有してコラボレーションを簡素
化できると同時に、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
数ユーザーアクセス (p. 21)」を参照してください。

AWS ParallelCluster次の方法でにアクセスできます。

• AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) (p. 4)。
• AWS ParallelCluster API (p. 248)
• AWS ParallelClusterUI (p. 8) (リリース 3.5.0 で追加)

AWS ParallelCluster現在の3つのバージョン:3.5.1。

トピック
• AWS ParallelCluster のセットアップ (p. 2)
• AWS ParallelCluster を使用する (p. 39)
• AWS ParallelCluster のリファレンス (p. 143)
• AWS ParallelCluster の仕組み (p. 305)
• チュートリアル (p. 311)
• AWS ParallelCluster のトラブルシューティング (p. 362)

AWS ParallelCluster のセットアップ
AWS アカウント のセットアップ
AWS使用するアカウントを設定しますAWS ParallelCluster。

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ

2
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キーペアを作成する

キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

キーペアを作成する
クラスターをデプロイするには、EC2AWS ParallelCluster インスタンスを起動してクラスターヘッドノー
ドとコンピュートノードを作成します。ジョブの実行や監視、ユーザーの管理などのクラスタータスクを
実行するには、クラスターヘッドノードにアクセスできる必要があります。SSH を使用してヘッドノード
インスタンスにアクセスできることを確認するには、EC2 key pair を使用する必要があります。key pair 
作成方法については、『Linux インスタンス用 Amazon コンピューティングクラウドユーザーガイド』の
「key pair 作成」を参照してください。

トピック
• AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) のインストール (p. 4)
• インストール後に実行する手順 (p. 7)
• AWS ParallelClusterUI のインストール (p. 8)
• AWS ParallelCluster の開始方法 (p. 14)
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• クラスターへの複数ユーザーアクセス (p. 21)
• ベストプラクティス (p. 28)
• AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移動 (p. 31)
• AWS ParallelCluster バージョン 3 のサポート対象リージョン (p. 38)

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス 
(CLI) のインストール
AWS ParallelClusterは Python パッケージとして配信され、Pythonpip パッケージマネージャを使用し
てインストールされます。Python パッケージのインストール方法については、『Python Packaging ユー
ザーガイド』の「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

• 仮想環境への AWS ParallelCluster のインストール (推奨) (p. 4)
• pip を使用して非仮想環境に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 5)
• AWS ParallelClusterスタンドアロンアプリケーションとしてインストール (p. 6)

最新の CLI のバージョン番号は、のリリースページで確認できます GitHub。このガイドのコマンド例で
は、Python バージョン 3.6。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

AWS ParallelCluster2 とAWS ParallelCluster 3 の両方を使用するお客様で、両方のパッケージの CLI を管
理したい場合は、AWS ParallelCluster 2 とAWS ParallelCluster 3 を別々の仮想環境にインストールするこ
とをお勧めします (p. 4)。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 ParallelClusterPython には Python にはには Python バージョンバージョン。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. virtualenvインストールされていない場合は、virtualenvpip3を使用してインストールしま
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。

$ 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
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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

3. 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. Node Version Manager と最新の長期Support (LTS) Node.js バージョンをインストールします。 AWS 
Cloud Development Kit (AWS CDK)(AWSCDK) CloudFormation のテンプレート生成には Node.js が必
要です。

Note

Node.js のインストールがご使用のプラットフォームで動作しない場合は、最新の LTS バー
ジョンより前の LTS バージョンをインストールできます。詳細については、Node.js のリ
リーススケジュールとAWS CDK の前提条件を参照してください。
Node.js インストールコマンドの例:

$  nvm install --lts=Gallium

$ 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

6. 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": "3.5.1"
}

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. 5)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 ParallelClusterPython には Python にはには Python バージョンバージョン。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。
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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

--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。

2. Node Version Manager と最新の長期Support (LTS) Node.js バージョンをインストールします。 AWS 
Cloud Development Kit (AWS CDK)(AWSCDK) CloudFormation のテンプレート生成には Node.js が必
要です。

Note

Node.js のインストールがご使用のプラットフォームで動作しない場合は、最新の LTS バー
ジョンより前の LTS バージョンをインストールできます。詳細については、Node.js のリ
リーススケジュールとAWS CDK の前提条件を参照してください。

$  nvm install --lts=Gallium

$ 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

3. 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": "3.5.1"
}

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

AWS ParallelClusterスタンドアロンアプリケーションとしてイン
ストール
AWS ParallelClusterご使用の環境にスタンドアロンアプリケーションとしてインストールします。AWS 
ParallelCluster次のセクションにある使用可能な OS へのインストール手順に従ってください。

前提条件

• 使用可能なバージョンのインストーラーと互換性のあるオペレーティングシステムを備えた環境。

Linux

Linux x86 (64-bit)

AWS ParallelClusterご自分の環境にインストールします。

1. 最新の pcluster インストーラをダウンロードします。
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2. インストーラーバンドルを解凍し、AWS ParallelCluster次のコマンドを使用してインストールしま
す。

$ unzip pcluster-installer-bundle-3.5.1.36-node-v16.19.0-Linux_x86_64-signed.zip
$ cd pcluster-installer-bundle-3.5.1.36-node-v16.19.0-Linux_x86_64-signed
$ chmod +x install_pcluster.sh

3. 次のインストールスクリプトを実行します。

$ bash install-pcluster.sh

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
{ 
    "version": "3.5.1"
}

pclusterインストールエラーのトラブルシューティングティングティング

• ステップ 4AWS ParallelCluster でバージョンが返されない場合は、次の例に示すよう
に、sourceターミナルまたはを再起動して、PATH新しいバイナリディレクトリを含むように変数
を更新します。bash_profile

$ source ~/.bash_profile

• pclusterインストール環境を使用して、S3 URI ではなく HTTPSCustomActions リソースとし
て指定されているクラスターを作成すると、WARNINGこれらのリソースが検証されていない可能性
があることを示すメッセージ ([SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]) が表示されることがあり
ます。これは既知の問題が原因です。指定されたリソースの信頼性が信頼できる場合は、この警告
を無視してかまいません。

以前のインストーラーバンドルのバージョン

• なし

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. 174)
を実行します。

$ pcluster version
{
"version": "3.5.1"
}

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の最新バージョンの詳細については、
「AWS ParallelClusterリリースノート」を参照してください。

$ pip3 install aws-parallelcluster --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。
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$ 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。

AWS ParallelClusterUI のインストール
AWS ParallelClusterUI は、AWS ParallelClusterpcluster CLI と同様の Web ベースのユーザーインター
フェイスで、コンソールのようなエクスペリエンスを提供します。AWS ParallelClusterUI は、にインス
トールしてアクセスしますAWS アカウント。これを実行すると、AWS ParallelCluster UI はの Amazon 
API Gateway でホストされているAWS ParallelCluster API のインスタンスにアクセスしますAWS アカウ
ント。AWS ParallelClusterUI の詳細については、を参照してくださいAWS ParallelClusterUI (p. 39)。

前提条件:

• AWS アカウント
• へのアクセスAWS Management Console

トピック
• AWS ParallelClusterUI のインストール (p. 8)
• カスタムドメイン名を作成する (p. 10)
• Amazon Cognito ユーザープールのユーザープールのオプション (p. 11)
• AWS ParallelClusterとAWS ParallelCluster UI のバージョンを確認する (p. 13)
• AWS ParallelClusterUIAWS ParallelCluster を新しいバージョンに更新 (p. 13)
• AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)

AWS ParallelClusterUI のインストール
AWS ParallelClusterUI のインスタンスをインストールするには、AWS CloudFormationAWS リージョンク
ラスターを作成する先のクイック作成リンクを選択します。クイック作成 URL をクリックするとスタッ
ク作成ウィザードが開き、クイック作成スタックテンプレートの入力を指定してスタックをデプロイでき
ます。 CloudFormation クイック作成スタックの詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイド
の「スタックのクイック作成リンクの作成」を参照してください。

Note

クラスターの作成と編集、またはイメージのビルドは、AWS ParallelCluster UIAWS 
ParallelCluster のインストールに使用したものと同じバージョンでのみ可能です。

AWS ParallelClusterUI クイック作成リンク (地域別) リンクを作成する

UI クイック作成リンク

us-east-1

us-east-2

us-west-1

us-west-2

eu-west-1

eu-west-2

eu-west-3
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UI クイック作成リンク

eu-central-1

eu-north-1

me-south-1

sa-east-1

ca-central-1

ap-northeast-1

ap-northeast-2

ap-south-1

ap-southeast-1

ap-southeast-2

us-gov-west-1

AWS CloudFormationクイック作成リンクを使用して、ネストされた Amazon Cognito、API 
Gateway、Amazon EC2 Systems Manager スタックを含むAWS ParallelCluster UI スタックをデ
プロイします。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. AWS リージョンこのセクションの冒頭にある表からクイック作成リンクを選択してAWS 

ParallelCluster UI をデプロイします。これにより、 CloudFormation コンソールのスタック作成ウィ
ザードが表示されます。

3. 管理者のメールに有効なメールアドレスを入力してください。

デプロイが正常に完了すると、AWS ParallelCluster UI からこのメールアドレスに仮パスワードが送信
されます。一時パスワードを使用してAWS ParallelCluster UI にアクセスします。一時パスワードを保
存または使用する前にメールを削除した場合は、スタックを削除してAWS ParallelCluster UI を再イン
ストールする必要があります。

4. フォームの残りの部分は空白のままにするか、(オプションの) パラメータに値を入力してAWS 
ParallelCluster UI ビルドをカスタマイズします。

5. 後のステップで使用するために、スタックのメモします。
6. 「機能」に移動します。 CloudFormation 機能に同意します。
7. [作成] を選択します。AWS ParallelClusterAPI とAWS ParallelCluster UI のデプロイが完了するまでに

約 15 分かかります。
8. スタックが作成されると、スタックの詳細が表示されます。
9. デプロイが完了したら、入力したアドレスに送信された管理者の電子メールを開きます。これに

は、AWS ParallelCluster UI にアクセスするために使用する一時的なパスワードが含まれています。
メールを完全に削除し、まだAWS ParallelCluster UI にログインしていない場合は、作成したAWS 
ParallelCluster UI スタックを削除してAWS ParallelCluster UI を再インストールする必要がありま
す。

10. AWS CloudFormationコンソールのスタックのリストで、前のステップでメモしたスタック名へのリ
ンクを選択します。

11. 「スタックの詳細」で「出力」を選択し、「##### URL」という名前のキーのリンクを選択してAWS 
ParallelCluster UI を開きます。######、前のステップでメモした名前です。

12. 仮パスワードを入力します。手順に従って独自のパスワードを作成し、ログインします。
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13. これで、選択したAWS ParallelCluster UIAWS リージョン のホームページが表示されます。
14. AWS ParallelClusterUI の使用を開始するには、を参照してくださいAWS ParallelClusterUI によるク

ラスターの設定と作成 (p. 21)。

カスタムドメイン名を作成する
AWS ParallelClusterUI 用のカスタムドメインを作成する方法について説明します。UI は、お客様の 
Amazon API GatewayAWS アカウント でホストされています。カスタムドメイン名は API Gateway コン
ソールで作成できます。

前提条件:

• あなたは持っていますAWS アカウント.
• アクセスできるAWS ParallelCluster UI インスタンスがあります。
• あなたはドメインを所有しています。
• 基本的なドメインネームシステム (DNS) 設定を変更できます。

ステップ 1: Amazon API Gateway で新しいドメインを作成する

1. でAWS Management Console API Gateway に移動すると、AWS ParallelCluster UI API が一覧表示さ
れます。

2. ナビゲーションペインで、[Custom domain names] を選択します。
3. [作成] を選択します。
4. [ドメインの詳細] に、ドメイン名を入力します。
5. エンドポイント設定で、既存の ACM 証明書を選択するか、[新しい ACM 証明書の作成] を選択しま

す。

(オプション) 証明書の作成

a. ACM コンソールで、「リクエスト」を選択します。
b. [ドメイン名] に、ドメイン名を入力します。
c. 「検証方法」で、検証方法を選択します。

E メール検証を選択すると、ドメインレジストラに登録されている E メールアドレスに E メール
が送信されます。

d. [承認する] を選択して証明書を有効にします。

ステップ 2: API マッピングの設定

1. API Gateway の「カスタムドメイン名」your-domain-nameで、「API マッピングの設定」を選択しま
す。 。

2. [カスタムドメイン名] を選択します。
3. [Add new mapping (新しいマッピングを追加)] を選択します。
4. AWS ParallelClusterUI API、$default ステージを選択し、保存します。
5. 「API Gateway ドメイン名」に、次のステップで使用する値をコピーします。

ステップ 3: DNS の設定

• ドメインを API Gateway ドメインにポイントする DNS CNAME ルールを作成します。ドメイン名の
みを入力します。たとえば、betaやなどのステージは追加しないでくださいprod。abcde12345 を 
API Gateway API ID に置き換え、us-east-2 を API に置き換えてくださいAWS リージョン。
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ルール ソース 送信先

CNAME example.com d-abcde12345 .execute-api。
us-east-2 .amazonaws.com

ステップ 4: Amazon Cognito ユーザープールのユーザープールールールールー
ルールールールールールールールールールール

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Connect コンソール) に移動します。
2. ユーザープールのリンクを選択します。
3. [アプリ統合] を選択します。
4. 「ドメイン」で、「アクション」、「カスタムドメインの作成」を選択します。
5. カスタムドメインを入力し、ACM 証明書を選択します。
6. [カスタムドメインの作成] を選択します。

ステップ 5: API Gateway コールバック URL を設定する

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Connect コンソール) に移動します。
2. Amazon Cognito ユーザープールの [アプリ統合]、[アプリクライアント]、[分析] で、アプリケーショ

ンリンクを選択します。
3. ホステッド UI で、[編集] を選択します。
4. 「許可されたコールバックURL」で、「別のURLを追加」を選択し、次のようなコールバックURLを

入力しますexample.com/login。

ステップ 6: Lambda 関数を設定する

1. Lambda コンソールに移動します。
2. ナビゲーションペインで、[Functions] (関数) を選択します。
3. ParallelClusterUIFunction関数のリストをフィルターして検索し、リンクを選択します。
4. [設定]、[環境変数] を選択します。
5. [編集] を選択します。
6. SITE_URL値には、カスタムドメインを入力します。
7. などのドメインに移動しexample.com、認証してAWS ParallelCluster UI に接続します。

Amazon Cognito ユーザープールのユーザープールのオプション
以下のセクションでは、 CloudFormation クイック作成リンクまたはクイック作成 URL について説明しま
す。クイック作成 URL をクリックするとスタック作成ウィザードが開き、クイック作成スタックテンプ
レートの入力を指定してスタックをデプロイできます。 CloudFormation クイック作成スタックの詳細に
ついては、AWS CloudFormationユーザーガイドの「スタックのクイック作成リンクの作成」を参照して
ください。

複数のAWS ParallelCluster UI インスタンスで使用できる Amazon Cognito ユーザープールを維持するに
は、以下のオプションを検討してください。

• CloudFormation ネストされたスタックから作成された Amazon Cognito ユーザープールにリンクする既
存のAWS ParallelCluster UI インスタンスを使用してください。これは、クイック作成リンクを使用して
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AWS ParallelCluster UI をデプロイし、Amazon Cognito のすべてのパラメータを空白のままにしたとき
に作成されるものです。

• AWS ParallelClusterUI をデプロイする前にデプロイされたスタンドアロンの Amazon Cognito ユー
ザープールを使用してください。次に、すでにデプロイしたスタンドアロンの Amazon Cognito ユー
ザープールにリンクされた新しいAWS ParallelCluster UI インスタンスをデプロイします。これによ
り、Amazon Cognito のデプロイとAWS ParallelCluster UI のデプロイを分離できます。さらに、ネスト
されていないAWS ParallelCluster UI CloudFormation スタックの方が更新が簡単です。

新しいAWS ParallelCluster UI インスタンスで既存の Amazon Cognito ユーザー
プールを使用する

1. CloudFormation コンソールで、複数のAWS ParallelCluster UI インスタンスで使用する Amazon 
Cognito ユーザープールを含むAWS ParallelCluster UI スタックを選択します。

2. Amazon Cognito ユーザープールを作成したネストされたスタックに移動します。
3. [出力] タブを選択します。
4. 次のパラメータの値をコピーします。

• UserPoolId

• UserPoolAuthDomain

• SNSRole

5. クイック作成リンクを使用して新しいAWS ParallelCluster UI インスタンスをデプロイし、External 
AWS ParallelCluster UI Amazon Cognitoコピーした出力をすべてのパラメーターに入力し
ます。これにより、新しいAWS ParallelCluster UI スタックが新しいプールを作成するのを防ぎ、ネ
ストされたスタックから作成された既存の Amazon Cognito ユーザープールにリンクします。同じパ
ラメータ値を持つ新しいAWS ParallelCluster UI インスタンスを後からデプロイし、Amazon Cognito 
ユーザープールにリンクできます。

スタンドアロンの Amazon Cognito ユーザープールを作成する

AWS ParallelClusterUI: Amazon Cognito-リージョンごとのリンクのクイック作成

UI: Amazon Cognito クイック作成リンク

us-east-1

us-east-2

us-west-1

us-west-2

eu-west-1

eu-west-2

eu-west-3

eu-central-1

eu-north-1

me-south-1

sa-east-1
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https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://us-west-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-west-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-west-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://eu-west-3.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-west-3#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-central-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://eu-north-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-north-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://me-south-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=me-south-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://sa-east-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=sa-east-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
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UI: Amazon Cognito クイック作成リンク

ca-central-1

ap-northeast-1

ap-northeast-2

ap-south-1

ap-southeast-1

ap-southeast-2

us-gov-west-1

1. Amazon Cognito専用スタックを起動するには、同じラベルの付いたクイック作成リンクを選択
し、AWS リージョンAWS ParallelClusterそのリンクにUIインスタンスをデプロイします。このセク
ションの冒頭にあるクイック作成リンクを参照してください。

2. スタックの作成が完了したら、Outputs タブを選択し、次のパラメータの値をコピーします。

• UserPoolId
• UserPoolAuthDomain
• SNSRole

3. AWS ParallelClusterAWS ParallelClusterUI クイックスタートリンクを選択し、External AWS 
ParallelCluster UI Amazon Cognitoコピーした値をすべてのパラメータに入力して、新しい 
UI インスタンスをデプロイします。新しいAWS ParallelCluster UI インスタンスはスタンドアロンの 
Amazon Cognito ユーザープールにリンクし、ネストされたスタックや新しいユーザープールは作成
しません。同じパラメータ値を持つ新しいAWS ParallelCluster UI インスタンスを後からデプロイし、
それらをスタンドアロンの Amazon Cognito ユーザープールにリンクできます。

AWS ParallelClusterとAWS ParallelCluster UI のバージョンを確
認する
1. CloudFormation コンソールでAWS ParallelCluster UI スタックを選択します。
2. 「パラメータ」タブを選択します。
3. AWS ParallelClusterバージョンは、Version パラメーターの値です。
4. AWS ParallelClusterUI PublicEcrImageUriバージョンは値の末尾にあります。たとえば、値がの

場合public.ecr.aws/pcui/parallelcluster-ui-awslambda:2023.02、バージョンはで
す2023.02。

AWS ParallelClusterUIAWS ParallelCluster を新しいバージョン
に更新
AWS ParallelClusterUIAWS ParallelCluster を最新バージョンに更新するには、クイック作成リンクを選択
して新しいスタックを起動します (p. 8)。

AWS ParallelClusterUI コスト
AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。次の表は、AWS ParallelCluster UIAWS のサービス が依存するもの
とその無料利用枠の制限を示しています。通常の使用料金は、1 か月あたり 1 ドル未満と推定されます。
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https://ca-central-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ca-central-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-northeast-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-northeast-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-south-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://console.amazonaws-us-gov.com/cloudformation/home?region=us-gov-west-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
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サービス AWS 無料利用枠

Amazon Cognito 月次のアクティブユーザー 50,000 人

Amazon API Gateway 残りの API コール数 100 万回

AWS Lambda 毎月 100 万件の無料リクエストと毎月 400,000 GB 
秒のコンピューティング時間

EC2 Image Builder EC2 を除くコストはかかりません

Amazon Elastic Compute Cloud 15 分の 1 回限りのコンテナーイメージビルド

AWS CloudFormation 5 GB データ (取り込み、アーカイブストレー
ジ、Logs Insights クエリでスキャンされたデータ)

AWS ParallelCluster の開始方法
まず、AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または Web ベースのユーザーイン
ターフェイス (UI) を使用してクラスターを構成および作成します。AWS ParallelClusterUI は、リリース
3.5.0。

トピック
• AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイスによるクラスターの設定と作成 (p. 14)
• AWS ParallelClusterUI によるクラスターの設定と作成 (p. 21)

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイスによるクラ
スターの設定と作成
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。

AWSアカウントにpcluster (p. 144) CLI の実行に必要な権限を含むロールがあることを確認します。
詳細については、「AWS ParallelCluster pclusterユーザーポリシーの例 (p. 42)」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、AWS CLIAWS CLIユーザーガイドの「の設定」
を参照してください。

$ 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には、少なくとも 1 つの Amazon EC2 key pair が必要です。AWS リージョン詳細
については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 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。
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html
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開始方法

スラム

有効なAWS リージョン識別子のリストから、AWS リージョンクラスターを実行する場所を選択しま
す。

Note

AWS リージョン表示されるリストは、お客様のアカウントのパーティションに基づいて
おり、AWS リージョンお客様のアカウントで有効になっているパーティションのみが含
まれます。AWS リージョンアカウントの有効化の詳細については、AWS リージョンの
「管理」を参照してください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。AWS GovCloud (US)アカウントがパーティション内にある場
合は、AWS リージョンそのパーティション内のみが表示されます (gov-us-east-1およ
び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 リージョンサポート対
象の全リストについてはAWS ParallelCluster、を参照してくださいAWS ParallelCluster バー
ジョン 3 のサポート対象リージョン (p. 38)。

Allowed values for AWS ##### 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 ##### ID [ap-northeast-1]: 

key pair は、選択したキーペアに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択されますAWS 
リージョン。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
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande-manage.html
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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。注意: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 では、AWS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追加料金なしで大規
模に実行できます。

• Elastic FElastic Fabric Adapter (EFA) をサポートするインスタンスタイプを選択します。
• EFA (p. 120) を有効にします。
• 既存のプレイスメントグループ名を指定します。空白のままにすると、AWS ParallelCluster自動的

に作成されます。

Compute instance type for compute resource 2 in queue1 [t2.micro]: c5n.18xlarge
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 が適切に設定されていない場合、新しいVPCAWS ParallelCluster を
作成できます。ヘッダーノードとコンピューティングノードの両方を使用するか、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ノード内のヘッダーノードのみを使
用します。が VPCAWS ParallelCluster 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。詳細については、「ネットワークの設
定 (p. 66)」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、ネットワークの設定 (p. 66)追加のネットワーク要件につい
てを参照してください。

1 で許可される VPC 数の上限に達することは可能ですAWS リージョン。デフォルトのクォータ
は、1 つの VPC が 5AWS リージョン。このクォータと増加をリクエストする方法の詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネット」を参照してください。

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
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/efa.html#efa-instance-types
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html#vpc-limits-vpcs-subnets
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
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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。

VPCAWS ParallelCluster を作成することを選択した場合は、後で削除できるように VPC IDAWS CLI 
をメモしておきます。

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

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

AWS Batch

有効なAWS リージョン識別子のリストから、AWS リージョンクラスターを実行する場所を選択しま
す。

Note

AWS リージョン表示されるリストは、お客様のアカウントのパーティションに基づいてお
り。AWS リージョンお客様のアカウントで有効になっているもののみが含まれます。AWS 
リージョンアカウントの有効化の詳細については、AWS リージョンの「管理」を参照して
ください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。AWS GovCloud (US)アカウントがパーティション内にある場合は、AWS リージョン
そのパーティション内のみが表示されます (gov-us-east-1および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 リージョンサポート対象の全リストについては
AWS ParallelCluster、を参照してくださいAWS ParallelCluster バージョン 3 のサポート対象
リージョン (p. 38)。

Allowed values for AWS ##### ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
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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 [us-east-1]:

key pair は、選択したキーペアに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択されますAWS 
リージョン。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

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 Batchスケジューラーにはキューが 1 つしか含まれていません。
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。このクォータと増加をリクエストする方法の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「VPC とサブネット」を参照してください。

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 
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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。

が VPCAWS ParallelCluster 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ようにしてください。

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。

VPCAWS ParallelCluster を作成する場合は、AWS CLIまたはを使用して後で削除できるように VPC 
IDAWS Management Console をメモしておきます。

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

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。
• VPC には、domain-nameに適した DHCP オプションも必要ですAWS リージョン。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. 66)」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。
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$ pcluster create-cluster --cluster-name test-cluster --cluster-configuration cluster-
config.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": "3.5.1", 
    "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

or

$ 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。

$ pcluster delete-cluster --region us-east-1 --cluster-name test-cluster

クラスターを削除したら、ネットワークスタックを削除することで VPC CloudFormation 内のネッ
トワークリソースを削除できます。スタックの名前は「parallelclusternetworking-」で始まり、
「YYYYYYYYYYYYYYYYYYMMDDHHMMSS」のフォーマットで作成時刻が含まれます。list-
stacksコマンドを使用して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"

delete-stackスタックはコマンドを使用して削除できます。

$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \ 
   --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

自動的に作成する VPCpcluster configure (p. 147) は、 CloudFormation ネットワークスタックに
は作成されません。その VPC は、コンソールまたはを使用して手動で削除できますAWS CLI。

$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad
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AWS ParallelClusterUI によるクラスターの設定と作成
AWS ParallelClusterUI は、AWS ParallelClusterpcluster CLI と同様の Web ベースのユーザーインター
フェイスで、コンソールのようなエクスペリエンスを提供します。AWS ParallelClusterUI は、にインス
トールしてアクセスしますAWS アカウント。これを実行すると、AWS ParallelCluster UI はの Amazon 
API Gateway でホストされているAWS ParallelCluster API のインスタンスにアクセスしますAWS アカウ
ント。

このセクションでは、AWS ParallelCluster UI を使用してクラスターを設定および作成する方法について説
明します。

前提条件:

• 実行中のAWS ParallelCluster UI インスタンスへのアクセス。詳細については、「AWS 
ParallelClusterUI のインストール (p. 8)」を参照してください。

クラスターの設定と作成

1. AWS ParallelClusterUI クラスタビューで、[クラスタの作成、ステップバイステップ] を選択します。
2. 「クラスタ、名前」に、クラスタの名前を入力します。
3. クラスターのパブリックサブネットを持つ VPC を選択し、[次へ] を選択します。
4. ヘッドノードで [SSM セッションを追加] を選択し、[次へ] を選択します。
5. 「キュー」、「コンピュートリソース」で、「静的ノード」に「1」を選択します。
6. [インスタンスタイプ] で、選択したデフォルトのインスタンスタイプを削除し、[t2.micro] を選択し、

[次へ] を選択します。
7. 「ストレージ」で、「次へ」を選択します。
8. 「クラスター構成」で、クラスター構成の YAML を確認し、「Dry run」を選択して検証します。
9. [Create] を選択し、検証済みの構成に基づいてクラスターを作成します。
10. 数秒後、AWS ParallelCluster UI が自動的にクラスターに戻り、クラスターの作成ステータスと Stack 

イベントを監視できます。
11. [Details] を選択すると、バージョンやステータスなどのクラスターの詳細が表示されます。
12. インスタンス (Instances) を選択して、EC2 インスタンスのリストとステータスを確認します。
13. [Stack events] を選択すると、クラスタースタックイベントと、AWS Management Console 

CloudFormation クラスターを作成するスタックへのリンクが表示されます。
14. 「詳細」で、クラスターの作成が完了したら、「View YAML」を選択し、クラスター構成の YAML 

ファイルを表示またはダウンロードします。
15. クラスターの作成が完了したら、Shell を選択してクラスターヘッドノードにアクセスします。

Note

シェルを選択すると、Amazon EC2 Systems ManagerAWS ParallelCluster セッションが開
き、/etc/sudoersが追加されます。ssm-user詳細については、Amazon EC2 Systems 
Manager ユーザーガイドの「ssm-userアカウント管理権限を有効または無効にする」を参
照してください。

16. クリーンアップするには、クラスタービューでクラスターを選択し、[アクション]、[クラスターの削
除] を選択します。

クラスターへの複数ユーザーアクセス
1 つのクラスターへの複数のユーザーアクセスを実装して管理する方法を学びます。
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このトピックでは、AWS ParallelClusterユーザー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。例としては、AWS EC2ec2-user インスタンス用があります。

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AWS ParallelCluster現
在利用可能なすべての場所で利用できます。Amazon FSx for Lustre や Amazon Elastic File System な
ど、AWS のサービス他の製品とも連携します。

AWS Directory Service for Microsoft Active Directoryまたは Simple AD を使用してクラスターアクセスを管
理できます。AWS リージョンこれらのサービスの空き状況を必ず確認してください。クラスターをセッ
トアップするには、AWS ParallelCluster DirectoryService (p. 237)構成を指定します。 AWS Directory 
Serviceディレクトリは複数のクラスタに接続できます。これにより、複数の環境にわたる ID を一元管理
し、統一されたログインエクスペリエンスを実現できます。

AWS Directory ServiceAWS ParallelClusterを複数ユーザーアクセスに使用する場合、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、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、ユーザーの 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のデプロイ後に、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。ではAWS Directory Service、AWS Management Consoleまたはの Active Directory ユーザーとコン
ピュータツールを使用してこれを実行できます。このツールには、Active Directory に参加しているすべて
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、Active Directory 管理ツールのインストー
ルを参照してください。

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使用する場合は、AWS 
ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一インスタンスの例 (p. 72)追加の要件について
を参照してください。

トピック
• アクティブディレクトリ (p. 22)
• AD ドメインでクラスターを作成する (p. 22)
• AD ドメインと統合されたクラスターにログインする (p. 25)
• MPI ジョブの (p. 25)
• AWS Managed Microsoft ADLDAP (S) クラスタ構成の例 (p. 25)

アクティブディレクトリ
クラスターを作成する前に、必ず Active Directory (AD) を作成してください。クラスタの Active Directory 
の種類を選択する方法については、『AWS Directory Service管理ガイド』の「どちらを選択するか」を参
照してください。

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、AWS Directory Service for Microsoft Active Directoryまたは Simple AD に固有のドキュメントを参照し
てください。

Note

AWS ParallelClusterすべての Active Directory/home/$user ユーザーディレクトリがディレクト
リにある必要があります。

AD ドメインでクラスターを作成する
Warning

この入門セクションでは、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP)AWS 
ParallelCluster を使用してマネージドアクティブデリバリー (AD) サーバーをセットアップする
方法について説明します。LDAP は安全ではないプロトコルです。実稼働システムでは、AWS 
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Managed Microsoft ADLDAP (S) クラスタ構成の例 (p. 25)次のセクションで説明するように 
TLS 証明書 (LDAPS) の使用を強くお勧めします。

DirectoryServiceクラスター設定ファイルのセクションに関連情報を指定して、クラスターをディレク
トリと統合するように設定します。詳細については、DirectoryService (p. 237)設定のセクションを
参照してください。

以下の例を使用して、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)AWS Managed Microsoft AD を使用し
てクラスターを統合することができます。

LDAPAWS Managed Microsoft AD 経由の構成に必要な具体的な定義:

• ldap_auth_disable_tls_never_use_in_productionパラメータ
は DirectoryService (p. 237)/Trueの下に設定する必要がありま
すAdditionalSssdConfigs (p. 241)。

• DirectoryService (p. 237)/には、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DomainAddr (p. 238)。

• DirectoryService (p. 237)/DomainReadOnlyUser (p. 239)構文は次のようになります。

cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

AWS Managed Microsoft AD設定データを取得してください。

$ aws ds describe-directories --directory-id "d-abcdef01234567890"

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

のクラスタ構成AWS Managed Microsoft AD:

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 
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  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=example,dc=com 
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

Simple AD にこの構成を使用するには、DomainReadOnlyUserDirectoryService次のセクションのプ
ロパティ値を変更してください。

DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:SimpleAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

考慮事項:

• LDAP を単独で使用するのではなく、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. 237)/DomainAddr (p. 238)プロパティの値は、DnsIpAddrsdescribe-
directories出力のリストのエントリと一致します。

• クラスターでは、DirectoryService (p. 237)/DomainAddr (p. 238)が指しているのと同じ
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。ディレクトリ VPC
に推奨されるカスタムの動的ホスト設定プロトコル (DHCP) 設定を使用していて、サブネットが
DirectoryService (p. 237)/DomainAddr (p. 238)アベイラビリティーゾーンにない場合は、アベ
イラビリティーゾーン間のクロストラフィックが発生する可能性があります。マルチユーザーAD統合機
能を使用するには、カスタムDHCP構成を使用する必要はありません。

• DirectoryService (p. 237)/DomainReadOnlyUser (p. 239)プロパティの値は、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。このユーザーはデフォルトでは作成されません。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ないことをお勧めします。

• DirectoryService (p. 237)/PasswordSecretArn (p. 239)プロパティの値
は、DirectoryService (p. 237)/AWS Secrets ManagerDomainReadOnlyUser (p. 239)プロパ
ティに指定したユーザーのパスワードを含むシークレットを指します。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。クラスターを新しいシー
クレット値に更新するには、pcluster update-compute-fleetコマンドでコンピュートフリートを
停止し、クラスターヘッドノード内から次のコマンドを実行する必要があります。

 sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/update_directory_service_password.sh
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別の例については、AAActive Directory の統合 (p. 321)も参照してください。

AD ドメインと統合されたクラスターにログインする
Active Delivery (AD) ドメイン統合機能を有効にした場合、パスワードによる認証はクラスタヘッドノード
で有効になります。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、またはヘッドノードで初めて ADsudo-user ユーザーに切り替えたときに作成されます。

クラスターコンピュートノードではパスワード認証が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 キーはヘッドノードへの最初の SSH ログイン時に AD/
${HOME}/.ssh ユーザーディレクトリに設定されます。この動作は、falseクラスター
設定で DirectoryService (p. 237)/GenerateSshKeysForUsers (p. 240)boolean 
プロパティをに設定することで無効にできます。デフォルトで
は、DirectoryService (p. 237)/GenerateSshKeysForUsers (p. 240)trueはに設定されていま
す。

AWS ParallelClusterアプリケーションがクラスターノード間でパスワードなしのSSHを必要とする場合
は、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、『管理ガイ
ド』の「AWS Managed Microsoft ADAWS Directory Serviceパスワードポリシーの管理」を参照してくだ
さい。パスワードの有効期限が切れた場合は、リセットして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、「ユーザーパスワードと期限切れパスワードをリセットする方法 (p. 391)」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
つ診断情報を提供します。これらのログは、/var/log/sssdクラスターノードのディレクトリ
にあります。デフォルトでは、クラスターの Amazon CloudWatch ロググループにも保存されま
す。
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ティン
グ (p. 389)」を参照してください。

MPI ジョブの
SchedMD で提案されているように、MPISlurm ブートストラップ方法として MPI ジョブをブートスト
ラップします。詳細については、Slurm の公式ドキュメントまたは MPI ライブラリの公式ドキュメントを
参照してください。

たとえば、IntelMPIの公式ドキュメントでは、StarCCMジョブを実行する場合、Slurm環境変
数をエクスポートして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
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 に既知のバグが発生して、ディレクトリのユーザー名が「nobody」になってしまう可
能性があります。
MPISlurm のブートストラップ方法として使用するようにアプリケーションを設定するか、ユー
ザー名解決に関する既知の問題 (p. 394)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。

AWS Managed Microsoft ADLDAP (S) クラスタ構成の例
AWS ParallelClusterライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) または LDAPAWS Directory 
Service over TLS/SSL (LDAPS) と統合することにより、複数のユーザーアクセスをサポートします。
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以下の例は、LDAP (AWS Managed Microsoft ADOpen) と統合するクラスター設定をする方法を示してい
ます。

AWS Managed Microsoft AD証明書検証機能付き LDAPS 経由

この例を使用して、証明書の検証を行って、AWS Managed Microsoft ADクラスタをオーバーLDAPSと統
合できます。

AWS Managed Microsoft AD証明書付きLDAPS構成の具体的な定義：

• DirectoryService (p. 237)証明書の検証を行うLDAPSでは、/をhard (デフォルト)
LdapTlsReqCert (p. 240)に設定する必要があります。

• DirectoryService (p. 237)/認証局 (CA) LdapTlsCaCert (p. 239)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用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 証明書と証明書をクラスタノードにインストールする必要があります。
• DirectoryService (p. 237)/DomainAddr (p. 238)にはコントローラーのホスト名を指定する必要

があります。IP アドレスではありません。
• DirectoryService (p. 237)/DomainReadOnlyUser (p. 239)構文は次のようになります。

cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

AD over LDAPS を使用する場合のクラスター構成ファイルの例:

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 
  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: 
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          Script: s3://aws-parallelcluster-pcluster/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldaps://win-abcdef01234567890.corp.example.com,ldaps://win-
abcdef01234567890.corp.example.com 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  LdapTlsCaCert: /etc/openldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer 
  LdapTlsReqCert: hard

インストール後の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.example.com/bundle/corp.example.com.bundleca.cer"
AD_CERTIFICATE_LOCAL="/etc/openldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer"

AD_HOSTNAME_1="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_1="192.0.2.254"

AD_HOSTNAME_2="win-abcdef01234567890.corp.example.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.example.com
Address:  192.0.2.254

Name:    win-abcdef01234567890.corp.example.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   name = corp.example.com
192.0.2.254.in-addr.arpa   name = win-abcdef01234567890.corp.example.com

AWS Managed Microsoft AD証明書検証なしのLDAPS経由

この例を使用すると、証明書の検証なしに、AWS Managed Microsoft ADクラスタをオーバーLDAPSと統
合できます。
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証明書検証設定なしのAWS Managed Microsoft AD over LDAPS の具体的な定義:

• DirectoryService (p. 237)/LdapTlsReqCert (p. 240)はに設定する必要がありますnever。
• DirectoryService (p. 237)/には、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DomainAddr (p. 238)。
• DirectoryService (p. 237)/DomainReadOnlyUser (p. 239)構文は次のようになります。

cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

証明書の検証なしに LDAPSAWS Managed Microsoft AD 経由で使用するためのクラスター構成ファイルの
例:

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=example,dc=com 
  DomainAddr: ldaps://203.0.113.225,ldaps://192.0.2.254 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  LdapTlsReqCert: never

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、次の特性を考慮し
てください。

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。多数のノードを持つクラスターをスケールアップまたはスケー
ルダウンするには、ヘッドノードに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する場合は、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 のインスタンスタイプを選択する必要があります。ヘッドノードがクラス
ター用の十分な NFS サーバーディレクトリを公開できることと、コンピュートノードとヘッドノード間で
共有する必要があるアーティファクトを処理できることの両方が可能であることを確認します。
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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) アプリケーションにとって、ネットワークのパフォーマン
スは重要です。信頼性の高いネットワークパフォーマンスがなければ、これらのアプリケーションは期待
どおりに動作しません。ネットワークのパフォーマンスを最適化するには、次のベストプラクティスを検
討してください。

• プレイスメントグループ:を使用している場合はSlurm、Slurmクラスタープレイスメントグルー
プを使用するように各キューを設定することを検討してください。クラスターのプレイスメント
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。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「プレイスメン
トグループ」を参照してください。PlacementGroupNetworking (p. 197) (p. 200)キュー
のセクションでを指定できます。各コンピュートリソースはキューのプレイスメントグルー
プに割り当てられます。PlacementGroupNetworking (p. 207) (p. 207)コンピュートリ
ソースのセクションでを指定すると、その特定のコンピュートリソースがそのプレイスメント
グループに割り当てられます。コンピュートリソース配置グループの仕様は、コンピュートリ
ソースのキュー仕様よりも優先されます。詳細については、/PlacementGroup (p. 200)と
SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)/SlurmQueues (p. 194)/ComputeResourcesNetworking (p. 207) (p. 202)/
を参照してくださいPlacementGroup (p. 207)。

Networking: 
  PlacementGroup: 
    Enabled: true 
    Id: your-placement-group-name

または、AWS ParallelClusterプレイスメントグループを作成してもらってください。

Networking: 
  PlacementGroup: 
    Enabled: true

AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降、プレイスメントグループの作成と管理が変更されまし
た。nameキューでまたはなしでプレイスメントグループを有効化するように指定するとId、キュー全体
に対して 1 つの管理対象グループではなく、各コンピュートリソースに独自の管理対象プレイスメント
グループが割り当てられます。これにより、容量不足によるエラーを減らすのに役立ちます。キュー全
体に 1 つのプレイスメントグループが必要な場合は、名前付きのプレイスメントグループを使用できま
す。

SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)/PlacementGroup (p. 200)/の優先代替手段として
SlurmQueues (p. 194)//NetworkingPlacementGroup (p. 200) (p. 197)/Name (p. 200)が追加さ
れましたId (p. 200)。

詳細については、「Networking (p. 197)」を参照してください。
• 拡張ネットワーク: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。

この推奨事項は、現行世代のすべて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 Adapter: 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。SlurmComputeResource (p. 202)使
用するキューはそれぞれ設定できますEfa (p. 205)。で EFA を使用する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. 120)。

ComputeResources: 
  - Name: your-compute-resource-name
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    Efa: 
      Enabled: true

EFA の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Elastic Fabric 
Adapter」を参照してください。

• インスタンス帯域幅:帯域幅はインスタンスのサイズに応じてスケーリングされます。インスタンスタイ
プの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS 最適化イン
スタンス」と「Amazon EBS のボリュームタイプ」を参照してください。

ベストプラクティス:予算アラート
でリソースコストを管理するにはAWS ParallelCluster、AWS Budgetsアクションを使用して予算を作成す
ることをお勧めします。AWS選択したリソースについて、定義済みの予算しきい値アラートを作成するこ
ともできます。詳細については、AWS Budgetsユーザーガイドの「予算アクションの設定」を参照してく
ださい。同様に Amazon CloudWatch を使用して請求アラームを作成することもできます。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:AWS ParallelCluster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
現在、AWS ParallelClusterpcluster各マイナーバージョンはCLIとともに自己完結型です。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、
次のことをお勧めします。

• 個人データは、Amazon EFS や FSx for Lustre など、クラスターの外部で作成された外部ボリュームに
保存します。これにより、future、あるクラスターから別のクラスターにデータを簡単に移動できます。

• 次のタイプを使用して共有ストレージシステムを作成します。これらのシステムは、AWS CLIまたはを
使用して作成できますAWS Management Console。
• SharedStorage (p. 219) / EbsSettings (p. 221) / VolumeId (p. 222)
• SharedStorage (p. 219) / EfsSettings (p. 223) / FileSystemId (p. 225)
• SharedStorage (p. 219) / FsxLustreSettings (p. 226) / FileSystemId (p. 230)

クラスタ構成内のファイルシステムまたはボリュームを既存のファイルシステムまたはボリュームとし
て定義します。これにより、クラスターを削除しても保存され、新しいクラスターに接続できます。

Lustre ファイルシステムには Amazon EFS または FSx を使用することをお勧めします。これらのシス
テムは両方とも、同時に複数のクラスターに接続できます。さらに、既存のクラスターを削除する前
に、これらのシステムのいずれかを新しいクラスターに接続できます。

• カスタム AMI を使用するのではなく、カスタムブートストラップアクションを使用してインスタンスを
カスタマイズします (p. 76)。代わりにカスタム AMI を使用する場合は、新しいバージョンがリリー
スされるたびにその AMI を削除して再作成する必要があります。

• 前述の推奨事項を次の順序で適用することをお勧めします。
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ー構成を更新します。
2. pclusterバージョンを確認し、必要に応じて更新してください。
3. 新しいクラスターを作成してテストします。新しいクラスターをテストするときは、以下をチェック

してください。
• 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ます。

4. 新しいクラスターが完全にテストされて動作し、既存のクラスターが不要になったら、削除します。
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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
AWS ParallelCluster3 では、と Scheduling (p. 189)/SlurmQueues (p. 194)セクションの (バージョ
ン 2pre_install では) とOnNodeStart (AWS ParallelClusterバージョン 2 の) パラメーターを使用し
て、OnNodeConfiguredpost_installAWS ParallelCluster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。HeadNode (p. 178)詳細について
は、「カスタムbootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」を参照してください。

AWS ParallelCluster2 のため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は、AWS 
ParallelCluster 3 で使用するために適応する必要があります。

• /etc/parallelcluster/cfnconfigcfn_node_typeおよびを使用してヘッドノードとコンピュー
トノードを区別することはお勧めしません。代わりに、HeadNode (p. 178)と Scheduling (p. 189)/
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SlurmQueues (p. 194)。

• /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ために引き
続きロードしたい場合は、の値が "" から "MasterServerHeadNode"cfn_node_type に変更されている
ことに注意してください (: を参照包括的言語 (p. 35))。

• AWS 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

/etc/parallelcluster/cfnconfigファイルを介して提供された内部変数の使用は公式には
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。

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 の設定では YAML 構文を使用します。詳細なリファレンスは以下にあります設定
ファイル (p. 175)。

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、AWS ParallelCluster設定の主な変更点と、 side-by-
side の各バージョンにおけるこれらの違いを示す例を例として説明します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
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[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]
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
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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:

...
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の条件が適用されます。

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:

...
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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:

• 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と併用することはできませんec2_iam_role。

• 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。

• 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、InstanceRoleAdditionalIamPoliciesまたはまとめて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:

[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

34



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster 2.x から 3.x へ移動

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 
      - 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では、AWS ParallelCluster 2で「マスター」が使用されていた場所で「ヘッドノー
ド」という言葉が使われています。これには以下が含まれます。

• AWS Batchジョブ環境でエクスポートされた変数が、MASTER_IPからに変更されまし
たPCLUSTER_HEAD_NODE_IP。

• AWS CloudFormationMaster*すべての出力がからに変更されましたHeadNode*。
• NodeType Masterすべてのタグがからに変更されましたHeadNode。
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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、awsboutawsbqueues、awsbsubはawsbstat、別
のaws-parallelcluster-awsbatch-cli PyPI パッケージとして配布されます。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。AWS Batchこれらのコマンドは、
クラスターのヘッドノードから引き続き使用できます。ただし、ヘッドノード以外の場所からAWS Batch
コマンドを使用したい場合は、まずaws-parallelcluster-awsbatch-cli PyPI パッケージをインス
トールする必要があります。

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、AWS ParallelCluster CLI コマンド (p. 144)で説明しています。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このコマンドには、AWS ParallelCluster 2 とAWS ParallelCluster 3 のパラメータ
が異なります。詳細については、「pcluster configure (p. 147)」を参照してください。

また、設定ファイルの構文がAWS ParallelCluster 2 から変更されていることにも注意してください。クラ
スター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. 175)。

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. 147) コマ
ンドに変更されました。

-nwオプションを使用しないAWS ParallelCluster 2.x のデフォルトの動作は、クラスター作成イベントを
待つことですが、AWS ParallelCluster 3.x のコマンドはすぐに返すことに注意してください。クラスター
作成の進行状況は、を使用して監視できますpcluster describe-cluster (p. 152)。

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 listAWS ParallelCluster 2.x コマンドを pcluster list-clusters (p. 166) コマンドに
変更する必要があります。

注意: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には、AWS ParallelCluster v2 CLI が
必要ですAWS 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
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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. 4)」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 stopAWS ParallelCluster 2.x のコマンドは、pcluster update-
compute-fleet (p. 173) 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 \ 
    --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 sshAWS 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. 171) を参照してください。

クラスターへの接続:

# AWS ParallelCluster v2
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$ 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 設定を更新する
バージョン 3.0.0 から、ヘッドノードの IMDS (およびインスタンスプロファイルの認証情報)AWS 
ParallelCluster へのアクセスを一部のスーパーユーザーにデフォルトで制限するサポートが導入されまし
た。詳細については、「Imds のプロパティ (p. 188)」を参照してください。

AWS ParallelCluster バージョン 3 のサポート対象
リージョン
AWS ParallelCluster バージョン 3 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

ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1
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リージョン名 リージョン

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 ParallelClusterUI (p. 39)
• AWS Lambdaの VPC 設定AWS ParallelCluster (p. 41)
• AWS Identity and Access ManagementAWS ParallelCluster3.x のパーミッション (p. 41)
• ネットワークの設定 (p. 66)
• カスタムbootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)
• Amazon S3 での使用 (p. 79)
• スポットインスタンスの操作 (p. 80)
• AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ (p. 81)
• 共有ストレージ (p. 108)
• AWS ParallelClusterリソースとタグ付け (p. 114)
• CloudWatch アマゾンダッシュボード (p. 116)
• Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)
• EC2 コンソール出力ログ (p. 119)
• Elastic Fabric Adapter (p. 120)
• Intel MPI を有効にする (p. 121)
• AWS ParallelCluster API (p. 122)
• NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 (p. 128)
• pcluster update-cluster を使用する (p. 129)
• AWS ParallelClusterカスタム AMI (p. 133)
• ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)
• AMI のパッチ適用と EC2 インスタンスの交換 (p. 141)

AWS ParallelClusterUI
AWS ParallelClusterUI は、クラスターを作成、監視、管理するためのダッシュボードとして機能する 
Web ベースのユーザーインターフェイスです。AWS ParallelClusterUI は、にインストールしてアクセス
しますAWS アカウント。AWS ParallelClusterUIAWS ParallelCluster はバージョン 3.5.0 で追加されまし
た。

AWS ParallelClusterUI をインストールして開始するには、「」AWS ParallelClusterUI のインス
トール (p. 8) と「」を参照してくださいAWS ParallelClusterUI によるクラスターの設定と作
成 (p. 21)。
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AWS ParallelClusterUI は次のときは、以下の機能がサポートします。

• 以下の点を考慮します。
• AWS アカウントで作成したクラスターのリストAWS ParallelCluster。
• リストされているクラスターの利用可能なステータスと詳細。
• CloudFormation AWS ParallelClusterモニタリングに使用できるスタックイベントとログ。
• クラスターで実行されているジョブのステータス。
• クラスターを構築する際に使用できる、カスタムイメージをリストします。
• UI がクラスターを作成するために使用する公式イメージのリスト。
• AWS ParallelClusterUI にアクセスできるユーザーのリスト。ユーザーを追加および削除してくださ

い。
• クラスターを作成および編集 (更新) し、サポートされるクラスター機能を選択して追加、編集、 step-

by-step または削除するためのガイダンスを提供します。アクセスできない入力フィールドは、編集中の
クラスター構成では変更できません。クラスターをデプロイする前に、クラスター構成のドライラン検
証を実行することもできます。

• クラスタービューのヘッドノードにアクセスするための直接シェルリンクを備えています。 step-by-
stepガイダンス中に [SSM セッションを追加] を選択し、直接シェルアクセスを追加し、ヘッドノードに
SSM マネージドインスタンスコアポリシーを追加します。

AWS ParallelClusterUI を使用するときは、以下の点を考慮します。

• クラスターの作成と編集、またはイメージのビルドは、AWS ParallelCluster UIAWS ParallelCluster の
作成に使用されたのと同じバージョンでのみ可能です。以前のバージョンのクラスターまたは画像は表
示することしかできません。クラスターとイメージの複数のバージョンを管理する場合は、各バージョ
ンをサポートするAWS ParallelCluster UI インスタンスを作成することをお勧めします。

• AWS ParallelClusterUI はpcluster CLI の機能を反映するように設計されています。いくつかの違いが
あります。 step-by-stepガイダンスに従えば、サポートされているすべての機能を使用していることに
なります。デプロイする前に、クラスターまたはイメージの設定を手動で編集することができます。そ
の場合は、「ドライラン」を選択して設定を検証し、編集が完全にサポートされていることを確認する
ことをお勧めします。

Note

AWS ParallelClusterUI はサポートしていませんAWS Batch。
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AWS Lambdaの VPC 設定AWS ParallelCluster
AWS ParallelClusterAWS Lambdaを使用して、クラスターのライフサイクル中に操作を実行します。AWS 
Lambda関数は常に Lambda サービスが所有する VPC で実行されます。この Lambda 関数は、仮想プライ
ベートクラウド (VPC) のプライベートサブネットに接続して、プライベートリソースにアクセスすること
もできます。

Note

Lambda 関数は、ハードウェア専有インスタンスのテナンシーを使用して VPC に直接接続するこ
とはできません。専有 VPC のリソースに接続するには、専有 VPC にピア接続します。デフォル
トのテナンシーで 2 番目の VPC にピア接続します。
詳細については、Linux インスタンス用 EC2 ユーザーガイドの 「専用インスタンス」と
「Lambda 関数を専用 VPC に接続する方法」を参照してください。 AWSナレッジセンターか
ら。

によって作成された Lambda 関数はプライベート VPCAWS ParallelCluster に接続できます。これらの 
Lambda 関数はアクセスする必要がありますAWS のサービス。次の方法を使用して、インターネットまた
は VPC エンドポイントを介してアクセスを提供できます。

• インターネットアクセス

インターネットにアクセスするにはAWS のサービス、Lambda 関数にネットワークアドレス変換 (NAT) 
が必要です。プライベートサブネットからのアウトバウンドトラフィックをパブリックサブネットの 
NAT ゲートウェイにルーティングします。

• VPC エンドポイント

AWS の複数のサービスが VPC エンドポイントを提供しています。VPC エンドポイントを使
用すると、AWS のサービスインターネットアクセスなしで VPC からのに接続できます。AWS 
ParallelClusterVPC エンドポイントのリストを表示するには、「ネットワーク」を参照してください。

Note

サブネットとセキュリティグループの組み合わせごとに、AWS のサービスこれらの方法のいず
れかを使用してアクセスできるようにする必要があります。サブネットとセキュリティグループ
は、同じ VPC 内にある必要があります。

詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC エンドポイント」と、AWS 
Lambda開発者ガイドの 「VPC 接続機能へのインターネットおよびサービスアクセス」を参照してくださ
い。

Lambda 関数と VPC の使用を設定するには、LambdaFunctionsVpcConfig (p. 242)クラスターの場
合は DeploymentSettings (p. 242)/を、LambdaFunctionsVpcConfig (p. 248)イメージの場合は
DeploymentSettings (p. 247)/を参照してください。

AWS Identity and Access ManagementAWS 
ParallelCluster3.x のパーミッション
AWS ParallelClusterは、クラスターを作成、管理する際に、IAM 許可を使用してリソースへのアクセスを
制御します。

AWSAWS ParallelClusterアカウントでクラスターを作成して管理するには、次の 2 つのレベルの
権限が必要です。

• クラスターを作成および管理するためにpcluster CLIpcluster コマンドを呼び出すためにユーザー
が必要とする権限。

• クラスター・アクションを実行するためにクラスター・リソースが必要とする権限。
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AWS ParallelClusterEC2 インスタンスプロファイルとロールを使用してクラスターリソースの権限を提供
します (p. 42)。クラスターリソースの権限を管理するには、IAMAWS ParallelCluster リソースへのア
クセス権限も必要です。詳細については、「AWS ParallelClusterIAM リソースを管理するためのユーザー
サンプルポリシー (p. 52)」を参照してください。

pclusterpcluster (p. 144)CLI を使用してクラスターとそのリソースを作成および管理するに
は、IAM 権限が必要です。これらの権限は、ユーザーまたはロールに追加できる IAM ポリシーに含まれ
ています。IAM ロールの詳細については、ユーザーガイドの「ユーザーロールの作成」を参照してくださ
い。AWS Identity and Access Management

AWS ParallelClusterIAM 権限を管理するための設定パラメータ (p. 56) を使用することもできます。

以下のセクションには、必要な権限と例が含まれています。

サンプルポリシーを使用するには、<REGION><AWS ACCOUNT ID>などの文字列を適切な値に置き換えま
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、
パーティションの場合は「arn: aws」から「arn: cnaws-us-gov」、AWS GovCloud (US)AWS中国パーティ
ションの場合は「arn: aws-cn」に変更する必要があります。詳細については、AWS GovCloud (US)ユー
ザーガイドの「AWS GovCloud (US)リージョンの Amazon リソースネーム (ARN)」を、「AWS中国での
サービスの使用開始」の「AWS中国のサービスの ARN」を参照してください。

サンプルポリシーの変更は、AWS ParallelCluster上のドキュメントで追跡できます GitHub。

トピック
• AWS ParallelClusterEC2 インスタンスロール (p. 42)
• AWS ParallelCluster pclusterユーザーポリシーの例 (p. 42)
• AWS ParallelClusterIAM リソースを管理するためのユーザーサンプルポリシー (p. 52)
• AWS ParallelClusterIAM 権限を管理するための設定パラメータ (p. 56)

AWS ParallelClusterEC2 インスタンスロール
デフォルトの設定でクラスターを作成すると、EC2AWS ParallelCluster インスタンスプロファイルを使用
して、クラスターとそのリソースの作成と管理に必要な権限を提供するデフォルトのクラスター EC2 イン
スタンスロールが自動的に作成されます。

AWS ParallelClusterデフォルトのインスタンスロールを使用する代替方法
AWS ParallelClusterデフォルトのインスタンスロールの代わりに、InstanceRoleクラスター設定を使用
して EC2 用の独自の既存の IAM ロールを指定できます。詳細については、「AWS ParallelClusterIAM 権
限を管理するための設定パラメータ (p. 56)」を参照してください。一般的には、EC2 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 ロールを指定します。

デフォルトのインスタンスロールにポリシーを追加することが目的の場合
は、AdditionalIamPoliciesInstanceProfile (p. 61)InstanceRoleまたは設定の代わりに構成
設定を使用して追加の (p. 56) IAM ポリシーを渡すことをお勧めします。AdditionalIamPoliciesク
ラスターを更新すると更新できますが、InstanceRoleクラスターを更新するときは更新できません。

AWS ParallelCluster pclusterユーザーポリシーの例
次の例は、AWS ParallelClusterpcluster CLIを使用してリソースを作成および管理するために必要な
ユーザーポリシーを示しています。ポリシーをユーザーまたはロールにアタッチできます。

トピック
• AWS ParallelCluster pcluster基本ユーザーポリシー (p. 43)
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• AWS ParallelCluster pclusterAWS Batchスケジューラを使用する場合の追加ユーザーポリ
シー (p. 47)

• Amazon FSx for LustreAWS ParallelCluster pcluster を使用する場合の追加ユーザーポリ
シー (p. 48)

• AWS ParallelClusterpclusterイメージビルドユーザーポリシー (p. 49)

AWS ParallelCluster pcluster基本ユーザーポリシー
次のポリシーは、AWS ParallelClusterpclusterコマンドを実行するために必要なアクセス許可を示して
います。

ポリシーに記載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 ManagerDirectoryService (p. 237)シークレットはインテ
グレーションの設定に使用されます。この場合、クラスタは、に有効なシークレットが存在する場合にの
み作成されますPasswordSecretArn (p. 239)。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ために、クラスター構成で指定されているシークレットの
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の場
合は、Amazon EFS ポリシーステートメントの例を、クラスター設定ファイルで参照されている
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. 219)

{ 
  "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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          ], 
          "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:TagResource", 
              "logs:UntagResource", 
              "logs:FilterLogEvents", 
              "logs:GetLogEvents", 
              "logs:CreateExportTask", 
              "logs:DescribeLogStreams", 
              "logs:DescribeExportTasks" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "CloudWatchLogs" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "resource-groups:ListGroupResources" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "ResourceGroupRead" 
      }, 
      { 
          "Action": "secretsmanager:DescribeSecret", 
          "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:secret:<SECRET 
 NAME>", 
          "Effect": "Allow" 
      } 
   ]
}
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AWS ParallelCluster pclusterAWS Batchスケジューラを使用する場合の追加
ユーザーポリシー

AWS Batchスケジューラ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。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "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:*" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Batch" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "events:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "AmazonCloudWatchEvents" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "ecs:ListContainerInstances" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ECS" 
        } 
    ]
}

Amazon FSx for LustreAWS ParallelCluster pcluster を使用する場合の追加
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の場
合は、Amazon FSx ポリシーステートメントの例を、クラスター設定ファイルで参照されている
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. 219)

{ 
  "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" 
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      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "iam:CreateServiceLinkedRole", 
              "iam:AttachRolePolicy", 
              "iam:PutRolePolicy" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/*", 
          "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "s3:Get*", 
              "s3:List*", 
              "s3:PutObject" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:s3:::<S3 NAME>", 
          "Effect": "Allow" 
      } 
  ]
}

AWS ParallelClusterpclusterイメージビルドユーザーポリシー

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、AWS ParallelCluster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": [ 
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                        "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" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource", 
                "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", 
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            "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": [ 
                "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": [ 
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                "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" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS ParallelClusterIAM リソースを管理するためのユーザーサン
プルポリシー
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、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のアクセス許可を含む IAM ポリシーを提供する必要がありま
す。これらの 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
スタムイメージを作成する際に入力される場合があります。

以下のモードを使用して、設定で追加の IAM ポリシーを使用して IAMAWS ParallelCluster リソースへの
アクセスに必要な権限をユーザーに付与できます。

トピック
• 特権 IAM アクセスモード (p. 52)
• 制限付き IAM アクセスモード (p. 54)
• PermissionsBoundary モード (p. 54)

特権 IAM アクセスモード
このモードでは、が、必要な IAMAWS ParallelCluster リソースを自動的に作成します。これらの IAM ポ
リシーは、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ています。

特権のある IAM アクセスモードを有効にするには、ユーザーロールに以下のポリシーを追加します。
Note

//AdditionalPolicies (p. 187)または
HeadNodeIam (p. 185) (p. 178)//SchedulingSlurmQueuesIam (p. 213) (p. 194) (p. 189)/AdditionalPolicies (p. 214)パ
ラメーターを設定する場合、次のポリシーに示すように、AWS ParallelCluster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権限をユーザーに提供する必要があります。
ロールポリシーをアタッチおよびデタッチする条件に、追加のポリシー ARN を追加します。
Warning

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

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Action": [ 
               "iam:CreateServiceLinkedRole", 
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               "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/*" 
           ], 
           "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" 
       } 
   ]
}
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制限付き IAM アクセスモード
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、管理者が手動で作成し、クラスター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. 234) / Roles (p. 234) / LambdaFunctionsRole (p. 234)
• HeadNode (p. 178) / Iam (p. 185) / InstanceRole (p. 186) | InstanceProfile (p. 186)
• Scheduling (p. 189) / SlurmQueues (p. 194) / Iam (p. 213) / InstanceRole (p. 213) |
InstanceProfile (p. 213)

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. 243) / Iam (p. 244) / InstanceRole (p. 245) | InstanceProfile (p. 244)
• Build (p. 243) / Iam (p. 244) / CleanupLambdaRole (p. 245)

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、次の例のように、iam:PassRole特定のカスタムロー
ルにアクセス権限を付与するようにユーザーポリシーを更新する必要があります。

{ 
   "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、構成された IAM 権限の境界にバインドされた IAM ロールの作成をに委任します。AWS 
ParallelClusterIAM アクセス許可の境界の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM エンティティの
アクセス許可の境界」を参照してください。

以下のポリシーを ユーザーロールに追加する必要があります。

ポリシーの <permissions-boundary-arn > を、許可の境界として強制する IAM ポリシーの ARN に
置き換えます。
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Warning

//AdditionalPolicies (p. 187)または
HeadNode (p. 178)/Iam (p. 185)/SchedulingSlurmQueuesIam (p. 213) (p. 194) (p. 189)/AdditionalPolicies (p. 214)パ
ラメーターを設定する場合、次のポリシーに示すように、追加の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。ロールポリシーをア
タッチおよびデタッチする条件に、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" 
           ], 
           "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": { 

55



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS Identity and Access ManagementAWS 

ParallelCluster3.x のパーミッション

                   "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" 
       } 
   ]
}

このモードを有効にすると、IamPermissionsBoundary (p. 234) (p. 234)クラスターを作成または更
新するときは/構成パラメーターに、BuildIamPermissionBoundary (p. 245) (p. 244) (p. 243)カス
タムイメージを構築する場合は//パラメーターで権限境界の ARN を指定する必要があります。

AWS ParallelClusterIAM 権限を管理するための設定パラメータ
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 権限やロールを
カスタマイズ・管理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
• クラスターの設定 (p. 56)
• カスタムイメージ構成 (p. 63)

クラスターの設定

トピック
• ヘッドノードの IAM ロール (p. 56)
• Amazon S3 アクセス (p. 60)
• 追加の IAM ポリシー (p. 61)
• AWS Lambda関数ロール (p. 61)
• コンピューティングノードの IAM ロール (p. 62)
• アクセス許可の境界 (p. 63)

ヘッドノードの IAM ロール

HeadNode (p. 178) / Iam (p. 185) / InstanceRole (p. 186) | InstanceProfile (p. 186)
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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
します。詳細については、「InstanceProfile (p. 186) 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マネージド IAM ポリシー。詳細に
ついては、Amazon ユーザーガイドの「 CloudWatch エージェントで使用する IAM CloudWatch ロール
とユーザーの作成」を参照してください。

• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCoreマネージド IAM ポリシー。詳
細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの「AWSの管理ポリシー」を参照してくださ
い。AWS Systems Manager

• 追加の IAM ポリシー:

{ 
    "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", 
                "ec2:CreateFleet" 
            ] 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
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                } 
            }, 
            "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", 
                "ec2:DescribeCapacityReservations" 
            ], 
            "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:DescribeStacks", 
                "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" 
        } 
    ]
}

Scheduling (p. 189)//SlurmQueuesIam (p. 213) (p. 194)/InstanceRole (p. 213)を使用してコ
ンピューティング IAM ロールをオーバーライドする場合は、Resourceiam:PassRole上記のヘッドノー
ドポリシーの権限セクションにそのようなロールを含める必要があることに注意してください。
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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マネージド IAM ポリシー。詳細に
ついては、Amazon ユーザーガイドの「 CloudWatch エージェントで使用する IAM CloudWatch ロール
とユーザーの作成」を参照してください。

• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCoreマネージド IAM ポリシー。詳
細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの「AWSの管理ポリシー」を参照してくださ
い。AWS Systems Manager

• 追加の IAM ポリシー:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "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", 
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                "logs:GetLogEvents", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/batch/job:log-
stream:PclusterJobDefinition*", 
                "arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:container-instance/AWSBatch-
PclusterComputeEnviron*", 
                "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" 
            ], 
            "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. 178)/Iam (p. 185)/S3Access (p. 186)または
Scheduling (p. 189)/SlurmQueues (p. 194)/S3Access (p. 186)

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 
ロールがによって作成された場合、そのロールに追加の Amazon S3 ポリシーを付与することで、Amazon 
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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、特権 IAM アクセスモード (p. 52)ユーザーがまたはで設定されている場合にのみ使
用できますPermissionsBoundary モード (p. 54)。

追加の IAM ポリシー

HeadNode (p. 178)/Iam (p. 185)/AdditionalIamPolicies (p. 187)または
SlurmQueues (p. 194)/Iam (p. 213)/AdditionalIamPolicies (p. 214)

このオプションでは、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
がによって作成された場合に、そのロールに追加のマネージド IAMAWS ParallelCluster ポリシーを添付す
ることができます。

Warning

このオプションを使用するには、AWS ParallelClusterユーザーに (p. 52)、アタッチする必要の
ある IAMiam:AttachRolePolicyiam:DetachRolePolicy ポリシーの許可が付与されている
ことと、アタッチする必要のある IAM ポリシーのアクセス許可が付与されていることを確認して
ください。

AWS Lambda関数ロール

Iam (p. 234) / Roles (p. 234) / LambdaFunctionsRole (p. 234)

このオプションは、AWS Lambdaクラスターの作成プロセスで使用されるすべての機能に付随するロール
を上書きします。 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。

Note

DeploymentSettings (p. 242)/LambdaFunctionsVpcConfig (p. 242)が設定されている場
合、に VPCLambdaFunctionsRole AWS Lambda設定を設定するためのロール権限を含める必
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" 
        } 
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      }, 
      "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/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

コンピューティングノードの IAM ロール

Scheduling (p. 189) / SlurmQueues (p. 194) / Iam (p. 213) /  InstanceRole (p. 213) |
InstanceProfile (p. 213)

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. 213)」を参照してください。

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マネージド IAM ポリシー。詳細に
ついては、Amazon ユーザーガイドの「 CloudWatchエージェントで使用する IAM CloudWatch ロール
とユーザーの作成」を参照してください。

• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCoreマネージド IAM ポリシー。詳
細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの「AWSの管理ポリシー」を参照してくださ
い。AWS Systems Manager

• 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" 
        } 
    ]
}
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アクセス許可の境界

Iam (p. 234) / PermissionsBoundary (p. 234)

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。

PermissionsBoundary モード (p. 54)この設定を定義するときにユーザーが必要とするポリシーのリ
ストについては、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. 63)
• AWS Lambdaクリーンアップロール (p. 63)
• 追加の IAM ポリシー (p. 65)
• アクセス許可の境界 (p. 66)

EC2 Image Builder のインスタンスロール

Build (p. 243) / Iam (p. 244) / InstanceRole (p. 245) | InstanceProfile (p. 244)

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 を作成します。

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マネージド IAM ポリシー。詳
細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの「AWSの管理ポリシー」を参照してくださ
い。AWS Systems Manager

• arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderマネージド IAM ポリシー。
詳細については、Image Builder ユーザーガイドの「EC2InstanceProfileForImageBuilderポリ
シー」を参照してください。

• 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. 243) / Iam (p. 244) / CleanupLambdaRole (p. 245)

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。
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Note

DeploymentSettings (p. 247)/LambdaFunctionsVpcConfig (p. 248)が設定されている場
合、に VPCCleanupLambdaRole AWS Lambda設定を設定するためのロール権限を含める必要
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マネージド IAM 
ポリシー。詳細については、AWS Lambda開発者ガイドの「LambdaAWS 機能の管理ポリシー」を参照
してください。

• 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" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/
*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration", 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:infrastructure-
configuration/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>:distribution-
configuration/parallelclusterimage-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
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                "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" 
        }, 
        { 
            "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. 243) / Iam (p. 244) / AdditionalIamPolicies (p. 245)

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
ンスに関連する EC2 インスタンスに関連するロールに、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ユーザーに (p. 52)、アタッチする必要の
ある IAMiam:AttachRolePolicyiam:DetachRolePolicy ポリシーの許可が付与されている
ことと、アタッチする必要のある IAM ポリシーのアクセス許可が付与されていることを確認して
ください。
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アクセス許可の境界

Build (p. 243) / Iam (p. 244) / PermissionsBoundary (p. 245)

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. 54)」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 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。

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。
• 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。

AWS ParallelCluster3.0.0以降、キューごとに異な
るSecurityGroups、AdditionalSecurityGroupsPlacementGroupおよび設定を構
成できます。詳細については、「HeadNode (p. 178)/」と「/」Networking (p. 180)お
よび「SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)」を参照してくださ
いNetworking (p. 192)。AwsBatchQueues (p. 191)

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. 67)
• 2 つのサブネットを使用する AWS ParallelCluster (p. 68)
• 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. 69)
• AWS ParallelCluster と AWS Batch のスケジューラ (p. 70)
• AWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一インスタンスの例 (p. 72)
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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。

# 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。

• //で使用しているサブネットの「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
をオンにするか、HeadNode (p. 178)/Networking (p. 180)/SubnetId (p. 180)で Elastic 
IP を割り当てて、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ま
すElasticIp (p. 180)。HeadNodeNetworking (p. 180) (p. 178)

• ///で使用しているサブネットの「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
か、Scheduling (p. 189)/SlurmQueuesNetworking (p. 197) (p. 194)/SubnetIds (p. 197)で 
true を設定して、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Networking (p. 197)。AssignPublicIpSchedulingSlurmQueues (p. 194) (p. 189) (p. 199)
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• p4dインスタンスタイプ、またはヘッドノードに複数のネットワークインターフェースま
たはネットワークインターフェー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、HeadNodeNetworking (p. 180) (p. 178)/ElasticIp (p. 180)trueをに設定してパブリックア
クセスを提供する必要があります。 AWSパブリック IP は、1 つのネットワークインターフェースで起
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、NAT ゲートウェイを使用してクラ
スターコンピュートノードへのパブリックアクセスを提供することをお勧めします。IP アドレスの詳細
については、Linux インスタンス用Amazon EC2 ユーザーガイドの「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。

• AWSパブリック IP は 1 つ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
ることができるため、またはインスタンスタイプ、またはコンピュートノード用のネットワークイン
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ことはできません。p4dhp6idIP アドレス
の詳細については、Linux インスタンス用Amazon EC2 ユーザーガイドの「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。

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。

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 
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        #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。これを実現するには、//で使用しているサブネットの「パブリック 
IPv4 アドレスの自動割り当てを有効にする」SubnetId (p. 180)設定を有効にする
か、HeadNodeNetworking (p. 180) (p. 178)/HeadNodeNetworking (p. 180) (p. 178)/で Elastic 
IP を割り当てますElasticIp (p. 180)。

p4d インスタンスタイプや、ヘッドノードに複数のネットワークインターフェースや
ネットワークインターフェー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、HeadNodeNetworking (p. 180) (p. 178)/ElasticIp (p. 180)trueをに設定してパブリックアク
セスを提供する必要があります。 AWSパブリック IP は、1 つのネットワークインターフェースで起動さ
れたインスタンスにのみ割り当てることができます。IP アドレスの詳細については、Linux インスタンス
用Amazon EC2 ユーザーガイドの「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。

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。

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: 
    - ... 
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      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-34567890 # subnet with proxy 
        AssignPublicIp: false 
        Proxy: 
          HttpProxyAddress: http://proxy-address:port

Scheduling (p. 189)/SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)/AssignPublicIp (p. 199)を
設定する場合false、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、Elastic 
Container Service (Amazon ECS) tainer Container Container Container Con これらのインスタンス
は、AwsBatchQueues (p. 191)/Networking (p. 192)/SubnetIds (p. 192)パラメーターで設定され
たサブネットで起動されます。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。

• キューに指定されているサブネット ID は、インターネットへのアクセスに NAT ゲートウェイを使用し
ています。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parallel ジョブは Amazon ECSawsvpc ネットワークモードを使用します。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。

クラスターがマルチノードのparallel 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。
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これまでの設定や注意点は、すべて AWS Batch にも有効です。AWS Batchネットワーク構成の例を以下
に示します。

# Note that all values are only provided as examples
HeadNode: 
  ... 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy 
    #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

Scheduling (p. 189)/AwsBatchQueues (p. 191)/Networking (p. 192)セクションで
は、SubnetIds (p. 192)はリストタイプですが、現在、サポートされているサブネットは 1 つだけで
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
• 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
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AWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一イ
ンスタンスの例

インターネットにアクセスできないサブネットでは、インターネットへのインバウンド接続またはアウト
バウンド接続は許可されません。AWS ParallelClusterこの構成は、AWS ParallelClusterセキュリティに関
心のあるお客様がリソースのセキュリティをさらに強化するのに役立ちます。 AWS ParallelClusterノード
は、インターネットにアクセスできない状態で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AWS ParallelCluster AMI から構築されます。これにより、AWS ParallelClusterインターネットにア
クセスできないノードでクラスターを作成および管理できます。

このセクションでは、クラスターの構成方法について学習します。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びます。

VPC エンドポイントの設定

クラスターが適切に機能するためには、AWSクラスターノードが多数のサービスとやり取りできる必要が
あります。

AWSクラスターノードがインターネットにアクセスしなくてもサービスとやり取りできるように、以下の
VPC エンドポイントを作成して設定します。

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。 ##### ID
.log

インターフェイス

AWS CloudFormation com.amazonaws。 region-id
.cloudformation

インターフェイス
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サービス サービス名 タイプ

Amazon EC2 com.amazonaws。 ##### ID
.ec2

インターフェイス

Amazon S3 com.amazonaws。 ##### ID
.s3

ゲートウェイ

Amazon DynamoDB com.amazonaws。 ##### ID
.dynamodb

ゲートウェイ

AWS Secrets Manager** com.amazonaws。 region-id
.secretsmanager

インターフェイス

China partition

サービス サービス名 タイプ

アマゾン CloudWatch com.amazonaws。 ##### ID
.log

インターフェイス

AWS CloudFormation cn.com.amazonaws。
region-id .cloudformation

インターフェイス

Amazon EC2 cn.com.amazonaws。 ##### 
ID .ec2

インターフェイス

Amazon S3 com.amazonaws。 ##### ID
.s3

ゲートウェイ

Amazon DynamoDB com.amazonaws。 ##### ID
.dynamodb

ゲートウェイ

AWS Secrets Manager** com.amazonaws。 region-id
.secretsmanager

インターフェイス

** このエンドポイントは、DirectoryService (p. 238)が有効になっている場合にのみ必要で、それ以
外の場合はオプションです。

VPC 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、AdditionalSecurityGroupsHeadNodeAdditionalSecurityGroupsSlurmQueues (p. 194) (p. 200) (p. 178) (p. 181)設
定の下と下にセキュリティグループを追加します。たとえば、VPC エンドポイントがセキュリティグルー
プを明示的に指定しないと、エンドポイントには、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。デフォルトのセキュリティグループをに追加することでAdditionalSecurityGroups、クラスター
とエンドポイント間の通信が可能になります。

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 
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      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ときに、カスタムコンピュートノードのホスト名の解決に使用されるプ
ライベート Route 53AWS ParallelCluster ホストゾーンを作成します (例:){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、この機能を
無効にする必要があります。さらに、などのデフォルトの EC2AWS ParallelCluster 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

SlurmSettings (p. 215)/Dns (p. 217)/DisableManagedDns (p. 218)を使用して作
成されtrue、UseEc2Hostnames (p. 218)に設定されているクラスターの場合、Slurm は 
DNSNodeName によって解決されません。NodeHostName代わりにSlurmを使用してください。

Note

このメモは、AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降は関係ありません。
3.3.0AWS ParallelCluster 以前のサポートバージョンの例
UseEc2Hostnamesをに設定するとtrue、SlurmAWS ParallelClusterprologepilog 設定ファイ
ルはおよびスクリプトで設定されます。

• prolog各ジョブが割り当てられると、/etc/hosts計算ノードにノード情報を追加します。
• epilogprologが書き込んだコンテンツをクリーンアップします。

prologepilogカスタムまたはスクリプトを追加するには、/opt/slurm/etc/pcluster/
prolog.d//opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/それらをそれぞれまたはフォルダーに追
加します。

クラスター構成

インターネットに接続し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について説明し
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。

# 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: 
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      - 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. 180): インターネットにアクセスできないサブネット。

AWS ParallelClusterAWSとサービス間の通信を有効にするには、サブネットの VPC に VPC エンドポイ
ントが接続されている必要があります。クラスターを作成する前に、サブネットでパブリック IPv4 アド
レスの自動割り当てが無効になっていることを確認して、pclusterコマンドがクラスターにアクセス
できることを確認します。

• AdditionalSecurityGroups (p. 181): 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:
• VPC エンドポイントがセキュリティグループを明示的に指定しないと、VPC のデフォルトセキュリ

ティグループが関連付けられます。そのため、AdditionalSecurityGroupsデフォルトのセキュリ
ティグループをに設定してください。

• 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、カスタ
ムセキュリティグループがクラスターと VPCAdditionalSecurityGroups 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. 191): クラスタースケジューラー。

slurm唯一の有効な値です。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
するのは Slurm スケジューラーだけです。

• SlurmSettings (p. 215): スラムの設定。

前のセクションの「Route53 を無効にして EC2 ホスト名を使用する」を参照してください。

機能制限

• SSH または NICE DCV 経由のヘッドノードへの接続:クラスターに接続する場合、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にあるプロ
キシインスタンスを使用してください。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 sshdcv-connectおよびコマンドは、パブリック IP が存在する場合はパブリック IP 
を使用し、プライベート IP を使用します。クラスターを作成する前に、サブネットでパブリック IPv4 
アドレスの自動割り当てが無効になっていることを確認して、pclusterコマンドがクラスターにアク
セスできることを確認します。

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 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。
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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、EC2 インスタンスを、VPC に
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. プロキシ EC2AWS ParallelCluster インスタンスにユーザーポリシーをアタッチします。詳細につい
ては、「AWS ParallelCluster pclusterユーザーポリシーの例 (p. 42)」を参照してください。

4. プロキシ EC2AWS ParallelCluster インスタンスにインストールします。
5. DCV を介してプロキシ EC2 インスタンスConnect。
6. pcluster dcv-connectプロキシインスタンスのコマンドを使用して、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。
• AWS他のサービスとのやり取り:上記に記載されているのは、AWS ParallelClusterが厳密に要求するサー

ビスのみです。クラスターが他のサービスと相互作用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bootbootbootbootbootbootbootboot
HeadNode (p. 178)/CustomActions (p. 184)/OnNodeStart (p. 185)構成設定
を定義すると、AWS ParallelClusterノードが起動した直後に任意のコードを実行しま
す。HeadNode (p. 178)/CustomActions (p. 184)/OnNodeConfigured (p. 185)構成設定を定義する
場合、AWS ParallelClusterノード構成が正しく完了した後にコードを実行します。

AWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 以降で
は、HeadNode (p. 178)/CustomActions (p. 184)/OnNodeUpdated (p. 185)構成設定を定義すれば、
ヘッドノードの更新後に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。

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。

OnNodeUpdatedアクションは、ヘッドノードの更新が完了し、スケジューラーと共有ストレージが最新
のクラスター構成の変更に合わせて調整された後に呼び出されます。

OnNodeStartOnNodeConfiguredまたはカスタムアクションが成功すると、終了コードゼロ (0) で成功
が示されます。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。

OnNodeUpdatedカスタムアクションすると、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、更新が失敗したことを示します。

Note

設定した場合OnNodeUpdated (p. 185)、OnNodeUpdated更新が失敗したときにアクションを
以前の状態に手動で復元する必要があります。
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OnNodeUpdatedカスタムアクションが失敗すると、更新は前の状態にロールバックされます。
ただし、OnNodeUpdatedアクションは更新時にのみ実行され、スタックのロールバック時には
実行されません。

/と HeadNode (p. 178)/SchedulingSlurmQueues (p. 194) (p. 189)/CustomActions (p. 211)の設
定セクションで、CustomActions (p. 184)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。 OnNodeUpdated (p. 185)HeadNodeセクションでのみ設定できます。

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. 31)」を参照してください。

設定

//& と//& と
HeadNode (p. 178)/CustomActions (p. 184)/OnNodeStartOnNodeConfigured (p. 185) (p. 185)&
OnNodeUpdatedSchedulingOnNodeConfigured (p. 212) (p. 189) (p. 185)のアクションと引数を
定義するには、次の設定を使用します。CustomActionsOnNodeStart (p. 212) (p. 211)

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 
    OnNodeConfigured: 
      # Script URL. This is run after all the bootstrap scripts are run 
      Script: s3://bucket-name/on-node-configured.sh
      Args: 
        - arg1 
    OnNodeUpdated: 
      # Script URL. This is run after the head node update is completed. 
      Script: s3://bucket-name/on-node-updated.sh
      Args: 
        - arg1 
  # 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 
        OnNodeConfigured: 
          Script: s3://bucket-name/on-node-configured.sh
          Args: 
            - arg1 
      Iam: 
        S3Access: 
          - BucketName: bucket_name
            EnableWriteAccess: false
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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. 31)」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。

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。公
開読み取り権限が適切でない場合は、HeadNode (p. 178)//S3Access (p. 186)と
IamScheduling (p. 189) (p. 185)/SlurmQueues (p. 194)の設定セクションを使用してください。
詳細については、「Amazon S3 での使用 (p. 79)」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 \ 
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  --region <region> --cluster-configuration config-file.yaml

5. 出力の検証
• HeadNode設定にカスタムアクションを追加した場合は、ヘッドノードにログインし、cfn-
init.log/var/log/cfn-init.log次のコマンドを実行してにあるファイルを確認します。

$ 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
Nothing to do

• SlurmQueues設定にカスタムアクションを追加した場合は、cloud-init.logコンピュートノード
にあるを確認してください。/var/log/cloud-init.log CloudWatch を使用してこれらのログを
表示します。

これらのログは両方とも Amazon CloudWatch 
bootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootbootboot 詳細については、
「Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)」を参照してください。

Amazon S3 での使用
Amazon S3 へのアクセスは、AWS ParallelCluster設定の
HeadNode (p. 178)/Iam (p. 185)/S3Access (p. 186)および
Scheduling (p. 189)/SlurmQueues (p. 194)/- 
Name (p. 195)/Iam (p. 213)/S3Access (p. 214)パラメーターを使用して設定できます。AWS 
ParallelCluster

例
次の例では、firstbucket/read_only/のすべてのオブジェクトへの読み取り専用アクセスと、のすべ
てのオブジェクトへの読み取り/書き込みアクセスを設定します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、アカウント内の任意のバケット (*) read_only/内のフォルダ内のすべてのオブジェクトへの
読み取り専用アクセスを設定します。

...
HeadNode:   

79



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
スポットインスタンスの操作

  ... 
  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アクセスを許可できます。

...
HeadNode:   
  ... 
  Iam:    
    S3Access: 
      - BucketName: *
...

スポットインスタンスの操作
AWS ParallelClusterSPOTクラスター設定ファイルで
SlurmQueues (p. 194)/CapacityType (p. 196)または
AwsBatchQueues (p. 191)/CapacityType (p. 192)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。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。AwsBatchQueues (p. 191)スポットインスタンスとの連携方法については、AWS Batchユーザーガ
イドの「コンピュートリソース」を参照してください。

AWS ParallelCluster設定されたスケジューラーは、オンデマンドインスタンスのキュー内のコンピュー
ティング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
ティングリソースにジョブを割り当てます。

AWSServiceRoleForEC2Spot サービスにリンクされたロールはアカウントに作成される必要がありま
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、使用中にスポットインスタンスが中断される可能性のある 3 つのシナリオについ
て説明しますSlurmQueues (p. 194)。

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スケジューラー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
SlurmQueues (p. 194)/ComputeResources (p. 202)/より少ない場合に、インスタンスの置換を試
みますMinCount (p. 204)。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。
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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 --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SlurmSettingsScaledownIdletime (p. 215) (p. 215)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。

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 によってサポートされているスケ
ジューラ
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. 191) 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. 81)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 103)

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 を参照してください。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

3.5.0 22.05.8

3.4.0、3.1 3.1 3.1 3.1 22.05.7

3.3.0、3.3.1 3.3.1 3.3.0 3.3.1 22.05.5

3.1.4、3.1.5、3.1.4、3.2.1、3.2.1 3.1.4、3.2.1 21.08.8-2

3.1.2、3.1.3、3.1.3 21.08.6

3.1.1 21.08.5

3.0.0 20.11.8
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トピック
• 複数のキューの構成 (p. 82)
• マルチキューモードの Slurm ガイド (p. 83)
• Slurmクラスタ保護モード (p. 90)
• Slurmクラスタの高速容量不足フェイルオーバー (p. 93)
• Slurmメモリベースのスケジューリング (p. 97)
• Slurm による複数インスタンスタイプの割り当て (p. 99)
• Slurmとの会計AWS ParallelCluster (p. 100)

複数のキューの構成
複数のキューの設定

AWS ParallelClusterバージョン 3 では、Scheduler (p. 191)slurmをに設定し、設定ファイルで複
数のキューを指定することで、複数のキューを設定できます。SlurmQueues (p. 194)このモードで
は、ComputeResources (p. 202)設定ファイルのセクションで指定されているコンピュートノードに
さまざまなインスタンスタイプが共存します。 ComputeResources (p. 202)インスタンスタイプが異
なると、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. 194)。なお、現
在、ComputeResources (p. 202)キューごとに最大 5 台の、最大 10 台のキューを指定することができ
ますSlurmQueues (p. 194)。指定された各キューは、Slurm Workload Managerのパーティションに対応
しています。詳細については、「Slurm Workload Manager (slurm) (p. 81)」を参照してください。

ノード数

ComputeResources (p. 202)キュー内の各コンピュートリソースには、
一意のName (p. 203)、、InstanceTypeMinCount (p. 204) (p. 203)、
およびが必要ですMaxCount (p. 204)。 MinCount (p. 204)キュー内のコ
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がありま
す。MaxCountComputeResources (p. 202) (p. 204)MinCount (p. 204)とには独自の値を指定する
こともできますMaxCount (p. 204)。ComputeResources (p. 202)の各コンピュートリソースは、1
MinCount (p. 204)からの値までの番号が付けられた静的ノードと、MaxCount (p. 204)の値からの値
までの番号が付けられた動的ノードで構成されます。MinCount (p. 204)

サンプルの構成

クラスタ設定ファイルの Scheduling (p. 189) セクションの例を次に示します。この構成には、と
いう名前の 2queue1 つのキューがありqueue2、各キューには ComputeResources (p. 202)a
MaxCount (p. 204)が指定されています。

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
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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

• $QUEUE はキューの名前です。たとえば、SlurmQueues (p. 194)セクションに「」Name (p. 195)に
設定されたエントリがある場合、「queue-name」は「$QUEUEqueue-name」です。

• $STATDYN は、静的ノードの場合は st、動的ノードの場合は dy です。
• $COMPUTE_RESOURCEName (p. 203)は、ComputeResources (p. 202)このノードに対応するコン

ピュートリソースのです。
• $NODENUMはノードの番号です。 $NODENUMMinCount (p. 204)静的ノードの場合は 1 ～ の値の間

で、MinCount (p. 204)動的ノードの場合は 1 ～ MaxCount (p. 204)-の間です。

上記の設定ファイルの例から、queue1c5xlargeおよびコンピュートリソースの特定のノードのホスト名
は:queue1-dy-c5xlarge-1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 はクラスターの名前で
す。

マルチキューモードの Slurm ガイド

ここでは、キュー (パーティション)AWS ParallelClusterSlurm ノードの管理方法と管理方法と、キューと
ノードの状態を監視する方法について説明します。

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、「Slurm省電力ガイド」を参照
してください。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ステート内のノードは、（たとえばidle~）~にサフィックスが付いて表示され
ます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。

• POWER_UPステートに移行するノードは、#にサフィックス (たとえばidle#) を付けて表
示されますsinfo。ノードは、POWER_UPSlurmステート内のノードにジョブを割り当てる
と、POWER_SAVING自動的にステートに移行します。

または、以下のコマンドを使用して、POWER_UPsuルートユーザーとしてノードを手動で状態に移行す
ることもできます。

$ scontrol update nodename=nodename state=power_up

この段階では、ResumeProgramが起動され、EC2 インスタンスが起動し、設定され、POWER_UPノー
ドが状態に移行します。

• 現在使用可能なノードは、にサフィックス (例:idle) なしで表示されます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。
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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、利用可能になります。

• POWER_DOWNステートに移行しているノードは、%にサフィックス (たとえばidle%) を付けて表示され
ますsinfo。POWER_DOWNScaledownIdletime (p. 215)動的ノードはその後に自動的に状態になり
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、以下のコマンドを
使用して、POWER_DOWNsuルートユーザーとしてノードを手動でステートに配置できます。

$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manual draining"

この状態では、ノードに関連付けられたインスタンスは終了し、POWER_SAVINGノードはその状態に戻
され、後で利用できるようになりますScaledownIdletime (p. 215)。

ScaledownIdletime (p. 215)SlurmSuspendTimeout設定は構成設定に保存されます。
• オフラインのノードには、(たとえばdown*)* というサフィックスが付いて表示されますsinfo。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。

sinfo次の例で示されるノードの状態を考えてみます。

$ sinfo
  PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
  efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4] 
  efa          up   infinite      1   idle efa-st-efacompute1-1 
  gpu          up   infinite      1  idle% gpu-dy-gpucompute1-1 
  gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[2-10] 
  ondemand     up   infinite      2   mix# ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2] 
  ondemand     up   infinite     18  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[3-10],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[1-10] 
  spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3] 
  spot*        up   infinite      2   idle 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]POWER_UPノードは状態にあり、数分以内に使用可能となります。gpu-dy-
gpucompute1-1POWER_DOWNノードは状態にあり、POWER_SAVINGその後に状態に移行します
ScaledownIdletime (p. 215)(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、以下のコマンドで取得することができます。

$ scontrol show nodes nodename

NodeAddr返されたフィールドの IP アドレスを確認してください。

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。
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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、POWER_SAVINGジョブは状態内のノードが状態遷移し、
利用可能になるのを待ちます。POWER_UP

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、次のコマンドを使用します。

$ scontrol show nodes nodename

返品時に、AvailableFeaturesリストを確認してください。

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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
  efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4] 
  efa          up   infinite      1   idle efa-st-efacompute1-1 
  gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[1-10] 
  ondemand     up   infinite     20  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-10],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[1-10] 
  spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3] 
  spot*        up   infinite      2   idle 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。

デフォルトキュー (spot) の 1 つの静的ノードにジョブを送信します。

$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static

EFAキュー内の 1 つの動的ノードにジョブを送信します。

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic

ondemandキュー内の 8c5.2xlarge 台のノードと 2t2.xlarge 台のノードへのジョブを送信します。

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"

gpuキュー内の 1 つの GPU ノードにジョブを送信します。

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1

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    NAME   USER   ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
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  12   ondemand     wrap   ubuntu CF       0:36     10 ondemand-dy-ondemandcompute1-
[1-8],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-2] 
  13        gpu     wrap   ubuntu CF       0:05      1 gpu-dy-gpucompute1-1 
   7       spot     wrap   ubuntu  R       2:48      1 spot-st-spotcompute2-1 
   8        efa     wrap   ubuntu  R       0:39      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-efacompute1-[2-4] 
 efa          up   infinite      1    mix efa-dy-efacompute1-1 
 efa          up   infinite      1   idle efa-st-efacompute1-1 
 gpu          up   infinite      1   mix~ gpu-dy-gpucompute1-1 
 gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[2-10] 
 ondemand     up   infinite     10   mix# ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-8],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[1-2] 
 ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[9-10],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[3-10] 
 spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-spotcompute2-
[1-3] 
 spot*        up   infinite      1    mix spot-st-spotcompute2-1 
 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. 305)」
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の停止-以下のコマンドを実行すると、INACTIVEすべてのパーティション
が状態に移行し、AWS ParallelClusterINACTIVEのプロセスがパーティションをそのままの状態に保ち
ます。

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \ 
   --region eu-west-1 --status STOP_REQUESTED

• コンピューティングフリートの起動-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UP
state に移行します。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。
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$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \ 
   --region eu-west-1 --status START_REQUESTED

を実行するとupdate-compute-fleet、pcluster describe-compute-fleetコマンドを実行してを
確認することで、クラスタの状態を確認できます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を起動中です。
• RUNNING:pcluster プロセスは起動処理を終了し、UPすべてのパーティションが元の状態になり、数

分後に静的ノードが利用可能になります。
• 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、update-
compute-fleet実行して、フリートを再度有効化してください。

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 (パーティションインと呼ばれますSlurm) を手動で制御
したいことがあります。クラスター内のノードは、scontrol以下の共通の手順でコマンドを使用して管
理することができます。

• POWER_SAVING状態のダイナミックノードに電源を入れます

suroot ユーザーとしてコマンドを実行します。

$ scontrol update nodename=nodename state=power_up

また、sleep 1Slurm特定の数のノードをリクエストするプレースホルダジョブを送信して、必要な数
のノードをパワーアップすることもできます。

• その前にダイナミックノードの電源を落としてください ScaledownIdletime (p. 215)

次のコマンドを使用して、ダイナミックノードをsu rootDOWN ユーザーとして設定することをお勧めし
ます。

$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manually draining"

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、POWER_DOWNscontrol update nodename=nodename state=power_downコマンドを使
用してノードを直接設定することはお勧めしません。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。

• 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する

以下のコマンドで、特定のキューをsu rootINACTIVE ユーザーとして設定します。

$ scontrol update partition=queuename state=inactive

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。
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• キュー (パーティション) を有効にする

UP以下のコマンドで特定のキューをsu root ユーザーに設定します。

$ scontrol update partition=queuename state=up

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-
spotcompute1-[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。
• SuspendTime設定が経過すると (に設定されている
ScaledownIdletime (p. 215))、POWER_SAVINGスケジューラーはインスタンスをその状態に設
定します。その後、queue1-dy-spotcompute1-[1-2]POWER_DOWNスケジューラーは状態に設定
し、SuspendProgramノード名で呼び出します。

• 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-spotcompute1-[1-2]アイドル状態に移行し、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入れる準備が整います。

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、2POWER_UP つのクラウドバーストノードをその状態に移行させ、(たとえ

ばqueue1-dy-spotcompute1-[1-2])ResumeProgram ノード名で呼び出します。
• ResumeProgramEC2 インスタンスを 1 つだけ起動しqueue1-dy-spotcompute1-1、1 つのインスタ

ンスで設定しても起動に失敗する。queue1-dy-spotcompute1-2
• queue1-dy-spotcompute1-1は影響を受けず、POWER_UP州に到達するとオンラインになります。
• queue1-dy-spotcompute1-2POWER_DOWN状態に移行し、Slurmノード障害を検出したためジョブは

自動的にキューに入れ直されます。
• 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)。ResumeTimeoutSlurmノードがダウン状態に移行するまでの待
ち時間を制御します。
• ResumeTimeoutインストール前後の処理に時間がかかる場合は、拡張するのも有効です。
• ResumeTimeout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
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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
• SuspendTimeout短いと、ノードのリセットが早くなり、Slurmインスタンスの起動を試みることが

できます。
• SuspendTimeout長いほど、障害が発生したノードのリセットが遅くなります。その間、Slurm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。大規模システム (1,000 ノード以上) の場合、Slurm失敗したジョブを頻繁に再キュー
イングを試みる際のstress 軽減するために、SuspendTimeoutより長い (1,000 ノード以上) の場合、
より長い (1,000 ノード以上) の場合、より長い 1 つの値が有効であると考えられます。

• これは、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、SuspendTimeout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、POWER_DOWNノードは状態のままであり、スケジューラが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 Logs ##############
#{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}# CloudWatch ###### logIdentifier が続
くという形式になっています。

• 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:
• ResumeProgramログをチェックして、ResumeProgramノードで呼び出されたかどうかを確認しま

す。そうでない場合は、slurmctldログをチェックして、SlurmResumeProgramノードを呼び出そ
うとしたかどうかを確認します。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。インスタンスが起動しなかった場合は、インスタンスの起動に失敗した原因を示す明確な
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。ResumeProgramログから対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID を探
し、Logs CloudWatch 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見ます。

• 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ていま
す。clustermgtdログから対応するプライベート IP とインスタンス ID を探し、Logs CloudWatch 
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見ます。

ノードが予期せず置換または終了したノードの障害、およびノード障害
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• 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 に関連する場合は、Amazon CloudWatch やAWS EC2 コンソール、CLI、SDK など
のツールを使用して、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ジョブやノー

ドがなぜ失敗したかをログから確認し、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。

• に失敗した動的ノードの場合ScaledownIdletime (p. 215)、SuspendProgramログか
ら、slurmctldプロセスが特定のノードを引数に呼び出しを行った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。NodeAddrclustermgtdインスタンスの終了とリセットはすべてによって完
了します。 SlurmノードをIDLE afterSuspendTimeout に遷移します。

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。の指示に従い、
リソースを起動、終了、Slurm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。

Slurmクラスタ保護モード

保護モードを有効にしてクラスターを実行すると、AWS ParallelClusterコンピュートノードのブートスト
ラップ障害が起動時に監視および追跡され、障害が継続的に発生しているかどうかが検出されます。

次のいずれかが検出されると、クラスタは保護モードに入ります。

1. ブートストラップ障害が連続して発生し、コンピュートノードが正常に起動しません。
2. キューの障害回数が事前に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、事前に定義されたしきい値以上で障害が発生した 1AWS 
ParallelCluster つまたは複数のキューを無効にします。

SlurmAWS ParallelClusterクラスタ保護モードはバージョン 3.0.0 で追加されました。

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サイクルに費やす時間とリソース
を減らすことができます。

保護ノードパラメータ

protected_failure_count
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protected_failure_countクラスタ保護ノードをアクティブにする連続障害の数を指定します。

protected_failure_countデフォルトは 10 で、保護モードは有効になっています。

protected_failure_countが0 以下の場合、保護モードは無効になります。

protected_failure_countの値は、clustermgtd/etc/parallelcluster/slurm_plugin/
parallelcluster_clustermgtd.confにある設定ファイルにパラメータを追加することで変更できま
すHeadNode。

このパラメータはいつでも更新でき、そのためにコンピュート群を停止する必要はありません。失敗回数
が達する前にキューで起動が成功するとprotected_failure_count、失敗回数は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

クラスター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。

車両ステータスの計算

コンピューティングフリートのステータスは、PROTECTED保護モードで実行されているクラスタ内にあり
ます。

$ pcluster describe-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> --region <region-id>
{ 
   "status": "PROTECTED", 
   "lastStatusUpdatedTime": "2022-04-22T00:31:24.000Z"
}

ノードステータス

どのキュー (パーティション) でブートストラップ障害が発生し、保護モードがアクティ
ブになっているかを確認するには、sinfoクラスターにログインしてコマンドを実行しま
す。protected_failure_countブートストラップ障害がそれ以上発生しているパーティションは、に
ありますINACTIVE state。protected_failure_countUPブートストラップ障害がそれ以上発生して
いないパーティションは正常な状態であり、期待どおりに動作しています。

PROTECTEDステータスは実行中のジョブには影響しません。ブートストラップ障害がそれ以上のパーティ
ションでジョブを実行している場合protected_failure_count、INACTIVE実行中のジョブが完了した
後にパーティションがに設定されます。

以下に。

$ 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]

queue1パーティションは、連続して 10INACTIVE 回連続でブートストラップ障害が検出されたためで
す。

queue1-dy-c5xlarge-[1-10]ノードの背後にあるインスタンスが起動したが、ステータスが異常のた
めクラスターに参加できませんでした。

クラスタは保護モードです。

パーティションは、queue2のブートストラップ障害の影響を受けませんqueue1。UPこの状態になってい
て、まだジョブを実行できます。

91



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

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ー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障害

保護モードを有効にするブートストラップエラーは、次の 3 つのタイプに細分されます。タイプと問題を
特定するには、AWS ParallelClusterログが生成されているかどうかを確認できます。ログが生成された場
合は、エラーの詳細を確認できます。詳細については、「クラスターログの取得と保存 (p. 374)」を参照
してください。

1. インスタンスを自動終了させるブートストラップエラー。

SlurmQueues (p. 194)\ CustomActions (p. 211)\ OnNodeStart (p. 212)|
OnNodeConfigured (p. 212)スクリプトのエラーが原因でインスタンスが自動終了する場合など、
ブートストラッププロセスの早い段階でインスタンスに障害が発生する。

動的ノードの場合、以下に。

Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance

静的ノードの場合は、clustermgtd log (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) で次のよう
なエラーがないか調べてください。

Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance

2. resume_timeoutnode_replacement_timeoutノードまたは有効期限。

インスタンスは (動的ノードの場合) またはresume_timeoutnode_replacement_timeout (静的
ノードの場合) 内のクラスターに参加できません。タイムアウト前には自動終了しません。たとえば、
クラスターのネットワークが正しく設定されておらず、DOWNSlurmノードがタイムアウト後にその状態
に設定されているとします。

動的ノードの場合、以下に。

Node bootstrap error: Resume timeout expires for node

静的ノードの場合は、clustermgtd log (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) で次のよう
なエラーがないか調べてください。

Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.

3. ノードはヘルスチェックに失敗します。

ノードの背後にあるインスタンスが EC2 ヘルスチェックまたはスケジュールされたイベントのヘル
スチェックに失敗し、その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、AWS 
ParallelClusterインスタンスは制御不能な理由で終了されます。

clustermgtdlog (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) で次のようなエラーがないか調べ
てください。
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Node bootstrap error: Node %s failed during bootstrap when performing health check.

保護モードのデバッグ方法

クラスターが保護状態にあることを確認したら、AWS ParallelClusterclustermgtdcloud-init-
outputおよび問題のあるコンピュートノードからのログが生成された場合は、ログでエラーの詳細を確認
できます。HeadNodeログの取得方法の詳細については、「」を参照してくださいクラスターログの取得
と保存 (p. 374)。

clustermgtdヘッドノードの log (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)

ログメッセージには、ブートストラップ障害が発生したパーティションと、それに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.

clustermgtdログで、どのノードがブートストラップに失敗したかを検索します。Found the 
following bootstrap failure nodes

[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)']

clustermgtdログで、「」Node bootstrap error を検索して失敗の理由を探します。

[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コンピュートノードの log (/var/log/cloud-init-output.log)

ブートストラップ障害ノードのプライベート IPclustermgtd アドレスをログで取得したら、コンピュー
トノードにログインするか、ガイダンスに従ってログを取得することで、対応するコンピュートノードの
ログを確認できます。クラスターログの取得と保存 (p. 374)ほとんどの場合、/var/log/cloud-init-
output問題のあるノードのログには、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ったステッ
プが示されています。

Slurmクラスタの高速容量不足フェイルオーバー
AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 以降、クラスターはデフォルトで高速不足キャパシティフェイル
オーバーモードを有効にした状態で実行されます。これにより、EC2 容量不足エラーが検出されたときに
ジョブのキューを再試行するのにかかる時間を最小限に抑えることができます。これは、クラスターを複
数の種類のインスタンスタイプで構成する場合に特に効果的です。

EC2 がキャパシティ不足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に最低限必要な料金 1 を下回っ

ている場合に例。
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• Unsupported:AWS リージョン 特定のインスタンスタイプでは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す。

高速容量不足フェイルオーバーモードでは、ジョブを SlurmQueues (p. 194)/に割り当てたときに容量
不足エラーが検出されるとcompute resource (p. 202)、AWS ParallelCluster次の処理が実行されま
す。

1. コンピュートリソースを事前に定義した期間、disabled (DOWN) 状態に設定します。
2. POWER_DOWN_FORCEこれを使用して、コンピュートリソースで障害が発生しているノードジョブを

キャンセルし、障害が発生したノードを一時停止します。IDLEPOWER_DOWN (!)障害が発生したノー
ドをおよび状態に設定し、次にに設定しますPOWERING_DOWN (%)。

3. ジョブを別のコンピュートリソースに再キューイングします。

無効になっているコンピュートリソースの静的ノードと電源がオンになっているノードは影響を受けませ
ん。これらのノードでジョブを完了できます。

このサイクルは、ジョブが 1 つまたは複数の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。ノードステートの詳細については、を参照してくださいマルチキューモードの Slurm ガイ
ド (p. 83)。

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ジョブは事前定義された時間が経
過するまでその状態に設定されます。この場合は、次のセクションで説明するように、事前定義した時間
を変更できます。

容量タイムアウトパラメータが不十分

insufficient_capacity_timeout

insufficient_capacity_timeout容量不足エラーが検出されたときに、コンピュートリソースが 
disabled (down) 状態を維持する期間 (秒単位) を指定します。

デフォルトでは、insufficient_capacity_timeoutは有効になっています。

insufficient_capacity_timeoutデフォルトは 600 秒 (10 分)。

insufficient_capacity_timeout値がゼロ以下の場合、高速容量不足フェイルオーバーモードは無効
になります。

insufficient_capacity_timeoutの値は、clustermgtd/etc/parallelcluster/
slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.confにある設定ファイルにパラメータを追加する
ことで変更できますHeadNode。

パラメータは、コンピューティング機器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 disabled (DOWN) に設定されま
す。10 分後、障害が発生したノードはidle~ (POWER_SAVING) 状態に設定されます。

• 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 disabled (DOWN) になります。1 分
後、idle~障害が発生したノードは状態に設定されます。

• insufficient_capacity_timeout=0:

高速容量不足フェイルオーバーモードは無効になっています。コンピュートリソースは無効になってい
ません。

94



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

Note

容量不足エラーでノードに障害が発生してから、クラスター管理デーモンがノード障害を検出す
るまでの間に、最大 1 分の遅延が生じることがあります。これは、クラスター管理デーモンが
ノードの容量不足障害をチェックし、コンピュートリソースを 1down 分間隔で状態に設定するた
めです。

高速容量不足フェイルオーバーモードステータス

クラスターがキャパシティ不足の高速フェイ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トリソースの動的ノードに送信され、容量不足エラーが検出されると、down#ノード
は理由のある状態になります。

(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes.

その後、電源がオフになっているノード（idle~状態にあるノード）は、down~理由があってに設定され
ます。

(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ティングリソースに再キューされます。

UPコンピュートリソースの静的ノードとキャパシティ不足によるフェイルオーバーモードの影響を受けな
いノード。

以下に例。

$ 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 AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   up   infinite  1   down# queue1-dy-c-1-1
queue1*   up   infinite  15  idle~ queue1-dy-c-2-[1-15]
queue1*   up   infinite  14  down~ queue1-dy-c-1-[2-15]
queue2    up   infinite  30  idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

queue1-dy-c-1-1ノードが起動され、ジョブが実行されます。しかし、容量不足エラーが発生したた
め、インスタンスは起動できませんでした。queue1-dy-c-1-1downノードはに設定されています。コン
ピュートリソース (queue2-dy-c-1)down 内の電源がオフになっている動的ノードはに設定されていま
す。

ノード理由はで確認できます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
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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。

insufficient_capacity_timeout経過すると、idle~コンピュートリソース内のノードは状態にリ
セットされます。

$ 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]

insufficient_capacity_timeoutidle~経過してコンピュートリソース内のノードが状態にリセット
されると、Slurmスケジューラーはノードの優先順位を下げます。スケジューラーは、次のいずれかが発
生しない限り、他のキューコンピューティングリソースからより重みが高いノードを選択し続けます。

• ジョブの送信要件は、回復されたコンピュートリソースと一致します。
• 他のコンピュートリソースはキャパシティに達しているため、使用できません。
• slurmctldが再起動されます。
• AWS ParallelClusterコンピュートフリートが停止して起動し、すべてのノードの電源がオフになり、電

源が投入されます。

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、resumeclustermgtdヘッド
ノードのログとログにありますSlurm。

Slurm resume (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log)

容量不足のためにノードの起動に失敗したとき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  
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.

Slurm clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)

キュー 1 のコンピュートリソース c-1 は、キャパシティが不十分なため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),  
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error_code='InsufficientInstanceCapacity')}}, compute resources are reset after 
 insufficient capacity timeout (600 seconds) expired

容量不足のタイムアウトが切れると、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
内のノードはに設定されます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、SlurmSettings (p. 215)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 216)clusterAWS 
ParallelClusterSlurm 構成パラメーターによるメモリーベースのスケジューリングがサポートされます。

Note

EnableMemoryBasedSchedulingInstances (p. 203) で複数のインスタンスタイプを設定して
いる場合は有効にできません。

を使用するとEnableMemoryBasedScheduling: true、Slurmスケジューラーは各ジョブが各ノードで
必要とするメモリ量を追跡します。次に、Slurmスケジューラーは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。ジョブがノード上で必要とするメモリの合計量は、使用
可能なノードメモリを超えることはできません。スケジューラーは、ジョブが送信されたときに要求され
た量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。

EnableMemoryBasedScheduling: falseでは、ジョブが共有ノード上でメモリを奪い合い、out-of-
memoryジョブの障害やイベントを引き起こす可能性があります。

Warning

Slurmは、ラベルに MB や GB などの 2 乗の表記を使用します。これらのラベルはそれぞれ MiB 
と GiB として読み取ってください。

Slurm構成とメモリベースのスケジューリング

を使用してEnableMemoryBasedScheduling: true、SlurmSlurm次の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、ノードメモリをの消費可能なリソースとして設定しますSlurm。

• ConstrainRAMSpace=yesにSlurmcgroup.conf。このオプションでは、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の量に制限されます。

Note

これら 2 つのオプションを設定すると、SlurmSlurm他にもいくつかの設定パラメーターがス
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、Slurm のドキュメントを参照してください。

Slurmスケジューラとメモリベースのスケジューリング

EnableMemoryBasedScheduling: false(デフォルト)

デフォルトでは、falseEnableMemoryBasedScheduling に設定されています。false の場合、Slurm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、ジョブが使用するメモリを追跡しませ
ん。ユーザーは、--mem MEM_PER_NODEジョブに必要なノードあたりの最小メモリ量を設定するオプ
ションを指定できます。これにより、スケジューラーは、MEM_PER_NODEジョブをスケジュールするとき
に、RealMemory少なくとも値のノードを選択するよう強制されます。
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例えば、ユーザーが 2--mem=5GB つのジョブをください。CPU や GPU などの要求されたリソースが使
用可能な場合は、8 GiB のメモリを搭載した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ジョブが使用するメモリ量は追跡されま
せん。同じノードで実行されるジョブがメモリリソースを奪い合い、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は、--mem-per-cpu--mem-per-
gpuユーザーがまたはオプションを指定しないことをお勧めします。これらのオプションを使用
すると、Slurm のドキュメントで説明されている動作とは異なる動作をする可能性があります。

EnableMemoryBasedScheduling: true

をEnableMemoryBasedScheduling true に設定すると、Slurm各ジョブのメモリ使用量を追跡し、--
memジョブが送信オプションで要求したよりも多くのメモリを使用しないようにします。

前の例を使用すると、ユーザーはを使用して 2--mem=5GB つのジョブを送信します。8 GiB のメモリを搭
載したノードでは、ジョブを同時に実行することはできません。これは、必要なメモリの合計量がノード
で使用可能なメモリよりも大きいためです。

--mem-per-cpuメモリベースのスケジューリングを有効にし--mem-per-gpu、Slurmドキュメントに
記載されている内容と一貫して動作します。たとえば、--ntasks-per-node=2 -c 1 --mem-per-
cpu=2GBジョブはで送信されます。この場合、ノードごとに合計 4 GiBSlurm がジョブに割り当てられま
す。

Warning

メモリベースのスケジューリングが有効になっている場合は、--memユーザーがジョブを送信
するときに仕様を含めることをお勧めします。Slurmに含まれているデフォルト構成では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)、CPU や GPU などの他のリソースの一部しか要求しない場合でも、割り当て
られたノードのメモリ全体がジョブに割り当てられます。Slurmこれにより、他のジョブに使用
できるメモリがなくなるため、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、DefMemPerNodeジョブの送信時にメモリ仕様が指定されていない場合に、Slurmジョブの
ノードあたりのメモリがに設定されるためです。このパラメータのデフォルト値は 0 です。つま
り、ノードのメモリに無制限にアクセスできるようになっています。
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可能な場合、メモリオ
プションなしで送信されたジョブには、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。これは、スケジューラーがどのノードをジョブに使用できるようにするかによっ
て異なります。ユーザーは、Slurm設定ファイルのクラスターレベルまたはパーティションレベル
でDefMemPerCPU、DefMemPerNodeまたはなどのオプションのカスタム値を定義して、このよ
うな動作を防ぐことができます。

SlurmRealMemory および AWS ParallelCluster SchedulableMemory

SlurmAWS ParallelClusterに同梱されている構成では、SlurmRealMemoryジョブに使用できるノードあた
りのメモリ量であると解釈されます。バージョン 3.2.0 以降、デフォルトでは Amazon EC2 インスタンス
タイプに記載されているメモリの 95AWS ParallelClusterRealMemory パーセントに設定され、Amazon 
EC2 API によって返されますDescribeInstanceTypes。

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、ユーザーがSlurm SpecifiedRealMemory を使
用してジョブを送信すると、--memスケジューラーはノードをフィルタリングします。

メモリベースのスケジューリングを有効にすると、Slurmスケジューラーは、RealMemoryコンピュート
ノードで実行されているジョブで使用できる最大メモリ容量と解釈します。

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多い場合があります。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。
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• 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少ない場合があります。これは、コン
ピュートノードが大きいインスタンスタイプで、大量の未使用メモリが発生する場合に発生する可能性
があります。

SlurmQueues (p. 194)/ComputeResources (p. 202)/SchedulableMemory (p. 205)を使用して、コ
ンピュートノードの configure byRealMemoryAWS ParallelCluster の値を微調整できます。デフォルトを
上書きするには、SchedulableMemoryクラスター構成専用のカスタム値を定義します。

コンピュートノードの実際に使用可能なメモリを確認するには、/opt/slurm/sbin/slurmd -Cノード
上でコマンドを実行します。このコマンドは、RealMemory値を含むノードのハードウェア構成を返しま
す。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してくださ
い。これを行うには、SchedulableMemoryslurmd -C値をコマンドが返した値よりも小さく設定して、
ジョブに使用できるメモリを制限します。RealMemory

Slurm による複数インスタンスタイプの割り当て

AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降では、コンピュートリソースの定義済みインスタンスタイプ
セットから割り当てるようにクラスターを設定できます。割り当ては、EC2 フリートの低コスト、または
最適なキャパシティ戦略に基づいて行うことができます。

この定義済みのインスタンスタイプのセットは、すべて同じ数のvCPUs を備えているか、マルチスレッド
が無効になっている場合は同じ数のコアを備えている必要があります。さらに、このインスタンスタイプ
のセットには、同じメーカーの同じ数のアクセラレータが必要です。Efa (p. 205)/Enabled (p. 206)が
に設定されている場合true、インスタンスは EFA をサポートしている必要があります。
詳細と要件については、「Scheduling (p. 189)/」AllocationStrategy (p. 196)と
ComputeResources (p. 202)「SlurmQueues (p. 194)/」を参照してくださいInstances (p. 203)。

capacity-optimizedCapacityType (p. 196)構成に応じ
てAllocationStrategy (p. 196)、lowest-priceまたはを設定できます。

ではInstances (p. 203)、インスタンスタイプのセットを設定できます。

Note

EnableMemoryBasedSchedulingInstances (p. 203) で複数のインスタンスタイプを設定して
いる場合は有効にできません。

以下に示しているのは、vCPUs でのの使用例です。

96InstanceTypes 個のvCPUs および x86_64 アーキテクチャでのの使用例です。

$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \ 
  --filters "Name=vcpu-info.default-vcpus,Values=96" "Name=processor-info.supported-
architecture,Values=x86_64" \ 
  --query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,VCpus:VCpuInfo.DefaultVCpus,Cores:VCpuInfo.DefaultCores,Architecture:ProcessorInfo.SupportedArchitectures[0],MaxNetworkCards:NetworkInfo.MaximumNetworkCards,EfaSupported:NetworkInfo.EfaSupported,GpuCount:GpuInfo.Gpus[0].Count,GpuManufacturer:GpuInfo.Gpus[0].Manufacturer}, 
 &InstanceType)" \ 
  --output table

64 コア、EFA サポート、arm64InstanceTypes アーキテクチャによるクエリ。

$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \ 
  --filters "Name=vcpu-info.default-cores,Values=64" "Name=processor-
info.supported-architecture,Values=arm64" "Name=network-info.efa-
supported,Values=true" --query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,VCpus:VCpuInfo.DefaultVCpus,Cores:VCpuInfo.DefaultCores,Architecture:ProcessorInfo.SupportedArchitectures[0],MaxNetworkCards:NetworkInfo.MaximumNetworkCards,EfaSupported:NetworkInfo.EfaSupported,GpuCount:GpuInfo.Gpus[0].Count,GpuManufacturer:GpuInfo.Gpus[0].Manufacturer}, 
 &InstanceType)" \ 
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  --output table

次のクラスター設定スニペットの例は、InstanceTypeAllocationStrategyこれらとプロパティの使用方法を
示しています。

... 
 Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue-1 
      CapacityType: ONDEMAND 
      AllocationStrategy: lowest-price 
      ... 
      ComputeResources: 
        - Name: computeresource1 
          Instances: 
            - InstanceType: r6g.2xlarge 
            - InstanceType: m6g.2xlarge 
            - InstanceType: c6g.2xlarge 
          MinCount: 0 
          MaxCount: 500 
        - Name: computeresource2 
          Instances: 
            - InstanceType: m6g.12xlarge 
            - InstanceType: x2gd.12xlarge 
          MinCount: 0 
          MaxCount: 500
...

Slurmとの会計AWS ParallelCluster
バージョン 3.3.0 以降、クラスター設定パラメーター SlurmSettings (p. 215)/DatabaseAWS 
ParallelClusterSlurm (p. 216) によるアカウンティングがサポートされます。

Slurmアカウンティングでは、外部のアカウンティングデータベースを統合して次のことを実行できま
す。

• クラスターユーザー、ユーザーグループ、その他のエンティティを管理します。この機能によ
り、Slurmリソース制限の適用、フェアシェア、QoS など、のより高度な機能を使用できます。

• ジョブを実行したユーザー、ジョブの継続時間、使用したリソースなどのジョブデータを収集して保存
します。sacct保存されたデータはユーティリティで表示できます。

Note

AWS ParallelClusterSlurmサポートされている MySQLSlurm データベースサーバーのアカウン
ティングをサポートします。

Slurm経理業務における業務AWS ParallelCluster

Slurmアカウンティングを設定する前に、mysql既存の外部データベースサーバーとプロトコルを使用す
るデータベースが必要です。

Slurmでアカウンティングを設定するにはAWS ParallelCluster、以下を定義する必要があります。

• Database/Uri にある外部データベースサーバーの (p. 216) URI (p. 216)。サーバーが存在し、ヘッド
ノードからアクセスできる必要があります。

• Database/と Database/PasswordSecretArn (p. 217)で定義されている外部データベースにアクセ
スするための認証情報UserName (p. 217) (p. 216)。 (p. 216) AWS ParallelClusterこの情報を
使用して、Slurmslurmdbdヘッドノードのレベルでのアカウンティングとサービスを設定します。
slurmdbdは、クラスターとデータベースサーバー間の通信を管理するデーモンです。
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チュートリアルの手順については、を参照してくださいSlurmアカウンティングによるクラスターの作
成 (p. 358)。

Note

AWS ParallelClusterデフォルトのクラスタユーザーをデータベースのデータベース管理者とし
て設定することにより、Slurmアカウンティングデータベースの基本的なブートストラップを実
行します。Slurm AWS ParallelCluster会計データベースに他のユーザーを追加しません。お客様
は、Slurmデータベース内の会計エンティティを管理する責任があります。

AWS ParallelClusterslurmdbdSlurmクラスタがデータベースサーバ上に独自のデータベースを持つように
設定します。同じデータベースサーバーを複数のクラスターで使用できますが、各クラスターには独自の
データベースがあります。 AWS ParallelClusterは、クラスター名を使用して、slurmdbdStorageLoc構
成ファイルパラメーターのデータベース名を定義します。次のような状況を考慮します。データベース
サーバーに存在するデータベースに、アクティブなクラスター名に対応していないクラスター名が含まれ
ています。この場合、そのクラスター名で新しいクラスターを作成して、そのデータベースにマップでき
ます。 Slurmデータベースを新しいクラスターに再利用します。

Warning

• 同じデータベースを一度に使用するクラスターを複数設定することはお勧めしません。これを
行うと、パフォーマンスの問題が発生したり、データベースがデッドロック状態になったりす
る可能性があります。

• Slurmクラスターのヘッドノードでアカウンティングが有効になっている場合は、強力な 
CPU、メモリ、ネットワーク帯域幅の大きいインスタンスタイプを使用することをお勧めし
ます。 Slurmアカウンティングは、クラスターのヘッドノードに負担をかける可能性がありま
す。

AWS ParallelClusterSlurmアカウンティング機能の現在のアーキテクチャでは、次の図の設定例に示すよ
うに、slurmdbd各クラスタには独自のデーモンインスタンスがあります。
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Slurmクラスター環境にカスタムのマルチクラスターまたはフェデレーション機能を追加する場
合、slurmdbdすべてのクラスターが同じインスタンスを参照する必要があります。この代替方法とし
て、AWS ParallelClusterSlurm一方のクラスターでアカウンティングを有効にし、slurmdbd他のクラス
ターを最初のクラスターでホストされているに接続するように手動で設定することをお勧めします。

バージョン 3.3.0AWS ParallelCluster より前のバージョンを使用している場合は、この HPCSlurm ブログ
投稿で説明されている別の方法でアカウンティングを実装してください。

Slurm会計上の考慮事項

異なる VPC 上のデータベースとクラスタ

Slurmアカウンティングを有効にするには、slurmdbdデーモンが実行する読み取りおよび書き込み操作の
バックエンドとして機能するデータベースサーバーが必要です。Slurmクラスターを作成または更新して
アカウンティングを有効にする前に、ヘッドノードがデータベースサーバーにアクセスできなければなり
ません。

クラスターが使用している VPC 以外の VPC にデータベースサーバーをデプロイする必要がある場合は、
次の点を考慮してください。

• slurmdbdクラスタ側とデータベースサーバ間の通信を有効にするには、2 つの VPC 間の接続を設定
する必要があります。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC ピア接
続」を参照してください。

• クラスターの VPC のヘッドノードにアタッチするセキュリティグループを作成する必要があります。2 
つの VPC がピアリングされると、データベース側とクラスター側のセキュリティグループ間の相互リン
クが可能になります。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「セキュリティ
グループのルール」を参照してください。

slurmdbdとデータベースサーバー間の TLS 暗号化の設定

SlurmAWS ParallelClusterが提供するデフォルトのアカウンティング設定で、サーバーが TLS 暗号化をサ
ポートしている場合、データベースサーバーへの TLSslurmdbd 暗号化接続を確立します。 AWSAmazon 
RDS などのデータベースサービスはデフォルトで TLSAmazon Aurora 暗号化をサポートしています。

require_secure_transportデータベースサーバーでパラメーターを設定することで、サーバー側での
安全な接続を要求できます。 CloudFormation これは提供されたテンプレートで設定されます。

セキュリティのベストプラクティスに従い、slurmdbdクライアント上でサーバー ID 検
証も有効にすることをお勧めします。そのためには、StorageParametersでを設定しま
すslurmdbd.conf。サーバー CA 証明書をクラスターのヘッドノードにアップロードします。次
に、StorageParametersslurmdbd.confinのSSL_CAオプションをヘッドノードのサーバーCA証明書
のパスに設定します。これにより、slurmdbdサーバー側での ID 検証が可能になります。これらの変更を
行った後、slurmdbdサービスを再起動して、ID 検証を有効にしたデータベースサーバーへの接続を再確
立します。

データベース認証情報の更新

Database (p. 216)/UserName (p. 217)またはの値を更新するにはPasswordSecretArn (p. 217)、まず
コンピュート群を停止する必要があります。シークレットに保存されているシークレットの値が変更さ
れ、AWS Secrets Managerその ARN は変更されていないとします。この場合、クラスターはデータベー
スパスワードを新しい値に自動的に更新しません。クラスターを新しいシークレット値に更新するには、
ヘッドノードから次のコマンドを実行します。

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh

Warning

アカウンティングデータが失われないように、コンピュートフリートが停止しているときにのみ
データベースのパスワードを変更することをお勧めします。
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データベース監視

AWSデータベースサービスの監視機能を有効にすることをお勧めします。詳細については、Amazon RDS 
モニタリングまたは Amazon Aurora モニタリングドキュメント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の GPU ジョブはサポートしていませんAWS Batch。詳細については、
「GPU ジョブ」を参照してください。

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. 36)」を参照してください。

トピック
• awsbsub (p. 103)
• awsbstat (p. 105)
• awsbout (p. 106)
• awsbkill (p. 107)
• awsbqueues (p. 107)
• awsbhosts (p. 108)

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の GPU ジョブはサポートしていませんAWS Batch。詳細については、
「GPU ジョブ」を参照してください。

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。
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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 --working-
dir 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
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。
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-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

Scheduler (p. 191)/AwsBatchQueues (p. 191)/CapacityType (p. 192)パラメーター
がに設定されている場合SPOT、マルチノードparallel ジョブはサポートされません。さら
に、AWSServiceRoleForEC2Spotはアカウントにリンクされたロールはアカウントにリン
クされたロールはアカウントにリンクされた必要があります。AWS CLIこのロールは次の必
要があります。

$ 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。

-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
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-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。

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
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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

共有ストレージ
AWS ParallelClusterは、Amazon EBS、ONTAP 用の FSx、OpenZFS 共有ストレージボリューム用の 
FSx、または Lustre 共有ストレージファイルシステム用の Amazon EBS と FSx のどちらかを使用するこ
とをサポートしています。AWS適切に設計されたフレームワークの信頼性の柱となるガイダンスに従い、
ボリュームとファイルシステムをバックアップすることをお勧めします。

HPC アプリケーション I/O 要件を満たすストレージシステムを選択してください。各ファイルシステム
は、お客様固有の使用目的に合わせて最適化することができます。詳細については、「ストレージオプ
ションの概要」を参照してください。

Amazon EBS ボリュームはヘッドノードに接続され、NFS を介してコンピューティングノードと共有され
ます。このオプションは費用対効果が高くなりますが、ストレージの規模が拡大する必要があるため、パ
フォーマンスはヘッドノードのリソースに依存します。クラスターに追加されるコンピュートノードが増
え、スループットの需要が高まるにつれて、これがボトルネックになる可能性があります。

Amazon EFS ファイルシステムは、ストレージニーズの変化に応じて拡張できます。これらのファイルシ
ステムは、さまざまなユースケースに合わせて設定することができます。Amazon EFS ファイルシステム
を使用して、クラスター上で並列化されたレイテンシーの影響を受けやすいアプリケーションを実行しま
す。

FSx for Lustre ファイルシステムでは、膨大なデータセットを毎秒数百ギガバイトのスループット、数百万
の IOPS、ミリ秒未満のレイテンシーで処理できます。FSx for Lustre ファイルシステムを使用して、要求
の厳しいハイパフォーマンスコンピューティング環境向けに FSx for Lustre ファイルシステムを使用して
ください。

ではSharedStorageセクション (p. 219)、AWS ParallelCluster外部ストレージまたは管理ストレージを
定義できます。

• 外部ストレージとは、管理する既存のボリュームまたはファイルシステムを指します。 AWS 
ParallelClusterこのストレージは作成または削除されません。
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• マネージドストレージとは、AWS ParallelCluster作成して削除できるボリュームまたはファイルシステ
ムを指します。

外部ストレージ

クラスターの作成または更新時に、AWS ParallelCluster外部ストレージをクラスターに接続するように構
成できます。同様に、クラスターが削除または更新されたときに、外部ストレージをクラスターから切り
離すように構成できます。データは保存され、クラスターのライフサイクル外でも長期的に恒久的な共有
ストレージとして使用できます。

AWS ParallelClusterマネージドストレージ

AWS ParallelClusterマネージドストレージは、デフォルトでは構成内のクラスターのライフサイクルに依
存します。SharedStorageDeletionPolicyDelete設定パラメータはデフォルトでに設定されていま
す。

デフォルトでは、以下のいずれかに当てはまる場合、AWS ParallelCluster管理対象ファイルシステムまた
はボリュームとそのデータは削除されます。

• クラスターのを削除します。
• 管理共有ストレージの構成を変更しますName。
• 管理対象共有ストレージを構成から削除します。

DeletionPolicyRetainに設定すると、管理対象の共有ファイルシステムまたはボリューム、および
データが永続化されます。データが失われないように、定期的にデータをバックアップすることをお勧め
します。AWS Backupを使用して、すべてのストレージオプションのバックアップを一元管理できます。

ライフサイクルの依存関係は、構成設定で削除できます。詳細については、「AWS ParallelCluster管理ス
トレージを外部ストレージに変換 (p. 112)」を参照してください。

共有ストレージのクォータについては、を参照してください共有ストレージのクォータ (p. 114)。

AWS ParallelCluster共有ストレージと新しいバージョンへの切り替えの詳細については、を参照してくだ
さいベストプラクティス:AWS ParallelCluster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 (p. 30)。

クラスターの作成または更新時に、AWS ParallelCluster外部ストレージをクラスターに接続するように構
成できます。同様に、クラスターが削除または更新されたときに、外部ストレージをクラスターから切り
離すように構成できます。データは保存され、クラスターのライフサイクルに依存しない長期間の永続的
な共有ストレージソリューションに使用できます。

デフォルトでは、マネージドストレージはクラスターのライフサイクルに依存します。で説明されている
構成設定を使用して依存関係を削除できますAWS ParallelCluster管理ストレージを外部ストレージに変
換 (p. 112)。

特定の設定を行うことで、サポートされている各ストレージソリューションをユースケースに合わせて最
適化できます。

共有ストレージのクォータについては、を参照してください共有ストレージのクォータ (p. 114)。

AWS ParallelCluster共有ストレージと新しいバージョンへの切り替えの詳細については、を参照してくだ
さいベストプラクティス:AWS ParallelCluster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 (p. 30)。

トピック
• 共有ストレージの設定 (p. 110)
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• での共有ストレージの操作AWS ParallelCluster (p. 112)
• 共有ストレージのクォータ (p. 114)

共有ストレージの設定
クラスターの共有ストレージの定義に使用できる設定について説明します。

トピック
• Amazon Elastic Block Store (p. 110)
• Amazon Elastic File System (p. 110)
• Amazon FSx for Lustre (p. 111)
• ONTAP 用の FSx と OpenZFS 共有ストレージ用の FSx を設定します (p. 112)

Amazon Elastic Block Store

既存の外部 Amazon EBS ボリュームをクラスターのライフサイクルに依存しない長期永続ストレージとし
て使用するには、EbsSettings (p. 221)/を指定しますVolumeId (p. 222)。

既存の外部 Amazon EBS ボリュームをクラスターのライフサイクルに依存しない長期永続ストレージとし
て使用するには、EbsSettings (p. 221)/を指定しますVolumeId (p. 222)。

指定しない場合VolumeId (p. 222)、デフォルトでは、AWS ParallelClusterEbsSettings (p. 221)ク
ラスターの作成時にマネージド EBS ボリュームが作成されます。 AWS ParallelClusterまた、クラスター
が削除されるか、ボリュームがクラスター構成から削除されたときに、ボリュームとデータが削除されま
す。

AWS ParallelClusterマネージド EBS ボリュームの場合は、クラスターが削除されたと
きDeleteRetain、Snapshotまたはボリュームがクラスター設定から削除されたときに、、AWS 
ParallelClusterまたはボリュームに指示できます。EbsSettingsDeletionPolicy (p. 223) (p. 221)デ
フォルトで、DeletionPolicy は Delete に設定されています。

Warning

AWS ParallelClusterマネージド共有ストレージの場合、DeletionPolicyDeleteはデフォルト
でに設定されています。
つまり、次のいずれかに当てはまる場合、管理対象ボリュームとそのデータは削除されます。

• クラスターのを削除します。
• SharedStorage (p. 219)管理共有ストレージの構成を変更します/ Name (p. 220)。
• 管理対象共有ストレージを構成から削除します。

データが失われないように、共有ストレージをスナップショットで定期的にバックアップするこ
とをお勧めします。Amazon EBS スナップショットの詳細については、Linux インスタンス向け 
Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットの作成」を
参照してください。データバックアップを複数管理する方法についてはAWS のサービス、AWS 
Backup開発者ガイドの「AWSBackup」を参照してください。

Amazon Elastic File System

既存の外部 Amazon EFS ファイルシステムをクラスターライフサイクル外の長期永続ストレージとして使
用するには、EfsSettings (p. 223)/FileSystemId (p. 225)を指定します。デフォルトでは、AWS 
ParallelClusterEfsSettings (p. 223)クラスターの作成時からマネージド Amazon EFS ファイルシステ
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ムを作成します。 AWS ParallelClusterまた、クラスタが削除されたとき、またはファイルシステムがクラ
スタ構成から削除されたときに、ファイルシステムとデータを削除します。

AWS ParallelClusterマネージド Amazon EFS ファイルシステムの場合
は、EfsSettings (p. 223)/DeletionPolicy (p. 226)を使用して、Deleteクラスターが削除される
か、AWS ParallelClusterファイルシステムがクラスター設定から削除されたかを指示したり、Retainそ
のいずれかを指示したりできます。デフォルトで、DeletionPolicy は Delete に設定されています。

Warning

AWS ParallelClusterマネージド共有ストレージの場合、DeletionPolicyDeleteはデフォルト
でに設定されています。
つまり、次のいずれかに当てはまる場合、管理対象ファイルシステムとそのデータは削除されま
す。

• クラスターのを削除します。
• SharedStorage (p. 219)管理共有ストレージの構成を変更します/ Name (p. 220)。
• 管理対象共有ストレージを構成から削除します。

データが失われないように、共有ストレージを定期的にバックアップすることをお勧めします。
個々の Amazon EFS ボリュームをバックアップする方法の詳細については、Amazon EFS ファイ
ルシステムユーザーガイドの「Amazon EFS ファイルシステムのバックアップ」を参照してくだ
さい。データバックアップを複数管理する方法についてはAWS のサービス、AWS Backup開発者
ガイドの「AWSBackup」を参照してください。

Amazon FSx for Lustre

既存の外部 FSx for Lustre ファイルシステムをクラスターライフサイクル外の長期永続ストレージとして
使用するには、FsxLustreSettings (p. 226)/を指定しますFileSystemId (p. 230)。

FsxLustreSettings (p. 226)/を指定しない場合FileSystemId (p. 230)、デフォルトでは、AWS 
ParallelClusterFsxLustreSettings (p. 226)クラスターの作成時にマネージド FSx for Lustre ファイル
システムが作成されます。 AWS ParallelClusterまた、クラスタが削除されたとき、またはファイルシステ
ムがクラスタ構成から削除されたときに、ファイルシステムとデータを削除します。

AWS ParallelClusterマネージド FSx for Lustre ファイルシステムの場合、クラスタが削除
されたとき、DeleteRetainまたはファイルシステムがクラスタ構成から削除されたとき
に、FsxLustreSettings (p. 226)/DeletionPolicy (p. 232)AWS ParallelClusterを使用してファイ
ルシステムに指示できます。デフォルトで、DeletionPolicy は Delete に設定されています。

Warning

AWS ParallelClusterマネージド共有ストレージの場合、DeletionPolicyDeleteはデフォルト
でに設定されています。
つまり、次のいずれかに当てはまる場合、管理対象ファイルシステムとそのデータは削除されま
す。

• クラスターのを削除します。
• SharedStorage (p. 219)管理共有ストレージの構成を変更します/ Name (p. 220)。
• 管理対象共有ストレージを構成から削除します。

データが失われないように、共有ストレージを定期的にバックアップすることをお勧めしま
す。SharedStorage (p. 219)/FsxLustreSettings (p. 226)/AutomaticBackupRetentionDays (p. 229)と
を使用してクラスターのバックアップを定義できま
すDailyAutomaticBackupStartTime (p. 229)。データバックアップを複数管理する方法に
ついてはAWS のサービス、AWS Backup開発者ガイドの「AWSBackup」を参照してください。
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ONTAP 用の FSx と OpenZFS 共有ストレージ用の FSx を設定します

ONTAP 用 FSx と OpenZFS 用 FSx では、FsxOntapSettings (p. 232)/VolumeId (p. 232)と
FsxOpenZfsSettings (p. 233)/VolumeId (p. 233)を使用して、クラスタ用の外部既存ボリュームの
マウントを指定できます。

AWS ParallelClusterマネージド共有ストレージは、ONTAP 用 FSx と OpenZFS 用 FSx ではサポートされ
ていません。

での共有ストレージの操作AWS ParallelCluster
AWS ParallelCluster共有ストレージの操作について学んでください。

トピック
• AWS ParallelCluster共有ストレージに関する考慮事項 (p. 112)
• AWS ParallelCluster管理ストレージを外部ストレージに変換 (p. 112)

AWS ParallelCluster共有ストレージに関する考慮事項

で共有ストレージを操作する場合は、次の点を考慮してくださいAWS ParallelCluster。

• AWS Backupファイルシステムデータをバックアップするか、別の方法ですべてのストレージシステム
のバックアップを管理します。

• 共有ストレージを追加するには、設定ファイルに共有ストレージセクションを追加し、クラスターを作
成または更新します。

• 共有ストレージを削除するには、設定ファイルから共有ストレージセクションを削除し、クラスターを
更新します。

• AWS ParallelCluster既存の管理共有ストレージを新しい管理対象ストレージに置き換えるに
は、SharedStorage (p. 219)/Name (p. 220)の値を変更してクラスターを更新します。

Warning

デフォルトでは、Name新しいパラメーターを使用してクラスターの更新を実行すると、AWS 
ParallelCluster既存の管理対象ストレージとデータが削除されます。Name既存の管理対象共有
ストレージデータを変更して保持する必要がある場合は、クラスターを更新する前に、必ず
データをに設定するか、バックアップしてください。DeletionPolicyRetain

• AWS ParallelCluster管理対象ストレージのデータをバックアップしていない場合Delete、クラスター
が削除されるか、管理対象ストレージがクラスター構成から削除されてクラスターが更新されたとき
に、データが削除されます。DeletionPolicy

• AWS ParallelCluster管理対象ストレージのデータをバックアップしていない場合
はRetain、DeletionPolicyクラスターが削除される前にファイルシステムがデタッチされ、外部
ファイルシステムとして別のクラスターに再接続できます。データは保持される。

• AWS ParallelCluster管理対象ストレージがクラスター構成から削除された場合はRetain、クラスター
データを保持したまま、外部ファイルシステムとしてクラスターに再接続できます。DeletionPolicy

• AWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 以
降、SharedStorageEfsSettings (p. 223) (p. 219)/EncryptionInTransitIamAuthorization (p. 224) (p. 224)と
設定を設定することで Amazon EFS ファイルシステムマウントのセキュリティを強化できます。

AWS ParallelCluster管理ストレージを外部ストレージに変換

AWS ParallelClusterマネージドストレージを外部ストレージに変換する方法をご覧ください。

手順は、次の設定ファイルスニペットの例に基づいています。
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... 
  - MountDir: /fsx 
    Name: fsx 
    StorageType: FsxLustre 
    FsxLustreSettings: 
      StorageCapacity: 1200 
      DeletionPolicy: Delete
...

AWS ParallelCluster管理ストレージを外部ストレージに変換

1. Retainクラスタ設定ファイルで、DeletionPolicyをに設定します。

... 
   - MountDir: /fsx 
     Name: fsx 
     StorageType: FsxLustre 
     FsxLustreSettings: 
       StorageCapacity: 1200 
       DeletionPolicy: Retain
...

2. DeletionPolicy変更を設定するには、次のコマンドを実行してください。

pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml

3. SharedStorageクラスター設定ファイルからセクションを削除します。

...

...

4. SharedStorageSharedStorage管理対象を外部に変更してクラスターから切り離すには、次のコマ
ンドを実行します。

pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml

5. これで、共有ストレージが外部になり、クラスターから切り離されました。
6. 外部ファイルシステムを元のクラスターまたは別のクラスターに接続するには、次の手順に従いま

す。

a. FSx for Lustre ファイルシステム ID を取得します。

i. を使用するには、AWS CLI次のコマンドを実行して、元のクラスターの名前を含む名前の
ファイルシステムを探し、ファイルシステム ID を書き留めます。

aws fsx describe-file-systems

ii. を使用するにはAWS Management Console、ログインして https://console.aws.amazon.com/
fsx/ にアクセスしてください。ファイルシステムのリストで、元のクラスターの名前を含む
名前のファイルシステムを探し、ファイルシステム ID を書き留めます。

b. ファイルシステムのセキュリティグループルールを更新して、ファイルシステムとクラスターサ
ブネットへのアクセスとからのアクセスを提供します。ファイルシステムのセキュリティグルー
プの名前と ID は Amazon FSx コンソールで確認できます。

ファイルシステムのセキュリティグループに、ヘッドノードとコンピュートノードの IP CIDR 範
囲またはプレフィックスを送受信する TCP トラフィックを許可するルールを追加します。インバ
ウンドとアウトバウンドのTCPトラフィック用に、TCPポート988、1021、1022、1023を指定し
ます。
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詳細については、バージョン 2AWS Command Line Interface のユーザーガイドの
「SharedStorageFsxLustreSettings (p. 226) (p. 219)//FileSystemId (p. 230)」と
「Amazon EC2 のセキュリティグループの作成、設定、削除」を参照してください。

c. SharedStorageセクションをクラスター構成に追加します。

... 
   - MountDir: /fsx 
     Name: fsx-external 
     StorageType: FsxLustre 
     FsxLustreSettings: 
       FileSystemId: fs-02e5b4b4abd62d51c
...

d. クラスターに外部共有ストレージを追加するには、次のコマンドを実行します。

pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml

共有ストレージのクォータ
SharedStorageクラスタを設定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
タに基づいて新しい共有ファイルストレージを作成します。

各クラスターにマウントされたファイルストレージクォータ

ファイル共有ストレー
ジタイプ

AWS ParallelClusterマ
ネージドストレージ

外部ストレージ クォータ正味合計

Amazon EBS 5 5 5

襲撃 1 0 1

Amazon EFS 1 20 21

Amazon FSx for † 1 FSx for Lustre 20 21

Note

このクォータの表は、AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 で追加されました。

† 既存の NetApp ONTAP 用 Amazon FSx と OpenZFS システム用 Amazon FSxAWS ParallelCluster のマ
ウントのみをサポートします。ONTAP 用の FSx および OpenZFS システム用の FSx の新規作成はサポー
トされていません。

Note

AWS Batchスケジューラーとして使用する場合、FSx for Lustre はクラスターヘッドノードでのみ
使用できます。

AWS ParallelClusterリソースとタグ付け
AWS ParallelClusterを使用すると、AWS ParallelClusterリソースを追跡および管理するためのタグを作成
できます。AWS CloudFormation作成するタグを定義し、Tagsセクション (p. 236)クラスター構成ファ
イルのすべてのクラスターリソースに伝達します。AWS ParallelCluster自動的に生成されるタグを使用し
てリソースを追跡および管理することもできます。
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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 ParallelClusterAWSこのセクションで定
義されているおよびシステムタグが付けられます。

AWS ParallelClusterクラスターインスタンス、ボリューム、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 CloudFormationAWSシステムタグをクラスターインスタンスに適用しま
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。これらのタグを使用して、AWS ParallelClusterリソースを表示および管理できます。

AWSシステムタグは変更できません。AWS ParallelCluster機能への影響を避けるため、AWS 
ParallelClusterタグは変更しないでください。

以下に示しているのは、AWSAWS ParallelClusterリソースのシステムタグの例です。変更することはでき
ません。

"aws:cloudformation:stack-name"="clustername"

AWS ParallelClusterリソースに適用されるタグの例を次に示します。変更しないでください。

"parallelcluster:cluster-name"="clustername"

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. https://console.aws.amazon.com/ec2/ にある EC2 コンソールをナビゲートしてください。
2. すべてのクラスタータグを表示するには、ナビゲーションペインで [タグ] を選択します。
3. クラスタータグをインスタンスごとに表示するには、ナビゲーションペインで [Instances] を選択しま

す。
4. クラスターインスタンスを選択します。
5. インスタンスの詳細で [タグを管理] タブを選択し、タグを表示します。
6. インスタンスの詳細で [ストレージ] タブを選択します。
7. ボリューム ID を選択します。
8. [Volumes] で、ボリュームを選択します。
9. ボリュームの詳細で「タグ」タブを選択し、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:region-
id:ACCOUNTID:stack/clustername/
1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0
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キー タグ値

parallelcluster:version 3.5.1

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 3.5.1

AWS ParallelClusterコンピュートノードインスタンスタグ

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 3.5.1

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

parallelcluster:cluster-name clustername

parallelcluster:compute-resource-name compute-resource-name

parallelcluster:node-type Compute

parallelcluster:queue-name queue-name

parallelcluster:version 3.5.1

CloudWatch アマゾンダッシュボード
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 CloudWatch Logs に保存されたログの確認
が容易になります。ダッシュボードの名前は ClusterName-Region です。ClusterNameは
クラスターの名前で、RegionAWS リージョン はクラスターの名前です。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。

次の画像は、 CloudWatch クラスターのダッシュボード例を示しています。
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ダッシュボードの最初のセクションには、Head Node EC2 メトリックのグラフが表示されます。クラス
ターに共有ストレージがある場合、次のセクションには共有ストレージのメトリックが表示されます。最
後のセクションには、ログ、スケジューラーのログ、NICE DCV統合ログ、およびシステムログごとにグ
ループ化されたヘッドノードログが一覧表示されます。AWS ParallelCluster

Amazon CloudWatch ダッシュボードの詳細については、Amazon  CloudWatch ユーザーガイド
の「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」を参照してください。

Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成したくない場合
は、Monitoring (p. 235)/DashboardsCloudWatch (p. 236) (p. 236)/Enabled (p. 236)falseを
に設定して無効にしてください。

Amazon CloudWatch ログとの統合
CloudWatch ログの詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」を参照してくだ
さい。 CloudWatch ログ統合を設定するには、Monitoring (p. 235)セクションを参照してくださ
い。 CloudWatch を使用して設定にカスタムログを追加する方法についてはappend-config、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの 「 CloudWatch 複数のエージェント設定ファイル」を参照してください。

Amazon CloudWatch ログクラスターログ
ロググループは、クラスターごとに名前/aws/parallelcluster/cluster-name-
<timestamp> (例:/aws/parallelcluster/testCluster-202202050215) で作成
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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) ログデータは、 CloudWatch
CloudWatch rootすべてのクラスターインスタンスと同様に実行されるエージェントによって送信されま
す。

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。このダッシュボー
ドでは、Logs CloudWatch に保存されているログを確認することができます。詳細については、「
CloudWatch アマゾンダッシュボード (p. 116)」を参照してください。

このリストには、プラットフォーム、スケジューラー、####################logIdentifier erと
パスが含まれています。

プラットフォーム、スケジューラー、ノードで利用可能なログストリーム

[Platforms] 
(プ
ラット
フォー
ム)

スケ
ジュー
ラ

ノード ログストリーム

Amazon

セント
ス

Ubuntu

awsbatch

スラー
ム

HeadNodeDCV オーセンティケーター:/var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_authenticator.log

dcv-ext-authenticator: /var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_connect.log

DCV エージェント:/var/log/dcv/agent.*.log

履歴書セッション:/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log

DCV サーバ:/var/log/dcv/server.log

dcv-session-launcher: /var/log/dcv/sessionlauncher.log

Xdcv:/var/log/dcv/Xdcv.*.log

CFN-初期化:/var/log/cfn-init.log

シェフクライアント:/var/log/chef-client.log

Amazon

セント
ス

Ubuntu

awsbatch

スラー
ム

ComputeFleet

HeadNode

クラウド初期化:/var/log/cloud-init.log

スーパーバイザー:/var/log/supervisord.log

Amazon

セント
ス

Ubuntu

スラー
ム

ComputeFleetcloud-init-output: /var/log/cloud-init-output.log

computemgtd:/var/log/parallelcluster/computemgtd

スラムド:/var/log/slurmd.log

slurm_prolog_epilog:/var/log/parallelcluster/
slurm_prolog_epilog.log

Amazon

セント
ス

スラー
ム

HeadNodeSSD:/var/log/sssd/sssd.log

sssd ドメインデフォルト:/var/log/sssd/sssd_default.log
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[Platforms] 
(プ
ラット
フォー
ム)

スケ
ジュー
ラ

ノード ログストリーム

Ubuntu pam_ssh_key_generator:/var/log/parallelcluster/
pam_ssh_key_generator.log

クラスタステータス mgtd:/var/log/parallelcluster/
clusterstatusmgtd

クラスタ管理:/var/log/parallelcluster/clustermgtd

コンピュートコンソール出力:/var/log/parallelcluster/
compute_console_output

slurm_resume:/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log

slurm_suspend:/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log

slurmctld:/var/log/slurmctld.log

slurm_fleet_status_manager:/var/log/parallelcluster/
slurm_fleet_status_manager.log

Amazon

セント
ス

awsbatch

スラー
ム

ComputeFleet

HeadNode

システムメッセージ:/var/log/messages

Ubuntu awsbatch

スラー
ム

ComputeFleet

HeadNode

システムログ:/var/log/syslog

を使用するクラスター内のジョブは、、AWS BatchFAILED CloudWatch またはの状態に達したジョブの
出力をログに保存します。RUNNINGSUCCEEDED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、これらのログは期限切れ
にならないように設定されていますが、保存期間は変更できます。詳細については、Amazon CloudWatch 
Logs User Guideの「 CloudWatch ログデータ保管期間の変更」を参照してください。

Amazon CloudWatch ログビルドイメージログ
カスタムビルドイメージごとに、という名前のロググループが作成されます/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-<image-id>。{pcluster-version} /1 という名前のユニークなログスト
リームには、ビルドイメージプロセスの出力が含まれます。

ログには pcluster (p. 144)image コマンドを使用してアクセスできます。詳細については、「AWS 
ParallelClusterカスタム AMI (p. 133)」を参照してください。

EC2 コンソール出力ログ
AWS ParallelCluster静的コンピュートノードインスタンスが予期せず終了したことを検出すると、一定時
間が経過すると、終了したノードインスタンスから EC2 コンソール出力を取得しようとします。これによ
り、コンピュートノードが Amazon と通信できなかった場合でも CloudWatch、ノードが終了した理由に
関する有用なトラブルシューティング情報をコンソール出力から取得できます。このコンソール出力は、/
var/log/parallelcluster/compute_console_outputヘッドノードのログに記録されます。EC2 
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コンコンソール用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのイン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド

デフォルトでは、AWS ParallelCluster終了したノードのサンプルサブセットからのみコンソール出力を取
得します。これにより、多数の終了による複数のコンソール出力要求でクラスターヘッドノードが過負荷
になるのを防ぐことができます。デフォルトでは、終了が検出されてからコンソール出力が取得されるま
で 5AWS ParallelCluster 分間待機して、EC2 がノードから最終的なコンソール出力を取得する時間を与え
ます。

サンプルサイズと待機時間のパラメータ値は、/etc/parallelcluster/slurm_plugin/
parallelcluster_clustermgtd.confヘッドノードのファイルで編集できます。

AWS ParallelClusterこの機能はバージョン 3.5 で追加されました。

EC2 コンソール出力コンソール出力パラメータ
/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.confヘッドノードの
ファイルにある次の EC2 コンソール出力パラメータの値を編集できます。

compute_console_logging_enabled

コンソール出力ログ収集を無効にするには、に設定しま
すcompute_console_logging_enabledfalse。デフォルトは true です。

コンピュ再編成再編成再編成再編成編成再編成編成再編成編成編成編成編成再編成編成編成再編成編成編
成編成編成編成編成

compute_console_logging_max_sample_size

compute_console_logging_max_sample_sizeAWS ParallelCluster予期しない終了を検出するたび
にコンソール出力を収集するコンピュートノードの最大数を設定します。この値が以下の場合1、AWS 
ParallelCluster終了したすべてのノードからコンソール出力を取得します。デフォルト値は 1 です。

コンピュ再編成再編成再編成再編成編成再編成編成再編成編成編成編成編成再編成編成編成再編成編成編
成編成編成編成編成

compute_console_wait_time

compute_console_wait_timeAWS ParallelClusterノード障害を検出してからそのノードからコンソー
ル出力を収集するまでの待機時間を秒単位で設定します。EC2 が停止したノードから最終出力を収集する
のにもっと時間が必要だと判断した場合は、待機時間を増やすことができます。デフォルト秒秒秒秒秒秒
秒秒秒秒です。

コンピュ再編成再編成再編成再編成編成再編成編成再編成編成編成編成編成再編成編成編成再編成編成編
成編成編成編成編成

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。

EFAAWS ParallelClusterSlurm をスケジューラーと一緒に使用するに
は、SlurmQueues (p. 194)/ComputeResourcesEfa (p. 205) (p. 202)/Enabled (p. 206)をに設定
しますtrue。
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EA
Fabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab

EFA 対応インスタンスは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で起動さ
れます。でプレイスメントグループを設定する方法の詳細についてはAWS ParallelCluster、
「SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)/」を参照してくださいPlacementGroup (p. 200)。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「エラスティックファブリッ
クアダプタ」と「エラスティックファブリックアダプタで HPC ワークロードをスケーリング」、AWS 
ParallelClusterAWSおよびオープンソースブログを参照してください。

Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) abFabAFabAFabAFabFabAFab 詳細については、「スケ
ジュール (p. 189)//ネットワーク SlurmQueues (p. 194) (p. 197)/」を参照してくださ
いSubnetIds (p. 197)。

Note

デフォルトでは、Ubuntuディストリビューションはptrace (プロセストレース) 保護を有効に
します。 ptraceLibfabric が正しく動作するように保護が無効になっています。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「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 MPIAWS ParallelCluster は AMI でalinux2、、centos7ubuntu1804、および
Image (p. 177)/ubuntu2004Os (p. 177)設定の値を使用できます。

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         
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0   null
module-git                     openmpi/4.1.4
module-info                    use.own

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

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
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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Amazon API Gateway AWS CloudFormationテンプレートとして
配布され、主にAWS ParallelCluster機能を公開するAWS Lambda関数で構成されています。

下の図は、AWS ParallelCluster API インフラストラクチャのハイレベルアーキテクチャ図です。
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AWS ParallelClusterAPI ドキュメンテーション
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

where<REGION> は APIAWS リージョン をデプロイする必要がある場所、<VERSION>AWS 
ParallelClusterはバージョン (例:3.5.1) です。

AWS LambdaAWS ParallelCluster機能を実装した機能のデプロイに使用した Docker イメージは、以下の
サイトで公開しています。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のユーザーは、自
動的にAWS ParallelCluster API リソースを管理する権限を継承します。AWS アカウント

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=3.5.1
$ 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。
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以下に示すパラメータはすべてオプションです。

• 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。AWS 
リージョンこの値には、アクセスを制限するために、デプロイする API に設定してください。

• ParallelClusterFunctionRole-これは、AWS LambdaAWS ParallelCluster機能を実装するの機能に割り当
てられる IAM ロールよりも優先されます。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。

• CustomDomainNameCustomDomainCertificate、CustomDomainHostedZoneId-これらのパラ
メータを使用して Amazon API Gateway エンドポイントのカスタムドメインを設定します。
CustomDomainNameCustomDomainCertificateは、使用するドメインの名前、AWSはこのドメイ
ン名のマネージド証明書の ARN、CustomDomainHostedZoneIdおよびレコードを作成する Amazon 
Route 53 ホストゾーンの ID です。

Warning

カスタムドメイン設定を構成して、API の最小バージョンのトランスポート層セキュリティ 
(TLS) を適用できます。詳細については、API Gateway におけるカスタムドメインの最小TLS 
バージョンの選択を参照してください。

• EnableIamAdminAccess-デフォルトでは、のAWS ParallelCluster API オペレーションを実行
するAWS Lambdaの機能には、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、「AWS ParallelClusterIAM リ
ソースを管理するためのユーザーサンプルポリシー (p. 52)」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 を受け入
れ、EnableIamAdminAccessがに設定されている場合にのみ使用できますtrue。IAM ポリシーが指定
されている場合、APIAWS Lambda 関数に付与される 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. 54)」を参照してく
ださい。

• CreateApiUserRole-デフォルトでは、AWS ParallelCluster API のデプロイには、API を呼び出す権限
を持つ唯一のロールとして設定された IAM ロールの作成が含まれます。 Amazon API Gateway エンド
ポイントは、実際にはリソースベースのポリシーで設定され、作成されたユーザーのみに呼び出し権限
を付与します。 CreateApiUserRole=falseこのような制限設定を解除し、選択した IAM ユーザー
に API へのアクセスを許可すること。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、API Gateway デベロッパーガイドの「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」を参照してください。
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Warning

ParallelClusterApiUserRoleには、すべてのAWS ParallelCluster API オペレーション
を呼び出す権限があります。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。

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 AWS CloudFormation スタックを削除することで既存の API を削除し、上記のよ
うに新しい API をデプロイします。

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=3.5.1
$ 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。

AWS ParallelClusterAPI を呼び出す
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。
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$ 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 を呼び出すことで取得できます AssumeRole。

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. 349)チュートリア
ルを参照してください。

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、
ユーザー IAM ポリシーの制限によりユーザーが直接制御できないAWSリソースの作成も含まれま
す。たとえば、AWS ParallelClusterクラスターの作成には、その設定によっては、Amazon EC2 
インスタンス、Amazon Route 53、Amazon Elastic File System ファイルシステム、Amazon FSx 
ファイルシステム、IAM ロール、AWS のサービスおよびユーザーが直接制御できない他のユー
ザーが使用するリソースのデプロイが含まれる場合があります。AWS ParallelCluster
Warning

AdditionalIamPolicies構成で指定してクラスターを作成する場合、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
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- !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

他の追加ポリシーが必要な場合は、次のいずれかを実行します。

• DefaultParallelClusterIamAdminPolicy次のインを編集します。

https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml

ArnLike/iam:PolicyARNセクションにポリシーを追加します。
• AdditionalIamPolicies構成ファイルでのポリシーの指定を省略し、AWS ParallelClusterク

ラスター内で作成されたインスタンスロールにポリシーを手動で追加します。

API ログとメトリクスへのアクセス
API ログは、Amazon CloudWatch に公開されますが、その保存期間は 30 日間です。API デプロイに関連
する LogGroup 名前を取得するには、以下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. 178) 構成から
Dcv (p. 183) 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

このようにして、ヘッドノードを DCVAWS ParallelCluster サーバーのストレージフォルダー
に設定します/home/<DEFAULT_AMI_USER>。NICE DCV 設定パラメータの詳細については、
「HeadNode (p. 178)/」を参照してくださいDcv (p. 183)。NICE DCV セッションに接続するに
は、pcluster dcv-connect (p. 149) コマンドを使用します。

128

https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/manage-storage.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/manage-storage.html


AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
pcluster update-cluster を使用する

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-connect (p. 149) 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. 387)」
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. 172) 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. 203)
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。

を実行する前に、pcluster update-cluster (p. 172)--dryrun optionを使用して変更を確認でき
ます。詳細については、「pcluster update-cluster の例 (p. 131)」を参照してください。

トラブルシューティングの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. 362)。

ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシー
更新ポリシー: 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. 172) を使ってクラスターを更新できるよ
うになります。

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。元の新しいクラスターを削
除で変更するためには、新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新し
い新しい新しいクラスターを削除 新しいクラスターを作成するには、を使用しますpcluster 
create-cluster (p. 147)。元のクラスターを削除するには、を使用しますpcluster delete-
cluster (p. 150)。
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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-cluster (p. 172) 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元に戻すか、新しいコンピューティングフリートを元に
戻すか、新しいコンピューティングフリートを元に戻すか、pcluster update-compute-
fleet (p. 173)新しいコンピューティングフリートを コンピュートフリートが停止したら、
クラスタ (pcluster update-cluster (p. 172)) を更新して変更を有効にできます。たとえ
ば、/-SlurmQueuesComputeResourcesName (p. 203) (p. 202) (p. 194)/MinCount (p. 204)> 
0Slurm のスケジューラーを使用している場合、コンピュートフリートが起動します。

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必要が
ある必要がある必要がある必要がある必要がある場合は、元の新しい新しい新しい新しい新しい新
しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい
新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新し
い新しい新しい新しい新しい新しいクラスターを作成する必要があります。元の新しいクラスター
を削除で変更するためには、新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新
しい新しい新しいクラスターを削除 新しいクラスターを作成するには、を使用しますpcluster 
create-cluster (p. 147)。元のクラスターを削除するには、を使用しますpcluster delete-
cluster (p. 150)。

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 (を使用しますpcluster update-compute-
fleet (p. 173)) し、する必要があります。コンピュートフリートが停止したら、クラスタ 
(pcluster update-cluster (p. 172)) を更新して変更を有効にできます。

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 (を使用しますpcluster update-compute-fleet (p. 173)) し、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
グフリートを現在のサイズより小さくなる場合は、コンピュートフリートが停止したら、クラスタ 
(pcluster update-cluster (p. 172)) を更新して変更を有効にできます。

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。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。元の新しいクラスターを削
除で変更するためには、新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新し
い新しい新しいクラスターを削除 新しいクラスターを作成するには、を使用しますpcluster 
create-cluster (p. 147)。元のクラスターを削除するには、を使用しますpcluster delete-
cluster (p. 150)。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 215)

これらの設定は変更可能ですが、この設定は変更可能ですが、コンピュートフリートを停止 (使
用pcluster update-compute-fleet (p. 173)) するか、QueueUpdateStrategy (p. 215)設定
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する必要があります。QueueUpdateStrategy (p. 215)コンピュートフリートを停止または設定し
たら、クラスタ (pcluster update-cluster (p. 172)) を更新して変更を有効にできます。

Note

ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーAWS ParallelCluster

更新ポリシー: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場合はコン
ピュート群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。pcluster update-cluster (p. 172)新し
いポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー

リストから既存の値を削除するには、コンピュートフリートを停止する必要があります (を使用し
てpcluster update-compute-fleet (p. 173))。

たとえば、Slurmスケジューラーを使用してに新しいキューを追加する場合SlurmQueues (p. 194)、
コンピュートフリートを停止せずに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. 194)、まず (を使用してpcluster update-compute-fleet (p. 173)) コン
ピュート群を停止する必要があります。

Note

ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーAWS ParallelCluster

更新ポリシー:このリスト値の設定では、コンピュートフリートを停止する
か、QueueUpdateStrategy (p. 215)新しい値を追加するように設定する必要があります。既存の値を
削除するときは、コンピュート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。コンピュートフリートを停止 (使用pcluster 
update-compute-fleet (p. 173)) するか、QueueUpdateStrategy (p. 215)設定する必要があ
ります。QueueUpdateStrategy (p. 215)コンピュートフリートを停止または設定したら、クラス
タ (pcluster update-cluster (p. 172)) を更新して変更を有効にできます。

リストから既存の値を削除するには、コンピュートフリートを停止する必要があります (を使用し
てpcluster update-compute-fleet (p. 173))。

Note

ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーAWS ParallelCluster

更新ポリシー:マネージドプレイスメントグループを削除するには、すべてのコンピュートノー
ドを停止する必要があります。更新時にこの設定を変更するには、コンピュート群を停止する
か、QueueUpdateStrategy (p. 215)設定する必要があります。

マネージドプレイスメントグループを削除するには、コンピュートフリートを停止 (使用pcluster 
update-compute-fleet (p. 173)) する必要があります。コンピュートフリートを停止する前にク
ラスター更新を実行してマネージドプレイスメントグループを削除すると、無効な設定メッセージが
返され、更新は続行されません。コンピュート群を停止すると、どのインスタンスも実行されていな
いことが保証されます。

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。
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$ 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": "3.5.1", 
    "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" 
    }, 
    { 
      "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType", 
      "requestedValue": "c4.xlarge", 
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      "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[queue1-
t2micro].InstanceType", 
      "requestedValue": "c4.xlarge", 
      "currentValue": "t2.micro" 
    }, 
    { 
      "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir", 
      "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir", 
      "currentValue": "/shared" 
    } 
  ]
}

AWS ParallelClusterカスタム AMI
のカスタム AMI を構築する必要があるシナリオがあります。AWS ParallelClusterこのセクションでは、カ
スタムAWS ParallelCluster AMI を構築する際に考慮すべき点について説明します。

カスタムAWS ParallelCluster AMI

1. ビルドイメージ設定ファイルを作成し (p. 242)、pcluster CLI を使用して EC2 Image Builder でイ
メージをビルドします。このプロセスは自動化され、繰り返し可能で、監視にも対応しています。詳細
については、pcluster (p. 144)イメージコマンドを参照してください。

2. AWS ParallelClusterAMI からインスタンスを作成し、ログインして手動で変更を加えます。最後
に、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。このプロセスに
かかる時間は短くなります。ただし、自動化も繰り返し実行もできず、pcluster CLIのイメージ監視
コマンドの使用もサポートされていません。

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. 314)。
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AWS ParallelClusterAMI のカスタマイズに関する考慮事項
カスタムイメージの作成方法にかかわらず、事前の検証テストを実施し、作成中のイメージのステータス
を監視する準備を組み込むことをお勧めします。

を使用してカスタム AMI をビルドするにはpcluster、EC2 Image Builder
BuildImage (p. 177) (p. 243)がカスタムイメージのビルドに使用するアンドセクションを含むビルド
イメージ設定ファイルを作成します (p. 242)。Buildこのセクションでは、Image Builder がイメージを
ビルドするために必要なものを指定します。これには ParentImage (p. 243)(ベースイメージ)、および
が含まれますComponents (p. 245)。Image Builder コンポーネントは、イメージを作成する前にインス
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
ために必要な一連のステップを定義します。AWS ParallelClusterコンポーネントの例については、「カス
タム AMI」を参照してください。Imageこのセクションでは、画像のプロパティを指定します。

pcluster build-image (p. 145)から呼び出されてカスタムイメージを作成すると、Image BuilderAWS 
ParallelClusterAWS ParallelCluster はクックブックのビルドイメージ設定を使用してをブートストラップ
しますParentImage (p. 243)。Image Builder は、コンポーネントをダウンロードし、ビルドと検証の
フェーズを実行し、AMI を作成し、AMI からインスタンスを起動し、テストを実行します。プロセスが完
了すると、Image Builder は新しいイメージまたは停止メッセージを生成します。

カスタムコンポーネントの検証テストを実行
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 の処理には最大 1 時間かかる場合があるため、事前にコンポーネントをテストすること
をお勧めします。これで大幅に時間を節約できます。

スクリプトケース

ビルドイメージプロセスの外部で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

ビルドイメージプロセスの外部で、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。要件のリストについては、Image Builder ユーザーガイドの「コンポーネントマネージャー」を
参照してください。

検証が成功したら、コンポーネントをビルドイメージ設定に追加します

カスタムコンポーネントが動作していることを確認したら、ビルドイメージ設定ファイルに追加しま
す (p. 242)。

pclusterデバッグに役立つコマンドを使用して Image Builder 
プロセスを監視します
describe-image (p. 155)

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. 169)

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get-
image-log-events (p. 163)。

get-image-log-events (p. 163)

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。

たとえば、以下のコマンドを使用して、ビルドイメージイベントを行うことができます。
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$ watch -n 1 'pcluster get-image-log-events -i <image-id> \ 
        --log-stream-name/1 <pcluster-version> \ 
        --query "events[*].message" | tail -n 50'

get-image-stack-events (p. 165)

このコマンドを使用して、Image Builder が作成する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. 159)

このコマンドを使用してイメージログを保存します。

AWS ParallelClusterログと Amazon の詳細については CloudWatch、「」Amazon CloudWatch ログビル
ドイメージログ (p. 119) と「」を参照してください CloudWatch アマゾンダッシュボード (p. 116)。

その他の考慮事項
AWS ParallelCluster新しいリリースとカスタム AMI

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。

カスタムブートストラップアクション

カスタムbootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)こ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、future 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
だくかどうかをご確認いただくことをお勧めします。

カスタム AMI を使用する

クラスタ設定の/
と/-Image (p. 177)/////NameImage (p. 201) (p. 195)/CustomAmiCustomAmi (p. 202) (p. 178)セ
クションのカスタム AMI を指定できます。SchedulingSlurmQueues (p. 194) (p. 189)

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、を参照してくださいカスタム AMI の
問題のトラブルシューティング (p. 395)。

ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してイ
ンスタンスを起動する
オンデマンドキャパシティー予約 (ODCR) を使用すると、特定のアベイラビリティーゾーンで Amazon 
EC2 インスタンスのキャパシティーを予約できます。これにより、キャパシティーの予約を作成および管
理できます。Savings Plings Plings Plings Plings PlSavings Plans またはリザーブドインスタンスのキャパ
シティーの予約を作成および管理できます。

targetedオンデマンドキャパシティ予約 (ODCR) を設定できますopen。Open ODCR は ODCR 属性に
一致するすべてのインスタンスを対象とします。これらの属性は、インスタンスタイプ、プラットフォー
ム、およびアベイラビリティーゾーンです。クラスター構成で Targeted ODCR を明示的に定義する必
要があります。ODCRopen がまたはかどうかを判断するにはtargeted、AWS CLI EC2 describe-
capacity-reservationコマンドを実行します。

クラスタープレイスメントグループオンデマンドキャパシティ予約 (CPG ODCR) と呼ばれるクラスタープ
レイスメントグループに ODCR を作成することもできます。

複数の ODCR を 1 つのリソースグループにまとめることができます。これはクラスター設定ファイルで
定義できます。リソースグループの詳細については、「リソースグループとは」を参照してください。
『Resource Groups とタグユーザーガイド』を参照してください。
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ODCR をと一緒に使用するAWS ParallelCluster
AWS ParallelClusterオープン ODCR をサポートします。ODCR を使用するときは、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用に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新しいプレイスメントグループを作成してもらうこ
とができます。

クラスタ構成の ODCR
AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降では、EC2 実行インスタンスのオーバーライドを指定しなくて
も、クラスター設定ファイルで ODCR を定義できます。

まず、それぞれのリンク先のドキュメントに記載されている方法を使用して、キャパシティ予約とリ
ソースグループを作成します。AWS CLIメソッドを使用してキャパシティ予約グループを作成する必要
があります。を使用する場合AWS Management Console、タグベースまたはスタックベースのリソース
グループのみを作成できます。AWS CLIキャパシティを予約してインスタンスを起動する場合、AWS 
ParallelClusterタグベースとスタックベースのリソースグループはまたはではサポートされません。

キャパシティ予約とリソースグループを作成した
ら、SlurmQueues (p. 194)/CapacityReservationTarget (p. 195)または
SlurmQueues (p. 194)//で定義しま
すCapacityReservationTarget (p. 206)。ComputeResources (p. 202)

廃止/非推奨-EC2 インスタンスオーバーライドによるターゲット ODCR
Warning

• AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降、この方法はお勧めしません。このセクションは、
以前のバージョンを使用する実装の参考資料として残っています。

• このメソッドは、Slurm による複数インスタンスタイプの割り当てと互換性がありません。

targetedODCR Support はAWS ParallelCluster 3.1.1 で追加されました。このリリースで
は、EC2RunInstances パラメータをオーバーライドし、設定されている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すメカニズムが導入されましたAWS ParallelCluster。このメカニ
ズムはtargeted ODCR と互換性があります。ただし、targeted ODCR を使用する場合は、run-
instancesオーバーライド構成を指定する必要があります。ターゲット ODCR はAWS CLI EC2 run-
instancesコマンドで明示的に定義する必要があります。ODCRopen がまたはかどうかを判断するに
は、AWS CLI EC2targeted コマンドを実行しますdescribe-capacity-reservation。

複数の ODCR を 1 つのリソースグループにまとめることができます。これを実行インスタンスのオーバー
ライドで使用すると、同時に複数の ODCR をターゲットにできます。

targetedODCR を使用している場合は、プレイスメントグループを指定できます。ただし、run-
instancesオーバーライド設定も指定する必要があります。

これでtargeted ODCRAWS が作成された場合や、特定のリザーブドインスタンスがあるとします。その
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。によって構成されるルールは、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 を使用してください。いずれの場合も、run-instancesオーバーラ
イド設定も指定する必要があります。

CPG ODCR を使用している場合は、run-instancesオーバーライド構成を指定し、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で使うAWS ParallelCluster
リザーブドインスタンスはキャパシティ予約 (ODCR) とは異なります。リザーブドインスタンスには 2 つ
のタイプがあります。リージョナルリザーブドインスタンスはキャパシティを予約しません。ゾーンのリ
ザーブドインスタンスは、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を予約します。
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リージョナルリザーブドインスタンスがある場合は、キャパシティ予約がなく、キャパシティ不足エラー
が表示されることがあります。ゾーンリザーブドインスタンスがある場合は、キャパシティを予約できま
すが、それらを指定するために使用できるrun-instances API パラメータはありません。

AWS ParallelClusterリザーブドインスタンスはどのバージョンでもサポートされています。に何も指定す
る必要はなくAWS ParallelCluster、インスタンスは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、クラスター設定でプレイスメントグループの指定を省略
することで、キャパシティ不足エラーの可能性を回避できます。

廃止/非推奨-targeted オンデマンドキャパシティ予約 (ODCR) でAWS ParallelCluster 
3RunInstances のカスタマイズを使用する

Warning

• AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降、この方法はお勧めしません。このセクションは、
以前のバージョンを使用する実装の参考資料として残っています。

• このメソッドは、Slurm による複数インスタンスタイプの割り当てと互換性がありません。

クラスターキューに設定されているコンピューティングリソースごとに EC2RunInstances パラメー
タをオーバーライドできます。そのためには、クラスターのヘッドノードに、/opt/slurm/etc/
pcluster/run_instances_overrides.json次のコードスニペットの内容を含むファイルを作成しま
す。

• ${queue_name}は、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ティングリソースです。
• ${overrides}は、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

バーライドのリストを含む任意の JSON オブジェクトです。オーバーライドの構文は、run_instances
boto3 呼び出しに記載されているのと同じ仕様に従う必要があります。

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

たとえば、次の JSON は、p4d.24xlargemy-queueおよびで設定されたインスタンスに使用する 
ODCRgroup_arn グループを設定しますmy-compute-resource。

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

この 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、インスタンスの起動時に自動的にオーバーライド設定を使用します。指定し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には、次のログファイルを参照してください。
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• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(静電容量用)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log(ダイナミックキャパシティ用)

パラメータが正しければ、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>

廃止/非推奨-targeted オンデマンドキャパシティ予約 (ODCR) を使用してクラスターを作成す
る

Warning

• AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降、この方法はお勧めしません。このセクションは、
以前のバージョンを使用する実装の参考資料として残っています。

• このメソッドはと互換性がありませんSlurm による複数インスタンスタイプの割り当
て (p. 99)。

1. リソースグループを作成して、容量をグループ化します。

$ aws resource-groups create-group --name EC2CRGroup \  
    --configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}' 
 '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-resource-
types", "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ません。
ターゲット ODCR が別のアカウントで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。ステップ 3 では、CapacityReservationIdリソースグループの代わ
りに使用してください。

#!/bin/bash
set -e

# Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{ 
    "my-queue": { 
        "my-compute-resource": { 
            "CapacityReservationSpecification": { 
                "CapacityReservationTarget": { 
                    "CapacityReservationId": "cr-abcdef01234567890" 
                } 
            } 
        } 
    }
}
EOF

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。アカウント ID、PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATIONキャパシティ予約 
ID、REGION_ID自分のAWS リージョン ID (us-east-1 など) ACCOUNT_IDに置き換えます。

$ aws resource-groups group-resources --region REGION_ID --group EC2CRGroup \ 
    --resource-arns arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-
reservation/PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATION
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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。自分のアカウント ID REGION_IDと
自分のAWS リージョン ID (us-east-1 など) ACCOUNT_IDに置き換えてください。

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. 作成した JSONAWS アカウント ファイルを使用して、の IAM ポリシーを作成します。

$ aws iam create-policy --policy-name RunInstancesCapacityReservation --policy-document 
 file://policy.json

3. 次のポストインストールスクリプトをインスタンス上でローカルに作成し、postinstall.sh名前を
付けます。

AWS アカウント自分の IDREGION_ID と自分のAWS リージョン ID (us-east-1 など) と置き換えてく
ださいACCOUNT_ID。

#!/bin/bash
set -e

# Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{ 
    "my-queue": { 
        "my-compute-resource": { 
            "CapacityReservationSpecification": { 
                "CapacityReservationTarget": { 
                    "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-
groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/EC2CRGroup" 
                } 
            } 
        } 
    }
}
EOF

Amazon S3 バケットにファイルをアップロードしてください。S3_NAME_BUCKET を特定のS3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. プレースホルダを独自の値に置き換えて、ローカルクラスター設定を作成します。

Region: REGION_ID
Image: 
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  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。

クラスターを作成するには、以下のコマンドを使用します。構成ファイル名をクラスター名
に、cluster-dlREGION_ID をリージョン ID (us-east-1 など) cluster-config.yamlに置き換え
ます。

$ pcluster create-cluster --cluster-configuration cluster-config.yaml --cluster-
name 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。run_instances_overrides.jsonスクリプトはファイルを作成し、RunInstancesへの呼
び出しをオーバーライドして、パーティションのプロビジョニングを強制的にオンデマンドキャパシ
ティ予約を通過させます。

AWS ParallelClusterクラスターのスケーリングを担当するデーモンは、起動する新しいインスタンス
にこの構成を自動的に使用します。指定し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には、次のログファイルを参照してください。

• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(静電容量用-MinCount (p. 204) > 0)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log(ダイナミックキャパシティ用)

パラメータが正しければ、ログエントリに次の内容が表示されます。
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Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>

RunInstancesオーバーライドの更新

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、すべての新しいインスタンスは更新された設定で起動します。更新した構成を実行中のノード
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
それらのノードが交換されるのを待ちます。これを行うには、EC2 コンソールまたはからインスタンスを
終了するかAWS CLI、SlurmDOWNDRAIN ノードをまたは状態に設定します。

次のコマンドを使用して、SlurmDOWNノードをまたはに設定します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 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て動作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、AWS ParallelClusterの
バージョンとそれに関連する CLI ごとに特定のAWS ParallelCluster AMI セットが構築されます。この特定
の AMI セットは変更されておらず、AWS ParallelClusterビルド元のバージョンでのみサポートされていま
す。 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、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。AWS ParallelClusterこれは責任分担モデルと一致してい
ます (p. 606)。

現在使用しているAWS ParallelCluster CLI バージョンでサポートされている特定のAWS ParallelCluster 
AMI セットを表示するには、以下を実行します。

$ pcluster version
$ pcluster list-official-images

AWS ParallelClusterヘッドノードは静的インスタンスで、手動で更新できます。ヘッドノードの再起動と
再起動は、AWS ParallelClusterバージョン 3.0.0 以降完全にサポートされています。

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必ずインスタンスス
トアデータを保存する必要があります。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの 「HeadNodeLocalStorage (p. 181) (p. 178)//EphemeralVolume (p. 183)クラスター設定」
と「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」を参照してください。

コンピューティングはコンピューティングです。コンピューティングはコンピューティングで
す。コンピューティングは デフォルトでは、ヘッドノードからのみアクセスできます。AWS 
ParallelClusterバージョン 3.0.0 以降では、以下のコマンドでコンピュートフリートを停止した
後、Scheduling (p. 189)/SlurmQueuesImage (p. 201) (p. 194)/CustomAmi (p. 202)pcluster 
update-cluster (p. 172)パラメーターを変更してコマンドを実行することで、コンピュートインスタ
ンスに関連付けられた AMI を更新できますpcluster update-compute-fleet (p. 173)。

$ pcluster update-compute-fleet-status --status STOP_REQUESTED

以下のいずれかの方法を使用して、コンピュートノード用の更新されたカスタム AMI の作成を自動化でき
ます。

• 更新された Build (p. 243)/pcluster build-image (p. 145)でコマンドを使用してくださ
いParentImage (p. 243)。
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• Build (p. 243)/UpdateOsPackages (p. 246)/Enabled (p. 246): でビルドを実行しますtrue。

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、AWSインスタンスのリタイアが予定されているためにヘッドノードインスタンスの
再起動が必要な場合などに必要です。

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起動すると、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がないインスタンスを手動で停止および起動できます。このような場合や、
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、続けてくださいクラスターのヘッドノード
を停止して起動する (p. 142)。

インスタンスにエフェメラルドライブがある場合、インスタンスが停止されますが、その後いつでもいつ
でも再び起動できます。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、インスタンスストアボリュームにある表から判断できます。

エフェメラルドライブからデータを保存
AWS ParallelClusterバージョン 3.0.0 以降、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。ヘッドノードを再起動または再起動する前に、次の手順に従ってデータを保存してくだ
さい。

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、EphemeralVolume (p. 183)/MountDir (p. 183)フォルダーのコンテンツを表示します (/
scratchデフォルト)。

データは、ルートボリューム、または Amazon FSx、Amazon EBS などのクラスターに接続された共有ス
トレージシステムに転送できます。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。

データを保存したら、クラスターのヘッドノードを停止して起動する (p. 142)続行します。

クラスターのヘッドノードを停止して起動する
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。

Slurmスケジューラーを使用する場合:

• sbatch--no-requeueオプションが指定されていない場合、実行中のジョブがキューに入れ直さ
れます。

• --no-requeueオプションを指定すると、実行中のジョブは失敗します。
2. クラスタコンピューティングの停止をリクエスト:

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{ 
  "status": "STOP_REQUESTED", 
  ...
}

3. STOPPEDコンピュートフリートのステータスが次のようになるまでお待ちください。

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{ 
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  "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には、AWS Management Consoleまたはを
使用できますAWS CLI。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": { 
        "Name": "pending" 
        ... 
      }, 
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0", 
      "PreviousState": { 
        "Name": "stopped" 
        ... 
      } 
    } 
  ]
}

5. コンピューティング開始開始開始開始開始開始開始開始開始開始開始開始

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status START_REQUESTED
{ 
  "status": "START_REQUESTED", 
  ...
}

AWS ParallelCluster のリファレンス
AWS ParallelCluster現在の3つのバージョン:3.5.1。
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トピック
• AWS ParallelCluster CLI コマンド (p. 144)
• 設定ファイル (p. 175)
• AWS ParallelCluster API リファレンス (p. 248)

AWS ParallelCluster CLI コマンド
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. 144)
• pcluster3-config-converter (p. 175)

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。

pclusterpcluster.log.#/home/user/.parallelcluster/コマンドのログをのファイルに書き込
みます。詳細については、「pcluster CLI ログをトラブルシューティングに使用する (p. 397)」を参照し
てください。

を使用するにはpcluster、実行に必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールが必要です。

pcluster [-h]

引数

pcluster command

選択肢:build-image (p. 145)、configure (p. 147)、create-cluster (p. 147)、dcv-
connect (p. 149)、delete-cluster (p. 150)、delete-cluster-
instances (p. 150)、delete-image (p. 151)、describe-cluster (p. 152)、describe-
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cluster-instances (p. 153)、describe-compute-fleet (p. 155)、describe-
image (p. 155)、export-cluster-logs (p. 158)、export-image-logs (p. 159)、get-
cluster-log-events (p. 161)、get-cluster-stack-events (p. 162)、get-image-log-
events (p. 163)、get-image-stack-events (p. 165)、list-clusters (p. 166)、list-
cluster-log-streams (p. 167)、list-images (p. 168)、list-image-log-
streams (p. 169)、list-official-images (p. 170)、ssh (p. 171)、update-
cluster (p. 172)、update-compute-fleet (p. 173)、version (p. 174)

サブコマンド:

トピック
• pcluster build-image (p. 145)
• pcluster configure (p. 147)
• pcluster create-cluster (p. 147)
• pcluster dcv-connect (p. 149)
• pcluster delete-cluster (p. 150)
• pcluster delete-cluster-instances (p. 150)
• pcluster delete-image (p. 151)
• pcluster describe-cluster (p. 152)
• pcluster describe-cluster-instances (p. 153)
• pcluster describe-compute-fleet (p. 155)
• pcluster describe-image (p. 155)
• pcluster export-cluster-logs (p. 158)
• pcluster export-image-logs (p. 159)
• pcluster get-cluster-log-events (p. 161)
• pcluster get-cluster-stack-events (p. 162)
• pcluster get-image-log-events (p. 163)
• pcluster get-image-stack-events (p. 165)
• pcluster list-clusters (p. 166)
• pcluster list-cluster-log-streams (p. 167)
• pcluster list-images (p. 168)
• pcluster list-image-log-streams (p. 169)
• pcluster list-official-images (p. 170)
• pcluster ssh (p. 171)
• pcluster update-cluster (p. 172)
• pcluster update-compute-fleet (p. 173)
• pcluster version (p. 174)

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] 
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                [--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

とtrue、リソースを作成することなく、検証を行います。これを使用してイメージ構成を検証できま
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。は、イメージ設定ファイルの Region (p. 243) 設
定、AWS_DEFAULT_REGION環境変数、region[default]ファイルのセクション内の設定、AWS 
リージョン--regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。~/.aws/config

--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE

とtrue、失敗したときにイメージスタックのロールバックが自動的に開始されます。(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)

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:

$ pcluster build-image --image-configuration image-config.yaml --image-id custom-alinux2-
image
{ 
  "image": { 
    "imageId": "custom-alinux2-image", 
    "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
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    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-
alinux2-image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.1.2" 
  }
}

Warning

pcluster build-imageデフォルト VPC を使用します。AWS Control Towerまたは
AWS Landing Zone などを使用してデフォルト VPC が削除された場合は、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、を参照してくださ
いSubnetId (p. 180)。

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コマンドラインインターフェイスによるクラスターの設定と作成 (p. 14)」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. 243)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]    
                [--query QUERY] 
                [--region REGION] 
                [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE] 
                [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]       
                   
                [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
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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。

名前の最初は、アルファベットで始まっている必要があります。名前には最大60文字を使用できま
す。Slurmアカウンティングが有効な場合、名前には最大 40 文字を使用できます。

有効な文字:a-z、A-Z、0-9、-(ハイフン)。
--debug

デバッグログの有効化
--dryrun DRYRUN

とtrue、リソースを作成することなく、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。は、Region (p. 176)クラスター構成ファイルの設
定、AWS_DEFAULT_REGION環境変数、region[default]ファイルのセクション内の設定、AWS 
リージョン--regionまたはパラメーターを使用して指定する必要があります。~/.aws/config

--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)

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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/cluster-
v3/1234abcd-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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用し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。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ pcluster delete-cluster -n cluster-v3
   { 
  "cluster": { 
    "clusterName": "cluster-v3", 
    "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
    "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": "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

の場合true、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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用し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

とtrue、AMI 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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

クラスターの詳細について説明します。

$ pcluster describe-cluster -n cluster-v3
{ 
  "creationTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z", 
  "headNode": { 

152



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster バージョン 3 CLI コマンド

    "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/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "lastUpdatedTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}

describe-clusterクラスター構成を取得するために使用します。

$ 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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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", 
      "instanceId": "i-021345abcdef6789", 
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      "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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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
                [--debug]  
                [--query QUERY] 
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                [--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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:

$ pcluster describe-image --image-id custom-alinux2-image
{   
  "imageConfiguration: {     
    "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678-v1-do-not-delete.../configs/image-
config.yaml" 
  }, 
  "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/parallelclusterimage-
custom-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/image-
config.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-2-
x86/2022.3.16/1", 
        "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/3.5.1/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

アクセスを許可するには、Amazon S3 CloudWatch バケットポリシーにアクセス権を追加す
る必要があります。詳細については、『CloudWatch Logs ユーザーガイド』の「Amazon S3 
バケットへのアクセス権限の設定」を参照してください。

--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、

cluster-name-logs-202209061743.tar.gz

202209061743%Y%m%d%H%Mは現在の時刻をフォーマットしたものです。
--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。フォーマット: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

およびtrue、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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用し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。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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] 
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                [--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-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

アクセスを許可するには、Amazon S3 CloudWatch バケットポリシーにアクセス権を追加す
る必要があります。詳細については、『CloudWatch Logs ユーザーガイド』の「Amazon S3 
バケットへのアクセス権限の設定」を参照してください。

--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、

ami-id-logs-202209061743.tar.gz

202209061743%Y%m%d%H%Mは現在の時刻をフォーマットしたものです。
--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

およびtrue、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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。
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--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。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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。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できます。

--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。
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--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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用し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。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。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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]
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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。
--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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "resourceStatus": "CREATE_COMPLETE", 
  "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-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]
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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。
--log-stream-name LOG_STREAM_NAME

ログストリームの名前を指定します。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できます。

--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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用し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。

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:

$ pcluster get-image-log-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --log-
stream-name 3.1.2/1 --limit 3
   { 
  "nextToken": "f/36778317771100849897800729464621464113270312017760944178/s", 
  "prevToken": "b/36778317766952911290874033560295820514557716777648586800/s", 
  "events": [ 
    { 
      "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION", 
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      "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" 
    } 
  ]
}

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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:

$ 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", 
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  "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\"}}", 
  "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-alinux2-
image/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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。
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AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ pcluster list-clusters
{ 
  "clusters": [ 
    { 
      "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。フォーマット: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。
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--region, -r REGION

使用する AWS リージョン を指定します。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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返された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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:
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$ pcluster list-images --image-status AVAILABLE
{ 
  "images": [ 
    { 
      "imageId": "custom-alinux2-image", 
      "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE", 
      "ec2AmiInfo": { 
        "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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:

$ 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"
]
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pcluster list-official-images

公式の AWS ParallelCluster AMI について説明します。

pcluster list-official-images [-h] 
                [--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、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。は、イメージ設定ファイルの Region (p. 243) 設
定、AWS_DEFAULT_REGION環境変数、region[default]ファイルのセクション内の設定、AWS 
リージョン--regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。~/.aws/config

AWS ParallelClusterバージョン 3.1.2 を使用した例:

$ 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" 
    }, 
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    { 
      "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" 
    }, 
    { 
      "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。
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--debug

デバッグログの有効化
--dryrun DRYRUN

と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)
--region, -r REGION

使用する AWS リージョン を指定します。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用し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

とtrue、クラスター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

とtrue、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)
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--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。は、Region (p. 176)クラスター構成ファイルの設
定、AWS_DEFAULT_REGION環境変数、region[default]ファイルのセクション内の設定、AWS 
リージョン--regionまたはパラメーターを使用して指定する必要があります。~/.aws/config

--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}

更新時に報告される検証失敗のレベルを指定します。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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/cluster-
v3/1234abcd-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] 
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                [--region REGION]

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。は、AWS_DEFAULT_REGION環境変
数、region[default]~/.aws/configファイルのセクション内の設定、AWS リージョン--
regionまたはパラメータを使用して指定する必要があります。

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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

AWS ParallelClusterバージョン3.1.4を使用した例:

$ 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. 503)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. 501)のcluster_template (p. 501)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。

AWS ParallelCluster現在の3つのバージョン:3.5.1。

トピック
• クラスター設定ファイル (p. 175)
• ビルドイメージの設定ファイル (p. 242)

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
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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
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。

AWS ParallelCluster現在の3つのバージョン:3.5.1。

トピック
• クラスター設定ファイルのプロパティ (p. 176)
• Imdsセクション (p. 176)
• Imageセクション (p. 177)
• HeadNodeセクション (p. 178)
• Schedulingセクション (p. 189)
• SharedStorageセクション (p. 219)
• Iamセクション (p. 234)
• Monitoringセクション (p. 235)
• Tagsセクション (p. 236)
• AdditionalPackagesセクション (p. 237)
• DirectoryServiceセクション (p. 237)
• DeploymentSettingsセクション (p. 242)

クラスター設定ファイルのプロパティ

Region (オプション、String)

AWS リージョンクラスタのを指定します。例えば、us-east-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. 129)
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。

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。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. 130)

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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

Imdsセクション

(オプション) グローバルインスタンスメタデータサービス (IMDS) の設定を指定します。
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Imds (p. 176): 
   ImdsSupport (p. 177): string

Imds のプロパティ

ImdsSupport (オプション、String)

クラスターノードでサポートされている IMDS バージョンを指定します。サポートされている値
は、v1.0 および v2.0 です。デフォルト値は v1.0 です。

ImdsSupportがに設定されている場合v1.0、IMDSv1 と IMDSv2 の両方がサポートされます。

ImdsSupportをに設定するとv2.0、IMDSv2 のみがサポートされます。

詳細については、Linux インスタンス用 EC2 ユーザーガイドの「IMDSv2 を使用する」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. 129)
Note

future、ImdsSupportv1.0デフォルト値がからに変更される予定ですv2.0。カスタムアク
ションコールでは、ImdsSupportv2.0 IMDSv1をIMDSv2に設定して置き換えることをお勧
めします。
Imds (p. 176)/Support ImdsSupport (p. 177)AWS ParallelClusterはバージョン 3.3.0 で
追加されました。

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. 177): 
   Os (p. 177): string
  CustomAmi (p. 178): string

Image のプロパティ

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alinux2、、centos7ubuntu1804、ubuntu2004およびです。

AWS リージョン下表で示した、サポートしていないもの以外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 (AWS リージョン) alinux2 centos7 ubuntu1804
および
ubuntu2004

商用 (AWS リージョン以下に記載され
ていないもの)

True True True

AWS GovCloud (米国東部) (us-gov-
east-1)

True False True

AWS GovCloud (米国西部) (us-gov-
west-1)

True False True

177

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/configuring-instance-metadata-service.html


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

パーティション (AWS リージョン) alinux2 centos7 ubuntu1804
および
ubuntu2004

中国 (北京) (cn-north-1) True False True

中国 (寧夏) (cn-northwest-1) True False 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. 129)
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 ParallelClusterカスタム AMI (p. 133)」を参照してくださ
い。

カスタム AMI の起動に追加の権限が必要な場合、これらの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>" 
           ]                                                     
       } 
   ]
}

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、を参照してくださいカスタム AMI の
問題のトラブルシューティング (p. 395)。

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. 129)

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. 178): 
   InstanceType (p. 179): string
  Networking (p. 180): 
     SubnetId (p. 180): string
    ElasticIp (p. 180): string/boolean
    SecurityGroups (p. 180): 
      - string
    AdditionalSecurityGroups (p. 181): 
      - string
    Proxy (p. 181): 
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      HttpProxyAddress (p. 181): string
  DisableSimultaneousMultithreading (p. 180): boolean
  Ssh (p. 181): 
     KeyName (p. 181): string
    AllowedIps (p. 181): string
  LocalStorage (p. 181): 
     RootVolume (p. 182): 
       Size (p. 182): integer
      Encrypted (p. 182): boolean
      VolumeType (p. 182): string
      Iops (p. 182): integer
      Throughput (p. 183): integer
      DeleteOnTermination (p. 183): boolean
    EphemeralVolume (p. 183): 
       MountDir (p. 183): string
  Dcv (p. 183): 
     Enabled (p. 184): boolean
    Port (p. 184): integer
    AllowedIps (p. 184): string
  CustomActions (p. 184): 
     OnNodeStart (p. 185): 
       Script (p. 185): string
      Args (p. 185): 
        - string
    OnNodeConfigured (p. 185): 
       Script (p. 185): string
      Args (p. 185): 
        - string
    OnNodeUpdated (p. 185): 
       Script (p. 185): string
      Args (p. 185): 
        - string
  Iam (p. 185): 
     InstanceRole (p. 186): string
    InstanceProfile (p. 186): string
    S3Access (p. 186): 
      - BucketName (p. 187): string
        EnableWriteAccess (p. 187): boolean
        KeyName (p. 187): string
    AdditionalIamPolicies (p. 187): 
      - Policy (p. 187): string
  Imds (p. 187): 
     Secured (p. 188): boolean
  Image (p. 188): 
     CustomAmi (p. 189): string

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. 193) または Slurm InstanceType (p. 203)
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。

Note

AWS ParallelClusterは、HeadNode次のインスタンスタイプの設定をサポートしていませ
ん。
• hpc6

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やネットワークインターフェース
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. 180)trueパブリックア

179



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

クセスを提供するように設定する必要があります。 AWSパブリック IP は、1 つのネットワークイン
ターフェー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、NAT ゲート
ウェイを使用してクラスターコンピュートノードへのパブリックアクセスを提供することをお勧めし
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。

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. 129)
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。

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. 129)

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. 180): 
   SubnetId (p. 180): string
  ElasticIp (p. 180): string/boolean
  SecurityGroups (p. 180): 
    - string
  AdditionalSecurityGroups (p. 181): 
    - string
  Proxy (p. 181): 
     HttpProxyAddress (p. 181): string

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. 129)

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。

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. 129)
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。

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. 129)
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 ID のリスト。AWS ParallelClusterこの
プロパティが含まれていない場合に作成されるセキュリティグループが、これらに置き換わります。

SharedStorage (p. 219)セキュリティグループがシステムに合わせて正しく設定されていることを確
認します。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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. 181): 
   HttpProxyAddress (p. 181): 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。

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. 129)

Ssh

（オプション）ヘッドノードへの SSH アクセスの設定を定義します。

Ssh (p. 181): 
   KeyName (p. 181): string
  AllowedIps (p. 181): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

Ssh のプロパティ

KeyName (オプション、String)

ヘッドノードへの SSH アクセスを有効にするための既存の Amazon EC2 key pair を指定します。

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. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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. 181): 
   RootVolume (p. 182): 
     Size (p. 182): integer
    Encrypted (p. 182): boolean
    VolumeType (p. 182): string
    Iops (p. 182): integer
    Throughput (p. 183): integer
    DeleteOnTermination (p. 183): boolean
  EphemeralVolume (p. 183): 
     MountDir (p. 183): string
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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. 129)

LocalStorage のプロパティ

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. 182): 
   Size (p. 182): integer
  Encrypted (p. 182): boolean
  VolumeType (p. 182): string
  Iops (p. 182): integer
  Throughput (p. 183): integer
  DeleteOnTermination (p. 183): boolean

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

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. 129)
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。

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. 129)
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。

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. 129)
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。

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. 129)
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
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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、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
の「io2Block Express ボリューム」を参照してください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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

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。

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. 129)
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。

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. 129)
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. 183): 
   MountDir (p. 183): string

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. 129)
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。

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. 129)

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。
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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. 128)」を参照してください。

Dcv (p. 183): 
   Enabled (p. 184): boolean
  Port (p. 184): integer
  AllowedIps (p. 184): string

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。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。

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. 129)

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。

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. 129)

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. 479)」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。

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. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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. 184): 
   OnNodeStart (p. 185): 
     Script (p. 185): string
    Args (p. 185): 
      - string
  OnNodeConfigured (p. 185): 
     Script (p. 185): string
    Args (p. 185): 
      - string
   OnNodeUpdated (p. 185): 
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   Script (p. 185): string
   Args (p. 185): 
     - string

CustomActions のプロパティ

OnNodeStart (オプション、String)

ノードデプロイの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bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」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。

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. 129)
OnNodeConfigured (オプション、String)

ノード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bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」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。

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. 129)
OnNodeUpdated (オプション、String)

ノード更新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bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

Note

OnNodeUpdatedAWS ParallelCluster3.4.0 以降で追加されました。

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。
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Iam (p. 185): 
   InstanceRole (p. 186): string
  InstanceProfile (p. 186): string
  S3Access (p. 186): 
    - BucketName (p. 187): string
      EnableWriteAccess (p. 187): boolean
      KeyName (p. 187): string
  AdditionalIamPolicies (p. 187): 
    - Policy (p. 187): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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。

これを指定すると、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定は指定できません。

に追加された機能は、AWS ParallelCluster新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定のどちらかまたは両方を指定することをお勧め
します。

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. 129)
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。

これを指定すると、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定は指定できません。

に追加された機能は、AWS ParallelCluster新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定のどちらかまたは両方を指定することをお勧め
します。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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。

これを指定すると、InstanceProfileInstanceRoleおよび設定は指定できません。

に追加された機能は、AWS ParallelCluster新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定のどちらかまたは両方を指定することをお勧め
します。

S3Access (p. 186): 
  - BucketName (p. 187): string
    EnableWriteAccess (p. 187): boolean
    KeyName (p. 187): string
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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. 129)
BucketName (必須)、String)

バケットの名前。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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。名前は使用することはできません。

これを指定すると、InstanceProfileInstanceRoleおよび設定は指定できません。

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. 187): 
  - Policy (p. 187): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
Policy (オプション、[String])

IAM ポリシーの一覧。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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。

Imds (p. 187): 
     Secured (p. 188): boolean
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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. 129)

Imds のプロパティ

Secured (オプション、Boolean)

の場合true、ヘッドノードの IMDS (およびインスタンスプロファイルの認証情報) へのアクセスを一
部のスーパーユーザーに制限します。

もしfalse、ヘッドノードのすべてのユーザーがヘッドノードの IMDS にアクセスできる場合。

以下のユーザーには、ヘッドノードの IMDS へのアクセスが許可されています。
• ルートユーザー
• pc-cluster-adminクラスタ管理ユーザ (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ー (Amazonec2-user Linux 2、ubuntu

Ubuntu 18.04、centos CentOS 7 の場合)

デフォルトは true です。

defaultユーザーは、AWSクラスターにリソースとのやり取りに必要な権限があることを確認する責
任があります。defaultユーザーのIMDSアクセスを無効にすると、AWS ParallelClusterコンピュー
トノードを管理できなくなり、動作が停止します。defaultユーザーのIMDSアクセスを無効にしな
いでください。

ユーザーがヘッドノードの IMDS へのアクセスを許可されると、ヘッドノードのインスタンスプロ
ファイルに含まれる権限を使用できます (p. 41)。たとえば、これらの権限を使用して 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ために、AWS ParallelClusterチェーンを管理しますiptables。

sudoアクセス権のあるクラスターユーザーは、次のコマンドを実行して、defaultユーザーを含む他
の個々のユーザーによるヘッドノードのIMDSへのアクセスを選択的に有効または無効にできます。

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/imds/imds-access.sh --allow <USERNAME>

--denyこのコマンドのオプションでユーザーのIMDSアクセスを無効にできます。

default知らないうちにユーザーのIMDSアクセスを無効にしてしまった場合は、--allowオプショ
ンを使って権限を回復できます。

Note

ip6tablesルールをカスタマイズするとiptables、ヘッドノードでのIMDSアクセスを制限
するメカニズムが妨げられる可能性があります。

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. 129)

Image

(オプション) ヘッドノードのカスタムイメージを定義します。

Image (p. 188): 
      CustomAmi (p. 189): string

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. 129)
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Image のプロパティ

CustomAmi (オプション、String)

デフォルト AMI の代わりにヘッド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カスタム AMI (p. 133)」を参照してください。

カスタム AMI の起動に追加の権限が必要な場合、これらの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>" 
             ]                                                     
         } 
     ] 
  }

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、を参照してくださいカスタム AMI の
問題のトラブルシューティング (p. 395)。

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. 129)

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ーと、ジョブスケジューラーが管理するコンピュート
インスタンスを定義します。SlurmAWS Batchまたはスケジューラーのどちらかを使用できます。それぞ
れ異なる設定とプロパティのセットをサポートしています。

トピック
• Scheduling のプロパティ (p. 191)
• AwsBatchQueues (p. 191)
• SlurmQueues (p. 194)
• SlurmSettings (p. 215)

Scheduling (p. 189): 
   Scheduler (p. 191): slurm 
   SlurmSettings (p. 215): 
     ScaledownIdletime (p. 215): integer    
    QueueUpdateStrategy (p. 215): string
    EnableMemoryBasedScheduling (p. 216): integer
    Database (p. 216): 
       Uri (p. 216): string
      UserName (p. 217): string
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      PasswordSecretArn (p. 217): string
    Dns (p. 217): 
       DisableManagedDns (p. 218): boolean
      HostedZoneId (p. 218): string
      UseEc2Hostnames (p. 218): boolean  
  SlurmQueues (p. 194): 
    - Name (p. 195): string  
      ComputeSettings (p. 208): 
         LocalStorage (p. 209): 
           RootVolume (p. 209): 
             Size (p. 209): integer
            Encrypted (p. 209): boolean
            VolumeType (p. 210): string
            Iops (p. 210): integer
            Throughput (p. 211): integer
          EphemeralVolume (p. 211): 
             MountDir (p. 211): string
      CapacityReservationTarget (p. 195): 
         CapacityReservationId (p. 195): string
        CapacityReservationResourceGroupArn (p. 195): string
      CapacityType (p. 196): string
      AllocationStrategy (p. 196): string
      Networking (p. 197): 
         SubnetIds (p. 197): 
          - string
        AssignPublicIp (p. 199): boolean
        SecurityGroups (p. 199): 
          - string
        AdditionalSecurityGroups (p. 200): 
          - string
        PlacementGroup (p. 200): 
           Enabled (p. 200): boolean
          Id (p. 200): string
          Name (p. 200): string
        Proxy (p. 201): 
           HttpProxyAddress (p. 201): string
      ComputeResources (p. 202): 
        - Name (p. 203): string
          InstanceType (p. 203): string
          Instances (p. 203): 
            - InstanceType (p. 204): string
          MinCount (p. 204): integer
          MaxCount (p. 204): integer
          SpotPrice (p. 204): float
          DisableSimultaneousMultithreading (p. 205): boolean
          SchedulableMemory (p. 205): integer
          Efa (p. 205): 
             Enabled (p. 206): boolean
            GdrSupport (p. 206): boolean          
          CapacityReservationTarget (p. 206): 
             CapacityReservationId (p. 207): string
            CapacityReservationResourceGroupArn (p. 207): string
          Networking (p. 207):    
             PlacementGroup (p. 207): 
               Enabled (p. 207): boolean
              Name (p. 208): string
      CustomActions (p. 211): 
         OnNodeStart (p. 212): 
           Script (p. 212): string
          Args (p. 212): 
            - string
        OnNodeConfigured (p. 212): 
           Script (p. 212): string
          Args (p. 212): 
            - string
      Iam (p. 213): 

190



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

        InstanceProfile (p. 213): string
        InstanceRole (p. 213): string
        S3Access (p. 214): 
          - BucketName (p. 214): string
            EnableWriteAccess (p. 214): boolean
            KeyName (p. 214): string
        AdditionalIamPolicies (p. 214): 
          - Policy (p. 214): string
      Image (p. 201): 
         CustomAmi (p. 202): string

Scheduling (p. 189): 
   Scheduler (p. 191): awsbatch 
   AwsBatchQueues (p. 191): 
    - Name (p. 192): string
      CapacityType (p. 192): string
      Networking (p. 192): 
         SubnetIds (p. 192): 
          - string
        AssignPublicIp (p. 193): boolean
        SecurityGroups (p. 193): 
          - string
        AdditionalSecurityGroups (p. 193): 
          - string
      ComputeResources (p. 193):  # this maps to a Batch compute environment (initially we 
 support only 1) 
        - Name (p. 193): string
          InstanceTypes (p. 193): 
            - string
          MinvCpus (p. 193): integer
          DesiredvCpus (p. 193): integer
          MaxvCpus (p. 194): integer
          SpotBidPercentage (p. 194): float

Scheduling のプロパティ

Scheduler (必須)、String)

使用するスケジューラーのタイプを指定します。サポートされている値は、slurm および awsbatch
です。

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. 129)

AwsBatchQueues

(オプション)AWS Batch キュー設定。サポートされているキューは 1 つだけで
す。Scheduler (p. 191)がに設定されている場合awsbatch、このセクションは必須です。awsbatchス
ケジューラの詳細については、「ネットワーク設定 (p. 70)」と「」を参照してくださいAWS Batch 
(awsbatch) (p. 103)。

AwsBatchQueues (p. 191): 
  - Name (p. 192): string
    CapacityType (p. 192): string
    Networking (p. 192): 
       SubnetIds (p. 192): 
        - string
      AssignPublicIp (p. 193): boolean
      SecurityGroups (p. 193): 
        - string
      AdditionalSecurityGroups (p. 193): 
        - string
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    ComputeResources (p. 193):  # this maps to a Batch compute environment (initially we 
 support only 1) 
      - Name (p. 193): string
        InstanceTypes (p. 193): 
          - string
        MinvCpus (p. 193): integer
        DesiredvCpus (p. 193): integer
        MaxvCpus (p. 194): integer
        SpotBidPercentage (p. 194): float

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

AwsBatchQueues のプロパティ

Name (必須)、String)

AWS Batch キューの名前。

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. 129)
CapacityType (オプション、String)

AWS Batchキューが使用す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

CapacityTypeに設定した場合SPOT、AWSServiceRoleForEC2Spotアカウントにサービ
スにリンクされたロールが含まれている必要があります。このロールは、AWS CLI次のコマ
ンドを使用して作成できます。

$ 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。

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. 130)

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. 192): 
   SubnetIds (p. 192): 
    - string
  AssignPublicIp (p. 193): boolean
  SecurityGroups (p. 193): 
    - string
  AdditionalSecurityGroups (p. 193): 
    - string

Networking のプロパティ

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。
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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. 130)

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、指定したサブネットによって異なります。

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. 129)
SecurityGroups (オプション、[String])

AWS Batchキューが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を指定しない場
合、AWS ParallelCluster新しいセキュリティグループを作成します。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
AdditionalSecurityGroups (オプション、[String])

AWS Batchキューが使用するセキュリティグループのリスト。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

ComputeResources

(必須) ComputeResources AWS Batch キューの設定を定義します。

ComputeResources (p. 193):  # this maps to a Batch compute environment (initially we 
 support only 1) 
  - Name (p. 193): string
    InstanceTypes (p. 193): 
      - string
    MinvCpus (p. 193): integer
    DesiredvCpus (p. 193): integer
    MaxvCpus (p. 194): integer
    SpotBidPercentage (p. 194): float

ComputeResources のプロパティ

Name (必須)、String)

AWS Batchキューコンピューティング環境の名前。

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. 130)

InstanceTypes (必須)、[String])

AWS Batchインスタンスタイプのコンピュート環境配列。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。

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. 130)

MinvCpus (オプション、Integer)

AWS Batchコンピューティング環境で使用できる VCPU の最小数。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
DesiredVcpus (オプション、Integer)

AWS Batchコンピューティング環境で必要な VCPU の数。 AWS BatchはMinvCpus、MaxvCpusこの
値をジョブキュー内の要求に応じて調整します。

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 480)

193



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

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。これをより低い値に設定すること
はできませんDesiredVcpus。

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. 130)
SpotBidPercentage (オプション、Float)

インスタンスタイプのオンデマンド料金のうち、インスタンス起動前に EC2 スポットインスタンス料
金が到達可能な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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

SlurmQueues

(オプション) Slurm キューの設定。Scheduler (p. 191)がに設定されている場合slurm、このセクショ
ンは必須です。

SlurmQueues (p. 194): 
  - Name (p. 195): string
    ComputeSettings (p. 208): 
       LocalStorage (p. 209): 
         RootVolume (p. 209): 
           Size (p. 209): integer
          Encrypted (p. 209): boolean
          VolumeType (p. 210): string
          Iops (p. 210): integer
          Throughput (p. 211): integer
        EphemeralVolume (p. 211): 
           MountDir (p. 211): string
     CapacityReservationTarget (p. 195): 
        CapacityReservationId (p. 195): string
       CapacityReservationResourceGroupArn (p. 195): string
    CapacityType (p. 196): string
    AllocationStrategy (p. 196): string
    Networking (p. 197): 
       SubnetIds (p. 197): 
        - string
      AssignPublicIp (p. 199): boolean
      SecurityGroups (p. 199): 
        - string
      AdditionalSecurityGroups (p. 200): 
        - string
      PlacementGroup (p. 200): 
         Enabled (p. 200): boolean
        Id (p. 200): string
        Name (p. 200): string
     Proxy (p. 201): 
         HttpProxyAddress (p. 201): string
    ComputeResources (p. 202): 
      - Name (p. 203): string
        InstanceType (p. 203): string
        Instances (p. 203): 
          - InstanceType (p. 204): string        
        MinCount (p. 204): integer
        MaxCount (p. 204): integer
        SpotPrice (p. 204): float
        DisableSimultaneousMultithreading (p. 205): boolean
        SchedulableMemory (p. 205): integer
        Efa (p. 205): 
           Enabled (p. 206): boolean
          GdrSupport (p. 206): boolean    
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        CapacityReservationTarget (p. 206): 
           CapacityReservationId (p. 207): string
          CapacityReservationResourceGroupArn (p. 207): string     
        Networking (p. 207):    
           PlacementGroup (p. 207): 
             Enabled (p. 207): boolean
            Name (p. 208): string
      CustomActions (p. 211): 
       OnNodeStart (p. 212): 
         Script (p. 212): string
        Args (p. 212): 
          - string
      OnNodeConfigured (p. 212): 
         Script (p. 212): string
        Args (p. 212): 
          - string
    Iam (p. 213): 
       InstanceProfile (p. 213): string
      InstanceRole (p. 213): string
      S3Access (p. 214): 
        - BucketName (p. 214): string
          EnableWriteAccess (p. 214): boolean
          KeyName (p. 214): string
      AdditionalIamPolicies (p. 214): 
        - Policy (p. 214): string
    Image (p. 201): 
       CustomAmi (p. 202): string

更新ポリシー: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場合はコン
ピュート群を停止する必要があります。 (p. 131)

SlurmQueues のプロパティ

Name (必須)、String)

Slurm キューの名前。

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. 129)
CapacityReservationTarget

Note

CapacityReservationTargetAWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 で追加されました。

CapacityReservationTarget (p. 195): 
    CapacityReservationId (p. 195): string
   CapacityReservationResourceGroupArn (p. 195): string

キューのコンピューティングリソースのオンデマンドキャパシティ予約を指定します。詳細について
は、「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)」を参
照してください。
CapacityReservationId (オプション、String)

キューのコンピューティングリソースの対象となる既存のキャパシティ予約の ID。詳細について
は、「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)」
を参照してください。

CapacityReservationResourceGroupArn (オプション、String)

キューのコンピューティングリソースの容量予約のサービスにリンクされたグループとして機能
するリソースグループの Amazon リソースネーム (ARN)。 AWS ParallelClusterは、次の条件に基
づいて、リソースグループから最も適切なキャパシティ予約を特定して使用します。
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• SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 207)または
SlurmQueuesComputeResources (p. 202) (p. 194)/PlacementGroupで有効になってい
る場合はNetworking (p. 207)、AWS ParallelClusterインスタンスタイプをターゲットとする
リソースグループを選択し、コンピュートリソースが存在する場合はコンピュートリソースを
選択します。PlacementGroup

は、PlacementGroupで定義されているいずれかのインスタンスタイプをターゲットにする必
要がありますComputeResources (p. 202)。

• SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 207)または
SlurmQueues (p. 194)//PlacementGroupで有効になっていない場
合Networking (p. 207)、コンピュートリソースが存在する場合、AWS ParallelClusterコ
ンピュートリソースのインスタンスタイプのみを対象とするリソースグループを選択しま
す。ComputeResources (p. 202)

リソースグループには、キューのすべてのコンピューティングリソースとアベイラビリティー
ゾーンのアベイラビリティーゾーンで予約されているインスタンスタイプごとに少なくとも 1 つ
の ODCR が必要です。詳細については、「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してイ
ンスタンスを起動する (p. 135)」を参照してください。

複数のサブネット構成要件の詳細については、「Networking (p. 197)/」を参照してくださ
いSubnetIds (p. 197)。

Note

AWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 では、複数のアベイラビリティーゾーンが追加さ
れました。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

CapacityType (オプション、String)

Slurmキューが使用す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

CapacityTypeに設定した場合SPOT、AWSServiceRoleForEC2Spotアカウントにサービ
スにリンクされたロールが必要です。このロールは、AWS CLI次のコマンドを使用して作成
できます。

$ 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。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

AllocationStrategy (オプション、String)

で定義されているすべてのコンピューティングリソースの割り当て戦略を指定しま
すInstances (p. 203)。
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有効な値: lowest-price | capacity-optimized

デフォルト: lowest-price
lowest-price

• を使用した場合CapacityType = ONDEMAND、EC2 フリートは料金に従って順序を決定し、
最低価格のインスタンスを最初に起動します。

• を使用した場合CapacityType = SPOT、EC2 フリートは、利用可能な容量のある最低価格の
スポットインスタンスプールからインスタンスを起動します。必要な容量を満たす前にプール
の容量が不足した場合、EC2 フリートはインスタンスを起動することでリクエストを満たしま
す。特に、EC2 フリートは、利用可能な容量のある最低価格のスポットインスタンスプールか
らインスタンスを起動します。EC2 フリートは複数の異なるプールからスポットインスタンス
を起動する場合があります。

capacity-optimized
• 設定した場合CapacityType = ONDEMAND、capacity-optimizedは使用できません。
• を設定するとCapacityType = SPOT、EC2 フリートは、起動するインスタンス数に最適な容

量を持つスポットインスタンスプールからインスタンスを起動します。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Note

AllocationStrategyAWS ParallelClusterはバージョン 3.3.0 以降でサポートされていま
す。

Networking

(必須) Slurm キューのネットワーク設定を定義します。

Networking (p. 197): 
   SubnetIds (p. 197): 
    - string
  AssignPublicIp (p. 199): boolean
  SecurityGroups (p. 199): 
    - string
  AdditionalSecurityGroups (p. 200): 
    - string
  PlacementGroup (p. 200): 
     Enabled (p. 200): boolean
    Id (p. 200): string
    Name (p. 200): string
  Proxy (p. 201): 
     HttpProxyAddress (p. 201): string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

Networking のプロパティ

SubnetIds (必須)、[String])

Slurmキューをプロビジョニングする既存のサブネットの ID。
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SlurmQueues (p. 194)/ComputeResources (p. 202)/でインスタンスタイプを設定する場
合InstanceType (p. 203)、定義できるサブネットは 1 つだけです。

SlurmQueues (p. 194)/ComputeResources (p. 202)/でインスタンスタイプを設定する場
合Instances (p. 203)、1 つのサブネットまたは複数のサブネットを定義できます。

複数のサブネットを使用する場合、キューに定義されているすべてのサブネットは同じ VPC にあり、
各サブネットは別々のアベイラビリティーゾーン (AZ) にある必要があります。

たとえば、キューにサブネット 1 とサブネット 2 を定義したとします。

subnet-1両方を AZ-1subnet-2 に入れることはできません。

subnet-1subnet-2AZ-1でもAZ-2でもかまいません。

インスタンスタイプを 1 つだけ設定し、複数のサブネットを使用する場合は、Instancesではなくで
インスタンスタイプを定義しますInstanceType。

たとえば、ComputeResources/InstanceType=instance.type の代わり
にInstances/ComputeResources/InstanceType= を定義しますinstance.type。

Note

EElastic Fabric Adapter (EFA)、別のアベイラビリティーゾーンではサポートされていませ
ん。

複数のアベイラビリティーゾーンを使用すると、ストレージネットワークのレイテンシーが増加
し、AZ 間のデータ転送コストが増加する可能性があります。たとえば、インスタンスが別の AZ にあ
るファイルストレージにアクセスした場合に発生する可能性があります。詳細については、同じファ
イル内でのデータ転送を参照してくださいAWS リージョン。

単一のサブネットの使用から複数のサブネットの使用に変更するためのクラスターの更新:

• クラスタのサブネット定義が、AWS ParallelCluster単一のサブネットとマネージド FSx for Lustre 
ファイルシステムで定義されているとします。その場合、このクラスターを更新したサブネット ID 
定義で直接更新することはできません。クラスターを更新するには、まず管理対象ファイルシステ
ムを外部ファイルシステムに変更する必要があります。詳細については、「AWS ParallelCluster管
理ストレージを外部ストレージに変換 (p. 112)」を参照してください。

• 追加対象として定義されている複数のサブネットのすべての AZ に EFS マウントターゲットが存在
しない場合、クラスターのサブネット定義が 1 つのサブネットと外部の Amazon EFS ファイルシス
テムで定義されているとします。その場合、このクラスターを更新したサブネット ID 定義で直接更
新することはできません。クラスターを更新したり、クラスターを作成したりするには、まず、定
義された複数のサブネットのすべての AZ のすべてのマウントターゲットを作成する必要がありま
す。

CapacityReservationResourceGroupArn (p. 195)以下で定義されているアベイラビリティー
ゾーンとクラスターキャパシティリザーブメント:

• 定義されたキャパシティ予約リソースグループの対象となるインスタンスタイプとアベイラビリ
ティゾーンのセットと、キューに定義されているインスタンスタイプとアベイラビリティゾーンの
セットが重複していない場合、クラスターを作成することはできません。

• 定義されたキャパシティ予約リソースグループの対象となるインスタンスタイプとアベイラビリ
ティゾーンのセットと、キューに定義されているインスタンスタイプとアベイラビリティゾーンの
セットが部分的に重複している場合は、クラスターを作成できます。 AWS ParallelClusterこの場
合、部分的なオーバーラップに関する警告メッセージが送信されます。

• 詳細については、「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動す
る (p. 135)」を参照してください。
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Note

AWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 では、複数のアベイラビリティーゾーンが追加されま
した。
Warning

この警告は、バージョン 3.3.1 より前のすべての 3.x.yAWS ParallelCluster バージョンに適用
されます。 AWS ParallelClusterこのパラメータを変更しても、バージョン 3.3.1 は影響を受
けません。
バージョン 3.3.1 より前のバージョンAWS ParallelCluster 3 つの場合
このパラメータを変更してクラスタを更新すると、新しいマネージド FSx for Lustre ファイ
ルシステムが作成され、既存のマネージド FSx for Lustre ファイルシステムが削除されま
す。その結果、データが失われます。先に進む前に、データを保存したい場合は、必ず既存
の FSx for Lustre ファイルシステムからデータをバックアップしてください。詳細について
は、「FSx for Lustre ユーザーガイド」の「バックアップの使用」を参照してください。

新しいサブネット値を追加すると、更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

サブネット値が削除されると、更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

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。指定するサブネットによってデフォルト値が決まります。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。

p4dhpc6idまたは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、HeadNodeNetworking (p. 180) (p. 178)/ElasticIp (p. 180)trueをに設定してパブリック
アクセスを提供する必要があります。 AWSパブリック IP は、1 つのネットワークインターフェース
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、NAT ゲートウェイを使用し
てクラスターコンピュートノードへのパブリックアクセスを提供することをお勧めします。この場合
は、AssignPublicIpに設定しますfalse。IP アドレスの詳細については、Linux インスタンス用の 
Amazon EC2 ユーザーガイドの「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。

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. 129)
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自動的にセキュリティグループを作成します。

SharedStorage (p. 219)セキュリティグループがシステムに合わせて正しく設定されていることを確
認します。

Warning

この警告は3つすべてに適用されます。 x。 AWS ParallelCluster##### 3.3.0 ####
###### AWS ParallelClusterこのパラメータを変更しても、バージョン 3.3.0 は影響を受けま
せん。
バージョン 3.3.0 より前のバージョンAWS ParallelCluster 3 つの場合
このパラメータを変更してクラスタを更新すると、新しいマネージド FSx for Lustre ファイ
ルシステムが作成され、既存のマネージド FSx for Lustre ファイルシステムが削除されま
す。その結果、データが失われます。データを保存する場合は、必ず既存の FSx for Lustre 
ファイルシステムのデータをバックアップしてください。詳細については、「FSx for Lustre 
ユーザーガイド」の「バックアップの使用」を参照してください。
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Warning

コンピューティングインスタンスで EFA (p. 205) を有効にする場合は、EFA 対応のイン
スタンスが、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てください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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. 200): 
   Enabled (p. 200): boolean
  Id (p. 200): string
  Name (p. 200): string

更新ポリシー:マネージドプレイスメントグループを削除するには、すべてのコンピュートノー
ドを停止する必要があります。更新時にこの設定を変更するには、コンピュート群を停止する
か、QueueUpdateStrategy設定する必要があります。 (p. 131)
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。デフォルトは false です。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Id (オプション、String)

Slurmキューが使用す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。ID ではなく、プレイスメントグループ名を入力してください。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Name (オプション、String)

Slurmキューが使用す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。ID ではなく、プレイスメントグループ名を入力してください。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Note

• PlacementGroup/Enabledがに設定されtrue、NameIdまたはが定義
されていない場合、/がこの設定を上書きするように定義されていない限
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りComputeResources (p. 202)、PlacementGroup (p. 207)各コンピュー
トリソースには独自のマネージドプレイスメントグループが割り当てられま
す。Networking (p. 207)

• AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以
降、SlurmQueues (p. 194)/NetworkingPlacementGroup (p. 200) (p. 197)/の優先
代替として
SlurmQueues (p. 194)//NetworkingPlacementGroup (p. 200) (p. 197)/Name (p. 200)が
追加されましたId (p. 200)。

PlacementGroup (p. 200)/Id (p. 200)と
PlacementGroup (p. 200)/Name (p. 200)は同等です。どちらでも使用できます。

/と PlacementGroup (p. 200)/IdPlacementGroup (p. 200) (p. 200)AWS 
ParallelClusterの両方を含めると失敗します。Name (p. 200)選択できるのは 1 つのみで
す。

PlacementGroup (p. 200)/を使用するためにクラスターを更新する必要はありませ
んName (p. 200)。

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. 201): 
   HttpProxyAddress (p. 201): string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)
HttpProxyAddress (オプション、String)

Slurmキューの HTTP または HTTPS プロキシサーバーを定義します。通常、そうで
すhttps://x.x.x.x:8080。

デフォルト値はありません。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

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。すべてのノードに同じ AMI を使用するに
は、CustomAmiImage (p. 178)セクションの設定を使用してください (p. 177)。

Image (p. 201): 
   CustomAmi (p. 202): string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)
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Image プロパティ

CustomAmi (オプション、String)

デフォルト AMISlurm の代わりにキューに使用する AMI です。pclusterCLI コマンドを使用して、デ
フォルト AMI のリストを表示できます。

pcluster list-official-images

カスタム AMI の起動に追加の権限が必要な場合は、これらの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。

{ 
   "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 検証警告のトラブルシューティングについては、を参照してくださいカスタム AMI の
問題のトラブルシューティング (p. 395)。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

ComputeResources

(必須) Slurm キューの ComputeResources 設定を定義します。

ComputeResources (p. 202): 
  - Name (p. 203): string
    InstanceType (p. 203): string
    Instances (p. 203): 
      - InstanceType (p. 204): string    
    MinCount (p. 204): integer
    MaxCount (p. 204): integer
    SpotPrice (p. 204): float
    DisableSimultaneousMultithreading (p. 205): boolean
    SchedulableMemory (p. 205): integer
    Efa (p. 205): 
       Enabled (p. 206): boolean
      GdrSupport (p. 206): boolean
    CapacityReservationTarget (p. 206): 

202



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

      CapacityReservationId (p. 207): string
      CapacityReservationResourceGroupArn (p. 207): string
    Networking (p. 207):    
       PlacementGroup (p. 207): 
         Enabled (p. 207): boolean
        Name (p. 208): string

更新ポリシー: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場合はコン
ピュート群を停止する必要があります。 (p. 131)

ComputeResources のプロパティ

Name (必須)、String)

Slurmキューコンピューティング環境の名前。名前は最大 25 文字で指定できます。

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. 129)
InstanceType (必須)、String)

Slurmこのコンピュートリソースで使用されてい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。x86_64arm64インスタ
ンスはまたはアーキテクチャのいずれかを使用できます。

クラスター構成では、InstanceType (p. 203)またはインスタンスのいずれかを定義する必要がありま
す (p. 203)。両方が定義されている場合、AWS ParallelCluster失敗します。

定義する場合InstanceType、複数のサブネットを定義することはできません。インスタ
ンスタイプを 1 つだけ設定し、複数のサブネットを使用する場合は、インスタンスタイプを 
inInstancesInstanceType ではなくで定義します。詳細については、「Networking (p. 197)/」
を参照してくださいSubnetIds (p. 197)。

p4dhpc6idまたは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、で説明されているよ
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. 68)。 AWSパブリック IP は、1 つのネットワークインター
フェー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。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。

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. 130)

Instances (必須)

コンピュートリソースのインスタンスタイプのリストを指定します。インスタンスタイプのリストの
割り当て方法を指定するには、を参照してくださいAllocationStrategy (p. 196)。

クラスタ構成では、InstanceType (p. 203)またはのいずれかを定義する必要がありま
すInstances (p. 203)。両方が定義されている場合、AWS ParallelCluster失敗します。

詳細については、「Slurm による複数インスタンスタイプの割り当て (p. 99)」を参照してくださ
い。

Instances (p. 203): 
   - InstanceType (p. 204): string

Note

EnableMemoryBasedSchedulingInstances (p. 203) で複数のインスタンスタイプを設定
している場合は有効にできません。
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更新ポリシー: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場合は
コンピュート群を停止する必要があります。 (p. 131)
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。

に記載されているインスタンスタイプには、Instances (p. 203)次のものが必要です。
• 同じ数の vCPUs、DisableSimultaneousMultithreading (p. 205)trueまたはに設定さ

れている場合は同じコア数。
• 同じメーカーの同じ数のアクセラレータ。
• EfaEnabled (p. 206) (p. 205)/がに設定されている場合、EFAtrue がサポートされます。

に記載されているインスタンスタイプにはInstances (p. 203)、次のものがあります。
• メモリの量が異なります。

この場合、Slurm消費可能なリソースとして最小メモリを設定する必要があります。

複数のインスタンスタイプを指定した場合、EnableMemoryBasedScheduling有効にするこ
とはできません。

• さまざまなネットワークカード。

この場合、コンピュートリソースに設定されているネットワークインターフェースの数は、
ネットワークカードの数が最も少ないインスタンスタイプによって定義されます。

• ネットワーク帯域幅が異なります。
• インスタンスストアのサイズが異なります。

p4dhpc6idまたは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、で説明されて
い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. 68)。 AWSパブリック IP は、1 つのネット
ワークインターフェー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。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。

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. 130)
Note

InstancesAWS ParallelClusterはバージョン 3.3.0 以降でサポートされています。
MinCount (オプション、Integer)

Slurmコンピューティングリソースが使用するインスタンスの最小数。デフォルトは 0 です。

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。 (p. 130)

MaxCount (オプション、Integer)

Slurmコンピューティングリソースが使用するインスタンスの最大数。デフォルトは 10 です。

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。 (p. 130)

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。
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更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

DisableSimultaneousMultithreading (オプション、Boolean)

もしtrue、Slurmキュー内のノードでのマルチスレッドが無効になっています。デフォルト値は
false です。

すべてのインスタンスタイプがマルチスレッドを無効にできるわけではありません。マルチスレッ
ドの無効化をサポートするインスタンスタイプのリストについては、Linux インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイドの「インスタンスタイプごとの各 CPU コアの CPU コアとスレッド」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. 130)

SchedulableMemory (オプション、Integer)

SlurmRealMemoryコンピュートリソースのコンピュートノード
のパラメーターで設定されているメモリ量 (MiB 単位)。この値
は、SlurmSettings (p. 215)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 216)が有効な場合にジョブ
で使用できるノードメモリの上限です。デフォルト値は、Amazon EC2 インスタンスタイプにリスト
され、Amazon EC2 API によって返されるメモリの 95% DescribeInstanceTypesです。GiB で指定さ
れた値は、必ず MiB に変換してください。

サポートされる値:1-EC2Memory

EC2Memoryは、Amazon EC2 インスタンスタイプにリストされ、Amazon EC2 API によって返される
メモリ (MiB 単位) DescribeInstanceTypesです。GiB で指定された値は、必ず MiB に変換してくださ
い。

このオプションは、SlurmSettings (p. 215)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 216)が有
効になっている場合に最も適しています。詳細については、「Slurmメモリベースのスケジューリン
グ (p. 97)」を参照してください。

Note

SchedulableMemoryAWS ParallelClusterはバージョン 3.2.0 以降でサポートされていま
す。
バージョン 3.2.0 以降、デフォルトでは、Amazon EC2 API から返されるメモ
リの 95AWS ParallelClusterRealMemorySlurm パーセントにコンピュートノー
ドが設定されますDescribeInstanceTypes。この設定はの値とは無関係で
すEnableMemoryBasedScheduling。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

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。

Efa (p. 205): 
   Enabled (p. 206): boolean
  GdrSupport (p. 206): boolean
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更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)
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
タンスのリストを表示するには、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「サ
ポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。詳細については、「Elastic Fabric 
Adapter (p. 120)」を参照してください。PlacementGroup (p. 200)インスタンス間のレイテ
ンシーを最小限に抑えるため、クラスター SlurmQueuesNetworking (p. 197) (p. 194)//を使
用することをお勧めします。

デフォルト値は false です。

Note

EElastic Fabric Adapter (EFA)、別のアベイラビリティーゾーンではサポートされていま
せん。詳細については、を参照してくださいSubnetIds (p. 197)。

Warning

でカスタムセキュリティグループを定義する場合はSecurityGroups (p. 199)、EFA 対応
のインスタンスが、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てください。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

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 3.0.0～3.0.1:Slurm コンピューティングリソースで 
GPUDirect RDMASupport が有効になっています。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. 177) は alinux2、centos7、ubuntu1804、また
はubuntu2004)。デフォルト値は false です。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

CapacityReservationTarget

CapacityReservationTarget (p. 206): 
    CapacityReservationId (p. 207): string
   CapacityReservationResourceGroupArn (p. 207): string
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コンピュートリソースに使用するオンデマンドキャパシティ予約を指定します。詳細については、
「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)」を参照し
てください。
CapacityReservationId (オプション、String)

コンピュートリソースの対象となる既存のキャパシティ予約の ID を示します。詳細については、
「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)」を参
照してください。

CapacityReservationResourceGroupArn (オプション、String)

コンピューティングリソースの容量予約のサービスにリンクされたグループとして機能するリ
ソースグループの Amazon リソースネーム (ARN) を示します。 AWS ParallelClusterグループか
ら最も適切なキャパシティ予約を特定して使用します。リソースグループには、コンピュート
リソースにリストされているインスタンスタイプごとに少なくとも 1 つの ODCR が必要です。
詳細については、「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動す
る (p. 135)」を参照してください。
• SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 207)または
SlurmQueues (p. 194)//PlacementGroupで有効になっている場合
はNetworking (p. 207)、AWS ParallelClusterインスタンスタイプをターゲットとするリソー
スグループを選択し、コンピュートリソースが存在する場合はそのリソースグループを選択し
ます。ComputeResources (p. 202)PlacementGroup

は、PlacementGroupで定義されているインスタンスタイプのいずれかをターゲットにする必
要がありますComputeResources (p. 202)。

• SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 207)または
SlurmQueues (p. 194)//PlacementGroupで有効になっていない場合
はNetworking (p. 207)、AWS ParallelClusterコンピュートリソースのイン
スタンスタイプのみを対象とするリソースグループを選択します (存在する場
合)。ComputeResources (p. 202)

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Note

CapacityReservationTargetAWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 で追加されました。
Networking

Networking (p. 207):    
   PlacementGroup (p. 207): 
     Enabled (p. 207): boolean
    Name (p. 208): string

更新ポリシー:マネージドプレイスメントグループを削除するには、すべてのコンピュートノー
ドを停止する必要があります。更新時にこの設定を変更するには、コンピュート群を停止する
か、QueueUpdateStrategy設定する必要があります。 (p. 131)
PlacementGroup (オプション)

コンピューティングリソースの配置グループ設定を指定します。
Enabled (オプション、Boolean)

コンピューティングリソースに配置グループを使用するかどうかを示します。
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• がに設定されていてtrue、Name定義されていない場合、そのコンピュートリソースに
は、SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)/PlacementGroup (p. 200)設定に
関係なく、独自のマネージドプレイスメントグループが割り当てられます。

• に設定しtrue、Name定義されている場合、そのコンピュートリソースに
は、SlurmQueues/Networking/PlacementGroup設定に関係なく、指定されたプレイス
メントグループが割り当てられます。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

Name (オプション、String)

コンピューティングリソース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。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)
Note

• PlacementGroup/EnabledNameとの両方が設定
されていない場合、それぞれの値がデフォルトで
SlurmQueues (p. 194)/Networking (p. 197)/PlacementGroup (p. 200)設定に
なります。

• ComputeResources/Networking/PlacementGroupAWS ParallelClusterはバージョ
ン 3.3.0 で追加されました。

ComputeSettings

(必須) Slurm キューの ComputeSettings 設定を定義します。

ComputeSettings のプロパティ

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. 208): 
   LocalStorage (p. 209): 
     RootVolume (p. 209): 
       Size (p. 209): integer
      Encrypted (p. 209): boolean
      VolumeType (p. 210): string
      Iops (p. 210): integer
      Throughput (p. 211): integer
     EphemeralVolume (p. 211): 
       MountDir (p. 211): string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)
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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. 209): 
   RootVolume (p. 209): 
     Size (p. 209): integer
    Encrypted (p. 209): boolean
    VolumeType (p. 210): string
    Iops (p. 210): integer
    Throughput (p. 211): integer
  EphemeralVolume (p. 211): 
     MountDir (p. 211): string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)
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. 209): 
   Size (p. 209): integer
  Encrypted (p. 209): boolean
  VolumeType (p. 210): string
  Iops (p. 210): integer
  Throughput (p. 211): integer

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)
Size (オプション、Integer)

Slurmキュー内のノードのルートボリュームサイズをギビバイト (GiB) 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。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

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。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)
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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。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

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 †

IOPS が 3000 を超えるボリュームの場合、IopsSize最大対比は GiB あたり 500 IOPS 
です。

† 最大 IOPS は、同じく 32,000 IOPS 以上でプロビジョニングされた Nitro System で構築さ
れたインスタンスでのみ保証されます。その他のインスタンスは、最大 32,000 IOPS を持つ
ことができます。io1ボリュームを変更しない限り、以前の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、Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「io2Block Express ボリューム」を参照してく
ださい。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
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シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

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

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。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

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、ext4すべてのイン
スタンスストアボリュームをファイルシステムでフォーマットされた 1 つの論理ボリュームに
まとめることで作成されます。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 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. 211): 
   MountDir (p. 211): string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)
MountDir (オプション、String)

Slurmキューの各ノードの一時ボリュームのマウントディレクトリ。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

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. 211): 
   OnNodeStart (p. 212): 
     Script (p. 212): string
    Args (p. 212): 
      - string
  OnNodeConfigured (p. 212): 
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    Script (p. 212): string
    Args (p. 212): 
      - string

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
QueueUpdateStrategy (p. 130)

CustomActions プロパティ

OnNodeStart (オプション、String)

ノードデプロイのブートストラップアクションを開始する前に、Slurmキュー内の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bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」
を参照してください。
Script (必須)、String)

使用するファイル。ファイルパスは https:// または s3:// で始まる必要があります。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Args (オプション、[String])

スクリプトに渡す引数のリスト。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

OnNodeConfigured (オプション、String)

ノードブートストラップアクションがすべて完了した後に、Slurmキュー内の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bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」を参
照してください。
Script (必須)、String)

使用するファイル。ファイルパスは https:// または s3:// で始まる必要があります。

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

Args (オプション、[String])

スクリプトに渡す引数のリスト。
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更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシー
ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポ
リシーポリシーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

更新ポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリシーポリ
シーポリシーポリシー QueueUpdateStrategy (p. 130)

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. 213): 
   S3Access (p. 214): 
    - BucketName (p. 214): string
      EnableWriteAccess (p. 214): boolean
      KeyName (p. 214): string
  AdditionalIamPolicies (p. 214): 
    - Policy (p. 214): string
  InstanceProfile (p. 213): string
  InstanceRole (p. 213): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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}:instance-
profile/${InstanceProfileName} です。

これを指定すると、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定は指定できません。

に追加された機能は、AWS ParallelCluster新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定のどちらかまたは両方を指定することをお勧め
します。

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。 (p. 130)

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。

これを指定すると、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定は指定できません。

に追加された機能は、AWS ParallelCluster新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定のどちらかまたは両方を指定することをお勧め
します。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

213



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

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。

これを指定すると、InstanceProfileInstanceRoleおよび設定は指定できません。

に追加された機能は、AWS ParallelCluster新しいパーミッションが必要になることが多いた
め、S3AccessAdditionalIamPoliciesおよび設定のどちらかまたは両方を指定することをお勧め
します。

S3Access (p. 214): 
  - BucketName (p. 214): string
    EnableWriteAccess (p. 214): boolean
    KeyName (p. 214): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
BucketName (必須)、String)

バケットの名前。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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、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
AWS ParallelCluster。

IAM ポリシー名とその ARN が異なります。名前は使用することはできません。

これを指定すると、InstanceProfileInstanceRoleおよび設定は指定できません。

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. 214): 
  - Policy (p. 214): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
Policy (必須)、[String])

IAM ポリシーの一覧。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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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. 215): 
   ScaledownIdletime (p. 215): integer
  QueueUpdateStrategy (p. 215): string
  EnableMemoryBasedScheduling (p. 216): boolean
  Database (p. 216): 
     Uri (p. 216): string
    UserName (p. 217): string
    PasswordSecretArn (p. 217): string
  Dns (p. 217): 
     DisableManagedDns (p. 218): boolean
    HostedZoneId (p. 218): string
    UseEc2Hostnames (p. 218): boolean

SlurmSettings プロパティ

ScaledownIdletime (オプション、Integer)

ジョブがなく、Slurmノードが終了するまでの時間 (分単位) を定義します。

デフォルト値は 10 です。

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。 (p. 130)

QueueUpdateStrategy (オプション、String)

SlurmQueues (p. 194)以下の更新ポリシーが適用されるセクションパラメータの置換方法を指定し
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
か、QueueUpdateStrategy設定する必要があります。 (p. 130)

QueueUpdateStrategyこの値は、クラスター更新プロセスが開始されるとき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に設定されますDRAINING。この状態のノードは
新しいジョブを受け入れず、実行中のジョブは完了するまで続行されます。

ノードがidle (DRAINED) になった後、ノードが静的な場合はノードが交換され、ノードが動的
な場合はノードが終了します。パラメータ値を変更していない他のキューの他のノードは影響を
受けません。

この戦略ですべてのキューノードを変更したパラメータ値に置き換えるのにかかる時間は、実行
中のワークロードによって異なります。

COMPUTE_FLEET_STOP

QueueUpdateStrategyパラメーターのデフォルト値。この設定で
は、SlurmQueues (p. 194)セクションのパラメーターを更新すると、クラスターの更新を実行
する前にコンピュートフリートを停止する必要があります (p. 173)。

$ 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、ノードの電源はただちに切断
されます。

静的ノードは交換され、動的ノードは終了します。

パラメータ値を変更していない他のキューの他のノードは影響を受けません。

更新ポリシー: この設定は、更新中には分析されません。 (p. 130)
Note

QueueUpdateStrategyAWS ParallelClusterはバージョン 3.2.0 以降でサポートされていま
す。

EnableMemoryBasedScheduling (オプション、Boolean)

でメモリベースのスケジューリングが有効になっている場合Slurm。true詳細につ
いては、SlurmQueues (p. 194)/ComputeResources (p. 202)/を参照してくださ
いSchedulableMemory (p. 205)。

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. 97)」を参照してくださ
い。
Note

EnableMemoryBasedSchedulingAWS ParallelClusterはバージョン 3.2.0 以降でサポート
されています。
Note

EnableMemoryBasedSchedulingInstances (p. 203) で複数のインスタンスタイプを設定
している場合は有効にできません。

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. 130)

Database

（オプション）Slurmクラスタのアカウンティングを有効にする設定を定義します。詳細については、
「Slurmとの会計AWS ParallelCluster (p. 100)」を参照してください。

Database (p. 216): 
    Uri (p. 216): string
   UserName (p. 217): string
   PasswordSecretArn (p. 217): string

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. 130)

Database のプロパティ

Uri (必須)、String)

Slurmアカウンティングのバックエンドとして使用されるデータベースサーバーのアドレス。この URI 
は、次のような形式にする必要があります。host:portまた、などのスキームを含めないでくださ
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いmysql://。ホストは IP アドレスでも、ヘッドノードで解決可能な DNS 名でもかまいません。
ポートが指定されていない場合は、MySQLデフォルトのポート 3306AWS ParallelCluster を使用しま
す。

AWS ParallelClusterSlurmアカウンティングデータベースをクラスタにブートストラップし、データ
ベースにアクセスする必要があります。

次のことが起こる前に、データベースにアクセスできる必要があります。
• クラスターが作成されます。
• Slurmアカウンティングは、クラスタの更新により有効になります。

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。 (p. 130)

UserName (必須)、String)

データベースへの接続、アカウンティングログの書き込み、Slurmクエリの実行に使用する ID。ユー
ザーには、データベースに対する読み取りと書き込みの両方のアクセス許可が必要です。

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。 (p. 130)

PasswordSecretArn (必須)、String)

AWS Secrets ManagerUserNameプレーンテキストのパスワードが含まれているシークレットの 
Amazon リソースネーム (ARN)。このパスワードは、UserNameSlurmおよびアカウンティングと一緒
に使用され、データベースサーバーでの認証に使用されます。

ユーザーが権限を持っている場合は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 
IAMDescribeSecretPasswordSecretArn ポリシーに含まれていない場合は検証されず、警告
メッセージが表示されます。詳細については、「AWS ParallelCluster pcluster基本ユーザーポリ
シー (p. 43)」を参照してください。

更新するときはPasswordSecretArn、コンピュート群を停止する必要があります。シークレット
値が変更され、シークレット ARN が変更されない場合、クラスターは新しいデータベースパスワー
ドで自動的に更新されません。クラスターを新しいシークレット値に更新するには、コンピュートフ
リートが停止した後でヘッドノード内から次のコマンドを実行する必要があります。

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh

Warning

アカウンティングデータが失われないように、コンピューティングフリートが停止している
ときにのみデータベースパスワードを変更することをお勧めします。

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。 (p. 130)

Note

Databaseがリリース 3.3.0 から追加されました。

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. 217): 

217

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/apireference/API_DescribeSecret.html


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

  DisableManagedDns (p. 218): boolean
  HostedZoneId (p. 218): string
  UseEc2Hostnames (p. 218): boolean

Dns プロパティ

DisableManagedDns (オプション、Boolean)

クラスターの DNS エントリが作成されておらず、Slurmノード名が解決できない場合。true

デフォルトでは、起動時にノードが登録された Route 53AWS ParallelCluster 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。

この設定を使用してインターネットにアクセスできないサブネットにクラスターをデプロイする方法
については、を参照してくださいAWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一イン
スタンスの例 (p. 72)。

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がに設定されている場合はtrue、名前解決システムを指定する
必要があります。EC2 のデフォルト DNS を使用するには、UseEc2Hostnamesに設定しま
すtrue。または、独自の DNS リゾルバーを設定し、インスタンスの起動時にノード名が登
録されていることを確認してください。たとえば、CustomActions (p. 211)/を設定するこ
とでこれを行うことができますOnNodeStart (p. 212)。

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. 129)
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。指定する
と、AWS ParallelCluster指定されたホストゾーンにクラスターノードが登録され、マネージドホスト
ゾーンは作成されません。

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。 (p. 129)
UseEc2Hostnames (オプション、Boolean)

クラスターコンピュートノードがデフォルトの EC2 ホスト名で設定されている場
合。trueSlurmNodeHostNameもこの情報で更新されています。デフォルトは false です。

この設定を使用してインターネットにアクセスできないサブネットにクラスターをデプロイする方法
については、を参照してくださいAWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一イン
スタンスの例 (p. 72)。

Note

このメモは、AWS ParallelClusterバージョン 3.3.0 以降は関係ありません。
AWS ParallelClusterサポートされるバージョン 3.3.0 より前の場合:
UseEc2Hostnamesをに設定するとtrue、SlurmAWS ParallelClusterprologepilog 設定
ファイルはおよびスクリプトで設定されます。
• prolog各ジョブが割り当てられると、/etc/hosts計算ノードにノード情報を追加しま

す。
• epilogprologが書き込んだコンテンツをクリーンアップします。
prologepilogカスタムまたはスクリプトを追加するには、/opt/slurm/etc/pcluster/
prolog.d//opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/それらをそれぞれまたはフォルダー
に追加します。

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. 129)
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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。

AWS ParallelClusterは、Amazon EBS、ONTAP 用 FSx、OpenZFS 共有ストレージボリューム用 FSx、ま
たは Lustre 共有ストレージファイルシステム用の Amazon EFS と FSx をサポートします。

SharedStorageこのセクションでは、外部ストレージまたは管理ストレージを定義できます。

• 外部ストレージとは、管理する既存のボリュームまたはファイルシステムを指します。 AWS 
ParallelCluster作成も削除もしません。

• AWS ParallelClusterマネージドストレージとは、AWS ParallelCluster作成して削除できるボリュームま
たはファイルシステムを指します。

共有ストレージのクォータと共有ストレージの設定の詳細については (p. 114)、「使い方」を参照してく
ださい共有ストレージ (p. 108)AWS ParallelCluster。

Note

をスケジューラーとして使用する場合AWS Batch、FSx for Lustre はクラスターヘッドノードでの
み使用できます。

SharedStorage (p. 219): 
  - MountDir (p. 220): string
    Name (p. 220): string
    StorageType (p. 220): Ebs 
     EbsSettings (p. 221): 
       VolumeType (p. 221): string
      Iops (p. 221): integer
      Size (p. 222): integer
      Encrypted (p. 222): boolean
      KmsKeyId (p. 222): string
      SnapshotId (p. 222): string
      Throughput (p. 222): integer
      VolumeId (p. 222): string
      DeletionPolicy (p. 223): string
      Raid (p. 223): 
         Type (p. 223): string
        NumberOfVolumes (p. 223): integer
  - MountDir (p. 220): string
    Name (p. 220): string
    StorageType (p. 220): Efs 
     EfsSettings (p. 223): 
       Encrypted (p. 224): boolean
      KmsKeyId (p. 224): string
      EncryptionInTransit (p. 224): boolean
      IamAuthorization (p. 224): boolean
      PerformanceMode (p. 224): string
      ThroughputMode (p. 225): string
      ProvisionedThroughput (p. 225): integer
      FileSystemId (p. 225): string
      DeletionPolicy (p. 226): string
  - MountDir (p. 220): string
    Name (p. 220): string
    StorageType (p. 220): FsxLustre 
     FsxLustreSettings (p. 226): 
       StorageCapacity (p. 227): integer
      DeploymentType (p. 227): string
      ImportedFileChunkSize (p. 228): integer
      DataCompressionType (p. 228): string
      ExportPath (p. 228): string
      ImportPath (p. 229): string
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      WeeklyMaintenanceStartTime (p. 229): string
      AutomaticBackupRetentionDays (p. 229): integer
      CopyTagsToBackups (p. 229): boolean
      DailyAutomaticBackupStartTime (p. 229): string
      PerUnitStorageThroughput (p. 229): integer
      BackupId (p. 230): string
      KmsKeyId (p. 230): string
      FileSystemId (p. 230): string
      AutoImportPolicy (p. 231): string
      DriveCacheType (p. 231): string
      StorageType (p. 232): string
      DeletionPolicy (p. 232): string
  - MountDir (p. 220): string
    Name (p. 220): string
    StorageType (p. 220): FsxOntap 
     FsxOntapSettings (p. 232): 
       VolumeId (p. 232): string
  - MountDir (p. 220): string
    Name (p. 220): string
    StorageType (p. 220): FsxOpenZfs 
     FsxOpenZfsSettings (p. 233): 
       VolumeId (p. 233): string
 

更新ポリシー:このリスト値の設定では、コンピュートフリートを停止する
か、QueueUpdateStrategy新しい値を追加するように設定する必要があります。既存の値を削除すると
きは、コンピュートフリートを停止する必要があります。 (p. 131)

SharedStorage のプロパティ

MountDir (必須)、String)

共有ストレージがマウントされているパス。

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. 129)
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します。
Warning

AWS ParallelCluster管理共有ストレージを指定し、の値を変更するとName、既存の管理共
有ストレージとデータが削除され、新しい管理共有ストレージが作成されます。Nameクラス
ターの更新での値を変更することは、既存の管理対象共有ストレージを新しいものに置き換
えることと同じです。Name既存の共有ストレージのデータを保持する必要がある場合は、変
更する前に必ずデータをバックアップしてください。

更新ポリシー:このリスト値の設定では、コンピュートフリートを停止する
か、QueueUpdateStrategy新しい値を追加するように設定する必要があります。既存の値を削除す
るときは、コンピュートフリートを停止する必要があります。 (p. 131)

StorageType (必須)、String)

共有ストレージのタイプ。サポートされる値
はEbs、、Efs、FsxLustreFsxOntap、FsxOpenZfsおよびです。

詳細については、FsxLustreSettings (p. 226)、FsxOntapSettings (p. 232)、およ
びFsxOpenZfsSettings (p. 233)を参照してください。

Note

AWS Batchスケジューラーとして使用する場合、FSx for Lustre はクラスターヘッドノードで
のみ使用できます。

220



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

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. 129)

EbsSettings

(オプション) Amazon EBS ボリュームの設定。

EbsSettings (p. 221): 
   VolumeType (p. 221): string
  Iops (p. 221): integer
  Size (p. 222): integer
  Encrypted (p. 222): boolean
  KmsKeyId (p. 222): string
  SnapshotId (p. 222): string
  VolumeId (p. 222): string
  Throughput (p. 222): integer
  DeletionPolicy (p. 223): string
  Raid (p. 223): 
     Type (p. 223): string
    NumberOfVolumes (p. 223): integer

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. 129)

EbsSettings のプロパティ

をに設定するとDelete、DeletionPolicy (p. 223)クラスタが削除されるか、クラスタの更新によってボ
リュームが削除されると、管理対象ボリュームとそのデータが削除されます。

詳細については、「使い方」を参照してください共有ストレージ (p. 108)AWS ParallelCluster。

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。

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. 129)
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 †

volume_iopsvolume_size最大対比は、1 GiB あたり 50 IOPS です。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) †
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IopsSize最大対比は、1 GiB ビットあたり 500 IOPS です。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

IopsSize最大対比は、1 GiB ビットあたり 500 IOPS です。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、io1以前の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、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「io2Block Express 
ボリューム」を参照してください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

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. 129)
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。

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. 129)
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。

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. 129)
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 ID を使用する場合に、Amazon EBS スナップショット 
ID を指定します。

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. 129)
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。

ボリュームは、と同じアベイラビリティーゾーンに作成する必要がありますHeadNode。
Note

AWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 では、複数のアベイラビリティーゾーンが追加されま
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. 129)
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。

222

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html#ec2-nitro-instances
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html#ec2-nitro-instances
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-modify-volume.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-modify-volume.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#io2-block-express
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#io2-block-express


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

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
DeletionPolicy (オプション、String)

クラスターの削除またはボリュームの削除時に、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。

DeletionPolicy (p. 223)をに設定するとDelete、クラスターが削除されるか、クラスターの更新に
よってボリュームが削除されると、管理対象ボリュームとそのデータが削除されます。

詳細については、「共有ストレージ (p. 108)」を参照してください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
Note

DeletionPolicyAWS ParallelClusterはバージョン 3.2.0 以降でサポートされています。

Raid

(オプション) RAID ボリュームの設定を定義します。

Raid (p. 223): 
   Type (p. 223): string
  NumberOfVolumes (p. 223): integer

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. 129)

Raid のプロパティ

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。

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. 129)
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。

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. 129)

EfsSettings

(オプション) Amazon EFS ファイルシステムの設定です。

EfsSettings (p. 223): 
   Encrypted (p. 224): boolean
  KmsKeyId (p. 224): string
  EncryptionInTransit (p. 224): boolean
  IamAuthorization (p. 224): boolean
  PerformanceMode (p. 224): string
  ThroughputMode (p. 225): string
  ProvisionedThroughput (p. 225): integer
  FileSystemId (p. 225): string
  DeletionPolicy (p. 226): string

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. 129)
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EfsSettings のプロパティ

DeletionPolicy (p. 226)をに設定するとDelete、クラスターが削除されたり、ファイルシステムがクラス
ターの更新によって削除されたりすると、管理対象ファイルシステムとそのデータが削除されます。

詳細については、「使い方」を参照してください共有ストレージ (p. 108)AWS ParallelCluster。

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。

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. 129)
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。

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. 129)
EncryptionInTransit (オプション、Boolean)

に設定するとtrue、Amazon EFS ファイルシステムはTransport Layer Security (TLS) を使用してマウ
ントされます。デフォルトでは、falseこれはに設定されています。

Note

AWS Batchスケジューラーとして使用されますが、EncryptionInTransitサポートされて
いません。

Note

EncryptionInTransitAWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 以降で追加されました。

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. 129)
IamAuthorization (オプション、Boolean)

に設定するとtrue、Amazon EFS はシステムの IAM ID を使用して認証されます。デフォルトで
は、falseこれはに設定されています。

Note

IamAuthorization が true に設定されている場合は EncryptionInTransit も true に
設定する必要があります。

Note

AWS Batchスケジューラーとして使用されますが、IamAuthorizationサポートされていま
せん。

Note

IamAuthorizationAWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 以降で追加されました。

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. 129)
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。
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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操作では、
レイテンシがわずかに長くなるというトレードオフがあります。

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. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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)。これは Amazon EFS API ProvisionedThroughputInMibpsリファレンスのパラメータ
に対応しています。

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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

クラスターが複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるように設定されている場合は、クラスター
が使用する各アベイラビリティーゾーンにファイルシステムのマウントターゲットを定義する必要が
あります。

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する場合、定義するファイルシステムが次の条件に一致する必要があり
ます。
• ファイルシステムには、クラスターの各アベイラビリティーゾーンに既存のマウント

ターゲットがあり、およびからのインバウンドとアウトバウンドの NFSHeadNode トラ
フィックが許可されていますComputeNodes。スケジューリング (p. 189)//ネットワーク
SlurmQueues (p. 194) (p. 197)/で複数のアベイラビリティーゾーンが設定されていま
すSubnetIds (p. 197)。

クラスターとファイルシステムの間のトラフィックが許可されたことを確認するには、次の
いずれかを実行できます。
• CIDR またはクラスターサブネットのプレフィックスリストとの間のトラフィックを許可するよ

うに、マウントターゲットのセキュリティグループを設定します。
Note

AWS ParallelClusterポートが開いていることと、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確認します。 AWS ParallelClusterCIDR 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。

• //SecurityGroups (p. 199)と
SlurmQueuesHeadNode (p. 178) (p. 194)/Networking (p. 197)/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しま
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すSecurityGroups (p. 180)。Networking (p. 180)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の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

すべてのクラスター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
合は、AWS ParallelClusterポートが開いていることだけを検証します。 AWS 
ParallelCluster送信元と宛先が正しく構成されていることを検証しません。

Warning

EFS OneZone は、すべてのコンピュートノードとヘッドノードが同じアベイラビリティー
ゾーンにある場合にのみサポートされます。EFS OneZone に設定できるマウントターゲット
は 1 つだけです。

Note

AWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 では、複数のアベイラビリティーゾーンが追加されま
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. 129)
DeletionPolicy (オプション、String)

ファイルシステムがクラスターから削除されたとき、またはクラスターが削除されたときに、ファイ
ルシステムを保持するか削除するかを指定します。サポートされる値は Delete と Retain です。デ
フォルト値は Delete です。

DeletionPolicy (p. 226)をに設定するとDelete、クラスタが削除されたり、ファイルシステムがクラ
スタの更新によって削除されたりすると、管理対象ファイルシステムとそのデータが削除されます。

詳細については、「共有ストレージ (p. 108)」を参照してください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

Note

DeletionPolicyAWS ParallelClusterはバージョン 3.3.0 以降でサポートされています。

FsxLustreSettings

Note

FsxLustreSettingsFsxLustreがに指定されているかどうかを定義する必要がありま
すStorageType (p. 220)。

(オプション) FSx for Lustre ファイルシステムの設定。

FsxLustreSettings (p. 226): 
   StorageCapacity (p. 227): integer
  DeploymentType (p. 227): string
  ImportedFileChunkSize (p. 228): integer
  DataCompressionType (p. 228): string
  ExportPath (p. 228): string
  ImportPath (p. 229): string
  WeeklyMaintenanceStartTime (p. 229): string
  AutomaticBackupRetentionDays (p. 229): integer
  CopyTagsToBackups (p. 229): boolean
  DailyAutomaticBackupStartTime (p. 229): string
  PerUnitStorageThroughput (p. 229): integer
  BackupId (p. 230): string # BackupId cannot coexist with some of the fields 
   KmsKeyId (p. 230): string
  FileSystemId (p. 230): string # FileSystemId cannot coexist with other fields 
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  AutoImportPolicy (p. 231): string
  DriveCacheType (p. 231): string
  StorageType (p. 232): string
  DeletionPolicy (p. 232): string

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. 129)

Note

をスケジューラーとして使用する場合AWS Batch、FSx for Lustre はクラスターヘッドノードでの
み使用できます。

FsxLustreSettings のプロパティ

DeletionPolicy (p. 232)をに設定するとDelete、クラスタが削除されたり、ファイルシステムがクラスタ
の更新によって削除されたりすると、管理対象ファイルシステムとそのデータが削除されます。

詳細については、「共有ストレージ (p. 108)」を参照してください。

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新しいファイ
ルシステムを作成する場合は必須です。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。
• SCRATCH_2PERSISTENT_1、PERSISTENT_2および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 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。

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. 129)
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。

SCRATCH_1一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およびデプロイタ
イプを選択します。SCRATCH_2デプロイタイプでは、SCRATCH_1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。

長期ストレージと、レイテンシーの影響を受けないスループット重視のワークロードに
は、PERSISTENT_1デプロイタイプを選択してください。 PERSISTENT_1送信時のデータの暗号化
をサポートします。FSx for LustreAWS リージョン が利用可能なすべての地域で使用できます。

長期間のストレージや、最高レベルのIOPSとスループットを必要とするレイテンシーの影響を受けや
すいワークロードには、PERSISTENT_2導入タイプを選択してください。 PERSISTENT_2SSD スト
レージをサポートし、それ以上の容量を提供しますPerUnitStorageThroughput (最大 1000 MB/
秒/TiB)。 PERSISTENT_2数に限りがありますAWS リージョン。デプロイタイプや Amazon FSx for 
Lustre ユーザーガイドの FSx for LustrePERSISTENT_2 のファイルシステムデプロイオプションの詳
細は、AWS リージョンデプロイタイプや Amazon FSx for Lustre のファイルシステムデプロイオプ
ションの詳細は、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの FSx for Lustre のファイルシステムデプロ
イオプションを参照してください。

この機能をサポートする Amazon EC2 インスタンスか
らSCRATCH_2PERSISTENT_1、PERSISTENT_2またはデプロイタイプのファイルシステムにアクセ
スすると、転送中のデータの暗号化が自動的に有効になります。

、、PERSISTENT_2およびデプロイタイプの転送中のデータの暗号化
はSCRATCH_2PERSISTENT_1、サポートされるでサポートされるインスタンスタイプからアクセスし
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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、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイ
ドの「転送中のデータの暗号化」を参照してください。

Note

PERSISTENT_2デプロイメントタイプのSupport は、AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 
で追加されました。

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. 129)
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。データリポジトリの関連付けを設定する方法については、Amazon FSx 
for Lustre ユーザーガイドの「ファイルシステムを S3 バケットにリンクする」を参照してく
ださい。

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. 129)
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。サポートされる値
はLZ4。 LZ4は、LZ4 アルゴリズムでデータ圧縮がオンになっていることを示していま
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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[creation-
timestamp]) 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://import-
bucket/[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。Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「ファイルシステムを S3 バ
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ケットにリンクする」で説明されているように、データリポジトリの関連付けを設定しま
す。

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. 129)
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。

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。Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「ファイルシステムを S3 バ
ケットにリンクする」で説明されているように、データリポジトリの関連付けを設定しま
す。

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. 129)
WeeklyMaintenanceStartTime (オプション、String)

毎週のメンテナンスを行うのに推奨される開始時間。"d:HH:MM"形式は、UTC+0 タイムゾーンで
す。この形式では、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。このフィールドには
引用符が必要です。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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、PERSISTENT_1PERSISTENT_2およびデプロイメントタイプでのみ有効です。詳細については、
『Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド』の「バックアップの使用」を参照してください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
CopyTagsToBackups (オプション、Boolean)

の場合はtrue、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します。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、PERSISTENT_1PERSISTENT_2およびデプロイタイプでのみ有効です。

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. 129)
DailyAutomaticBackupStartTime (オプション、String)

毎日繰り返される時刻 (HH:MM形式)。 HHゼロ詰めの時間 (00～23)。 MMゼロ詰めの分 (00～59)。例え
ば、05:00 は毎日午前 5 時を指定します。この設定は、PERSISTENT_1PERSISTENT_2およびデプ
ロイタイプでのみ有効です。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
PerUnitStorageThroughput(PERSISTENT_1PERSISTENT_2必須項目と導入タイプ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

229

https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/create-dra-linked-data-repo.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/create-dra-linked-data-repo.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/create-dra-linked-data-repo.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/using-backups-fsx.html


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

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。PerUnitStorageThroughputこれはプロパティに対応します。

有効な値:
PERSISTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENT
PERSISTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENT
PERSISTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENT

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. 129)
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、ImportedFileChunkSize、StorageCapacity
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。BackupIdこれはプロパティに対応します。

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. 129)
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 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。

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. 129)
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、MountDirFileSystemIdFsxLustreSettingsのおよび設定のみが
使用されます。FsxLustreSettingsの他の設定はすべて無視されます。

Note

AWS Batchスケジューラーを使用する場合、FSx for Lustre はヘッドノードでのみ使用できま
す。
Note

ファイルシステムは、ポート 988、1021、1022、および 1023 経由のインバウンドおよびア
ウトバウンド 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。

次のいずれかの操作を行って、クラスターとファイルシステムの間のトラフィックが許可されている
ことを確認します。
• CIDR またはクラスターサブネットのプレフィックスリストとの間のトラフィックを許可するよう

に、ファイルシステムのセキュリティグループを設定します。
Note

AWS ParallelClusterポートが開いていることと、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確認します。 AWS ParallelClusterCIDR 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。

• //SecurityGroups (p. 199)と
SlurmQueuesHeadNode (p. 178) (p. 194)/Networking (p. 197)/を
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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しま
すSecurityGroups (p. 180)。Networking (p. 180)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の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

すべてのクラスター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は、AWS 
ParallelClusterポートが開いていることだけを検証します。 AWS ParallelCluster送信元と
宛先が正しく構成されていることを検証しません。

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。 (p. 129)
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
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

SupportAWS ParallelCluster はバージョン 3.1.1NEW_CHANGED_DELETED で追加されまし
た。

AutoImportPolicy指定しない場合、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、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「S3 バケットからアップデートを自動的
にインポートする」を参照してください。

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。データリポジトリの関連付けを設定する方法については、Amazon FSx 
for Lustre ユーザーガイドの「ファイルシステムを S3 バケットにリンクする」を参照してく
ださい。

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. 129)
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。DriveCacheTypeこれはプロパティに対応します。詳細については、『Amazon FSx for Lustre 
ユーザーガイド』の「FSx for Lustre デプロイオプション」を参照してください。

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。
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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. 129)
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。

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. 129)
DeletionPolicy (オプション、String)

ファイルシステムがクラスターから削除されたとき、またはクラスターが削除されたときに、ファイ
ルシステムを保持するか削除するかを指定します。サポートされる値は Delete と Retain です。デ
フォルト値は Delete です。

DeletionPolicy (p. 232)をに設定するとDelete、クラスタが削除されたり、ファイルシステムがクラ
スタの更新によって削除されたりすると、管理対象ファイルシステムとそのデータが削除されます。

詳細については、「共有ストレージ (p. 108)」を参照してください。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

Note

DeletionPolicyAWS ParallelClusterはバージョン 3.3.0 以降でサポートされています。

FsxOntapSettings

Note

FsxOntapSettingsFsxOntapがに指定されているかどうかを定義する必要がありま
すStorageType (p. 220)。

(オプション) FSx for ONTAP ファイルシステムの設定。

FsxOntapSettings (p. 232): 
   VolumeId (p. 232): string

FsxOntapSettings のプロパティ

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

• AWS Batchスケジューラを使用する場合、FSx for ONTAP はヘッドノードでのみ使用できま
す。

• FSx for ONTAP の導入タイプがの場合はMulti-AZ、ヘッドノードサブネットのルートテーブ
ルが正しく設定されていることを確認してください。

• AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 では FSx Support が追加されました。
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• ファイルシステムは、ポート 111、635、2049、および 4046 を経由した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。

次のいずれかの操作を実行して、クラスターとファイルシステム間のトラフィックが許可されていること
を確認します。

• CIDR またはクラスターサブネットのプレフィックスリストとの間のトラフィックを許可するように、
ファイルシステムのセキュリティグループを設定します。

Note

AWS ParallelClusterポートが開いていることと、CIDR またはプレフィックスリストが設定さ
れていることを確認します。 AWS ParallelClusterCIDR 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。

• //SecurityGroups (p. 199)と SlurmQueuesHeadNode (p. 178) (p. 194)/Networking (p. 197)/
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しま
すSecurityGroups (p. 180)。Networking (p. 180)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の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

すべてのクラスター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は、AWS 
ParallelClusterポートが開いていることだけを検証します。 AWS ParallelCluster送信元と宛先
が正しく構成されていることを検証しません。

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。 (p. 129)

FsxOpenZfsSettings

Note

FsxOpenZfsSettingsFsxOpenZfsがに指定されているかどうかを定義する必要がありま
すStorageType (p. 220)。

(オプション) OpenZFS ファイルシステムの FSx の設定。

FsxOpenZfsSettings (p. 233): 
   VolumeId (p. 233): string

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. 129)

FsxOpenZfsSettings のプロパティ

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

• AWS Batchスケジューラーを使用する場合、FSx for OpenZFS はヘッドノードでのみ使用でき
ます。

• OpenZFS の FSx Support は、AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 で追加されました。
• ファイルシステムは、ポート 111、2049、20001、20002、および 20003 を経由するインバウ

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。

233



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

次のいずれかの操作を行って、クラスターとファイルシステムの間のトラフィックが許可されていること
を確認します。

• CIDR またはクラスターサブネットのプレフィックスリストとの間のトラフィックを許可するように、
ファイルシステムのセキュリティグループを設定します。

Note

AWS ParallelClusterポートが開いていることと、CIDR またはプレフィックスリストが設定さ
れていることを確認します。 AWS ParallelClusterCIDR 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。

• //SecurityGroups (p. 199)と SlurmQueuesHeadNode (p. 178) (p. 194)/Networking (p. 197)/
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しま
すSecurityGroups (p. 180)。Networking (p. 180)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の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

すべてのクラスター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は、AWS 
ParallelClusterポートが開いていることだけを検証します。 AWS ParallelCluster送信元と宛先
が正しく構成されていることを検証しません。

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。 (p. 129)

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. 234): 
   Roles (p. 234): 
     LambdaFunctionsRole (p. 234): string
  PermissionsBoundary (p. 234): string
  ResourcePrefix (p. 235): string

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

Iam のプロパティ

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 
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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。
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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. 129)
ResourcePrefix (オプション)

によって作成される IAM リソースのパスまたは名前プレフィックスを指定しますAWS 
ParallelCluster。

リソースプレフィックスは、IAM で指定された命名規則に従う必要があります。
• 名前は最大 30 文字まで入力できます。
• 名前には、スラッシュ (/) 文字を含まない文字列のみを使用できます。
• パスは最大 512 文字で指定できます。
• パスの最初と最後は、スラッシュ (/) で開始し終了する必要があります。開始スラッシュ () と終了

スラッシュ (/) の間に複数のスラッシュ (/) を含めることができます。
• パスと名前を組み合わせることができます/path/name。

名前を指定してください。

Iam: 
  ResourcePrefix: my-prefix

パスを指定してください。

Iam: 
  ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/

パスと名前を指定します。

Iam: 
  ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/my-prefix

指定すると/my-prefix、エラーが返されます。

Iam: 
  ResourcePrefix: /my-prefix

構成エラーが返ります。パスには 2 つの/ s が必要です。プレフィックスだけに/ s を付けることはで
きません。

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。 (p. 129)

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: 
   Logs (p. 236): 
     CloudWatch (p. 236): 
       Enabled (p. 236): boolean
      RetentionInDays (p. 236): integer
      DeletionPolicy (p. 236): string
  Dashboards (p. 236): 
     CloudWatch (p. 236): 
       Enabled (p. 236): boolean

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
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Monitoring のプロパティ

Logs (オプション)

クラスターのログ設定。

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. 129)
CloudWatch (オプション)

クラスターの CloudWatch Logs 設定。

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. 129)
Enabled (必須)、Boolean)

もしtrue、クラスターログが CloudWatch Logs にストリーミングされます。デフォルト値
は true です。

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. 129)
RetentionInDays (オプション、Integer)

CloudWatch Logs にログイベントを保持する日
数。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。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
DeletionPolicy (オプション、String)

クラスターの削除時に CloudWatch Logs のログイベントを削除するかどうかを示します。指
定できる値は Delete および Retain です。デフォルト値は Retain です。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
Dashboards (オプション)

クラスターのダッシュボード設定。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
CloudWatch (オプション)

CloudWatch クラスターのダッシュボード設定。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)
Enabled (必須)、Boolean)

CloudWatch ダッシュボードが有効になっている場合。trueデフォルト値は true です。

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 129)

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、AWS CloudFormationユーザーガイドの「AWS CloudFormationリソースタグ」 を
参照してください。

Tags (p. 236): 
  - Key (p. 237): string
    Value (p. 237): string
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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. 129)

Tags のプロパティ

Key (必須)、String)

タグの名前を定義します。

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. 129)
Value (必須)、String)

タグの値を定義します。

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. 129)

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. 237): 
   IntelSoftware (p. 237): 
     IntelHpcPlatform (p. 237): boolean

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. 129)

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. 237): 
   IntelHpcPlatform (p. 237): boolean

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. 129)

IntelSoftware のプロパティ

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。

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. 129)

DirectoryServiceセクション
Note

SupportAWS ParallelCluster はバージョン 3.1.1DirectoryService で追加されました。

(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システムセキュリティサービスデーモン (SSSD) がサポートするライトウェイトディ
レクトリアクセスプロトコル (LDAP) 経由で Active Directory (AD) を使用してクラスターへの複数のユー
ザーアクセスをサポートする権限を管理します。詳細については、「とはAWS Directory Service?」を参
照してください。 『AWS Directory Service管理ガイド』を参照してください。

237

https://software.intel.com/en-us/articles/end-user-license-agreement
https://sssd.io/docs/introduction.html
https://sssd.io/docs/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what_is.html


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

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推
奨します。

DirectoryService (p. 237): 
   DomainName (p. 238): string
  DomainAddr (p. 238): string
  PasswordSecretArn (p. 239): string
  DomainReadOnlyUser (p. 239): string
  LdapTlsCaCert (p. 239): string
  LdapTlsReqCert (p. 240): string
  LdapAccessFilter (p. 240): string
  GenerateSshKeysForUsers (p. 240): boolean
  AdditionalSssdConfigs (p. 241): dict

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. 130)

DirectoryService のプロパティ
Note

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使用する場合
は、AWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一インスタンスの例 (p. 72)追
加の要件についてを参照してください。

DomainName (必須)、String)

ID 情報に使用するアクティブディレクトリ (AD) ドメイン。

DomainNameは、完全修飾ドメイン名 (FQDN) と LDAP識別名 (DN) の両方の形式を受け入れます。
• FQDN の例:corp.example.com
• LDAP DN の例:DC=corp,DC=example,DC=com

このプロパティは、呼び出された sssd-ldap パラメータに対応しますldap_search_base。

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. 130)

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 URI または URI。URI は、呼び
出された SSSD-LDAP パラメータに対応しますldap_uri。値には、カンマで区切られた URI の文字
列を使用できます。LDAP を使用するには、各 URIldap:// の先頭にを追加する必要があります。

値の例:

ldap://192.0.2.0,ldap://203.0.113.0          # LDAP
ldaps://192.0.2.0,ldaps://203.0.113.0        # LDAPS without support for certificate 
 verification
ldaps://abcdef01234567890.corp.example.com  # LDAPS with support for certificate 
 verification
192.0.2.0,203.0.113.0                        # AWS ParallelCluster uses LDAPS by 
 default

証明書検証付きの 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) を使用すると、暗号化されていないチャネルでパスワードやその他の
機密情報が送信されるのを防ぐことができます。AWS ParallelClusterプロトコルが見つからない場合
は、各 URIldaps:// またはホスト名の先頭に追加されます。
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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. 130)

PasswordSecretArn (必須)、String)

AWS Secrets ManagerDomainReadOnlyUserプレーンテキストのパスワードが含まれているシーク
レットの Amazon リソースネーム (ARN)。シークレットの内容は、呼び出された SSSD-LDAP パラ
メータに対応しますldap_default_authtok。

LDAP クライアントは、IDDomainReadOnlyUser 情報を要求するときと同様に、パスワードを使用
して AD ドメインを認証します。

ユーザーが権限を持っている場合は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 
IAMDescribeSecretPasswordSecretArn ポリシーに含まれていない場合は検証されず、警告
メッセージが表示されます。詳細については、「AWS ParallelCluster pcluster基本ユーザーポリ
シー (p. 43)」を参照してください。

シークレットの値が変更されても、クラスターは自動的に更新されません。クラスターを新しいシー
クレット値に更新するには、the section called “pcluster update-compute-fleet” (p. 173)コ
マンドでコンピュートフリートを停止し、ヘッドノード内から次のコマンドを実行する必要がありま
す。

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.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. 130)

DomainReadOnlyUser (必須)、String)

クラスターユーザーのログインを認証するときに 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。呼び出された SSSD-LDAP パラメータに対応しますldap_default_bind_dn。この値には 
AD ID 情報を使用してください。

ノード上の特定の LDAP クライアントに必要な形式で ID を指定します。
• マイクロソフト広告:

cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

• シンプルなリード:

cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com

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. 130)

LdapTlsCaCert (オプション、String)

ドメインコントローラーに証明書を発行した認証チェーン内のすべての認証局の証明書を含む証明書
バンドルへの絶対パス。呼び出された SSSD-LDAP パラメータに対応しますldap_tls_cacert。

証明書バンドルは、PEM 形式 (Windows では DER Base64 形式とも呼ばれます) の個別の証明書を連
結して構成されたファイルです。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
識別情報を確認するために使用されます。

AWS ParallelClusterノードへの証明書の初期配置については責任を負いません。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設定することも、ブートストラップスクリ
プトを使用することもできます (p. 76)。または、ヘッドノードに設定された証明書を含む Amazon 
マシンイメージ (AMI) を使用することもできます。
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Simple AD は LDAPS をサポートしていません。と Simple AD APS エンドポイントを統合する方法
についてはAWS ParallelCluster、「AWSSecurity Blog」の「How to configure an LDAPS endpoint for 
configure an Simple AD APS endpoint for configure an」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. 130)

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。呼び出された 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。

neverallow、を選択し、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証明書に問題が見つからなければ通信を継続できます。hard

クラスター管理者が証明書の検証を必要としない値を使用して成功すると、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。

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. 130)

LdapAccessFilter (オプション、String)

ディレクトリアクセスを一部のユーザー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
び出された 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できます。ただし、ブロックされた
ユーザーを見つけやすさには影響しません。

このプロパティが設定されている場合、SSSDaccess_providerldapAWS ParallelCluster パラメー
タは内部的に設定さ
れ、DirectoryService (p. 237)/AdditionalSssdConfigs (p. 241)settings で変更することは
できません。

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. 237)/で指定されていない場合AdditionalSssdConfigs (p. 241)、ディ
レクトリ内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=example,dc=com" # allows access only 
 to users in group "TeamOne".

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. 130)

GenerateSshKeysForUsers (オプション、Boolean)

ヘッドノードでの最初の認証の直後にクラスターユーザーの SSHAWS ParallelCluster キーを生成す
るかどうかを定義します。

に設定するとtrue、ヘッドノードでの最初の認証後にすべてのユーザーの SSH キーが生成され、存
在しない場合はそこに保存されます。USER_HOME_DIRECTORY/.ssh/id_rsa
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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る可能性があ
ります。
• 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 が初めてユーザに切り替える。su USERNAME
• ヘッドノードでは、sudoer が初めてユーザーとしてコマンドを実行する。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その後のログインに SSH キーを使用
できます。ではAWS ParallelCluster、クラスタコンピューティング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。

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. 130)

AdditionalSssdConfigs (オプション、Dict)

クラスターインスタンス上の 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
のペアのディクショナリです。SSSD 設定ファイルの詳細な説明については、SSSDインスタンス上の
マニュアルページと関連する設定ファイルを参照してください。

SSSD のパラメーターと値は、次のリストで説明されているように、AWS ParallelClusterの SSSD 構
成と互換性がある必要があります。
• id_providerldapAWS ParallelClusterは内部でに設定されており、変更してはいけません。
• access_providerDirectoryService (p. 237)/ldapAWS ParallelClusterを指定すると内部で

に設定されます。LdapAccessFilter (p. 240)この設定は変更しないでください。

DirectoryService (p. 237)/LdapAccessFilter (p. 240)を
省略すると、access_providerその指定も省略されま
す。たとえば、simple inaccess_provider に設定した場
合AdditionalSssdConfigs (p. 241)、DirectoryService (p. 237)/LdapAccessFilter (p. 240)は
指定しないでください。

以下の設定スニペットは、AdditionalSssdConfigsの有効な構成の例です。

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、認証
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=example,DC=com 
    cache_credentials: False

この例では、SSSD の設定を指定しますsimpleaccess_provider。EngineeringTeamのユー
ザには、ディレクトリへのアクセス権が与えられます。 DirectoryService (p. 237)この場合
は/LdapAccessFilter (p. 240)を設定しないでください。

DirectoryService: 
  ... 
  AdditionalSssdConfigs: 
    access_provider: simple 
    simple_allow_groups: EngineeringTeam

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. 130)
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DeploymentSettingsセクション
（オプション）デプロイ設定を指定します。

DeploymentSettings (p. 242): 
   LambdaFunctionsVpcConfig (p. 242): 
     SecurityGroupIds (p. 248)
      - string
    SubnetIds (p. 248)
      - string

DeploymentSettings のプロパティ

LambdaFunctionsVpcConfig

（オプション）AWS Lambda機能の VPC 設定を指定します。詳細については、「AWS Lambdaの VPC 設
定AWS ParallelCluster (p. 41)」を参照してください。

LambdaFunctionsVpcConfig (p. 242): 
   SecurityGroupIds (p. 248)
    - string
  SubnetIds (p. 248)
    - string

LambdaFunctionsVpcConfig properties

SecurityGroupIds (必須)、[String])

Lambda 関数にアタッチされている Amazon VPC セキュリティグループ ID のリスト。

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. 129)
SubnetIds (必須)、[String])

Lambda 関数にアタッチされているサブネット ID のリスト。

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. 129)

Note

サブネットとセキュリティグループは、同じ VPC にある必要があります。
Note

DeploymentSettingsAWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 以降で追加されました。

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 build-
image (p. 145) 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。

トピック
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• ビルドイメージの設定ファイルプロパティ (p. 243)
• Buildセクション (p. 243)
• Imageセクション (p. 246)
• DeploymentSettingsセクション (p. 247)

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)

AWS リージョンbuild-image操作のを指定します。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. 243): 
   Imds (p. 244): 
     ImdsSupport (p. 244): string
  InstanceType (p. 243): string
  SubnetId (p. 243): string
  ParentImage (p. 243): string
  Iam (p. 244): 
     InstanceRole (p. 245): string
    InstanceProfile (p. 244): string
    CleanupLambdaRole (p. 245): string
    AdditionalIamPolicies (p. 245): 
      - Policy (p. 245): string
    PermissionsBoundary (p. 245): string
  Components (p. 245): 
    - Type (p. 245): string
      Value (p. 245): string
  Tags (p. 246): 
    - Key (p. 246): string
      Value (p. 246): string
  SecurityGroupIds (p. 244): 
    - string
  UpdateOsPackages (p. 246): 
     Enabled (p. 246): boolean

Build のプロパティ

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デフォルト VPC を使用します。AWS Control TowerAWSまたはラ
ンディングゾーンなどを使用してデフォルト VPC が削除された場合は、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 
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ParallelCluster の異なるバージョンの AWS ParallelCluster オフィシャル
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。

Imds

Imds のプロパティ

(オプション) EC2 ImageBuilder ビルドおよびテストインスタンスメタデータサービス (IMDS) の設定を指
定します。

Imds (p. 244): 
   ImdsSupport (p. 244): string

ImdsSupport (オプション、String)

EC2 ImageBuilder ビルドおよびテストインスタンスでサポートされている IMDS バージョンを指定し
ます。サポートされている値は、v2.0 および v1.0 です。デフォルト値は v1.0 です。

ImdsSupportがに設定されている場合v1.0、IMDSv1 と IMDSv2 の両方がサポートされます。

ImdsSupportをに設定するとv2.0、IMDSv2 のみがサポートされます。

詳細については、Linux インスタンス用 EC2 ユーザーガイドの「IMDSv2 を使用する」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. 129)
Note

future、ImdsSupportv1.0デフォルト値がからに変更される予定ですv2.0。カスタムアク
ションコールでは、ImdsSupportv2.0 IMDSv1をIMDSv2に設定して置き換えることをお勧
めします。
Imds (p. 244)/Support ImdsSupport (p. 244)AWS ParallelClusterはバージョン 3.3.0 で
追加されました。

Iam

Iam のプロパティ

（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. 244): 
   InstanceRole (p. 245): string
  InstanceProfile (p. 244): string
  CleanupLambdaRole (p. 245): string
  AdditionalIamPolicies (p. 245): 
    - Policy (p. 245): string
  PermissionsBoundary (p. 245): 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
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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. 245): 
  - Policy (p. 245): 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。

Components

Components のプロパティ

(オプション) AMI 構築プロセスで使用する EC2 ImageBuilder コンポーネントを、がデフォルトで提
供するものに加えて指定します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 ParallelClusterカスタム 
AMI (p. 133)」を参照してください。

Components (p. 245): 
  - Type (p. 245): string
    Value (p. 245): 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。
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Tags

Tags のプロパティ

（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. 246): 
  - Key (p. 246): string
    Value (p. 246): 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 のプロパティ

(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. 246): 
   Enabled (p. 246): 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。

Note

を有効にするとUpdateOsPackages、カーネルを含むすべての利用可能な OS パッケージが
更新されます。お客様は、更新が更新に含まれていない AMI の依存関係と互換性があること
を確認する責任があります。
たとえば、カーネルバージョン Y.0AWS ParallelCluster と一部のコンポーネントバージョン 
Z.0 に付属するバージョン X.0 用の AMI を構築しているとします。入手可能な更新プログラ
ムに、コンポーネント Z.0 への更新を含まない更新されたカーネルバージョン Y.1 が含まれ
ているとします。有効にする前にUpdateOsPackages、コンポーネント Z.0 がカーネル Y.1 
をサポートしていることを確認するのはユーザーの責任です。

Imageセクション

(オプション) イメージビルドのイメージプロパティを定義します。

Image (p. 246): 
   Name (p. 247): string
  RootVolume (p. 247): 
     Size (p. 247): integer
    Encrypted (p. 247): boolean
    KmsKeyId (p. 247): string
  Tags (p. 247): 
    - Key (p. 247): string
      Value (p. 247): string
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Image のプロパティ

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. 145) コマンド
の呼び出し時の名前が使用されます。

Tags

Tags のプロパティ

(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. 247): 
  - Key (p. 247): string
    Value (p. 247): 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 のプロパティ

(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. 247): 
   Size (p. 247): integer
  Encrypted (p. 247): boolean
  KmsKeyId (p. 247): 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. 243) 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。

DeploymentSettingsセクション

（オプション）デプロイ設定を指定します。

DeploymentSettings (p. 247): 
   LambdaFunctionsVpcConfig (p. 248): 
     SecurityGroupIds (p. 248)
      - string
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    SubnetIds (p. 248)
      - string

DeploymentSettings のプロパティ

LambdaFunctionsVpcConfig

（オプション）AWS Lambda機能の VPC 設定を指定します。詳細については、「AWS Lambdaの VPC 設
定AWS ParallelCluster (p. 41)」を参照してください。

LambdaFunctionsVpcConfig (p. 248): 
   SecurityGroupIds (p. 248)
    - string
  SubnetIds (p. 248)
    - string

LambdaFunctionsVpcConfig properties

SecurityGroupIds (必須)、[String])

Lambda 関数にアタッチされている Amazon VPC セキュリティグループ ID のリスト。

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. 129)
SubnetIds (必須)、[String])

Lambda 関数にアタッチされているサブネット ID のリスト。

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. 129)

Note

サブネットとセキュリティグループは、同じ VPC にある必要があります。

Note

DeploymentSettingsAWS ParallelClusterバージョン 3.4.0 以降で追加されました。

AWS ParallelCluster API リファレンス
このセクションでは、各AWS ParallelCluster API アクションの説明、構文、使用例について説明します。

トピック
• ビルドイメージ (p. 249)
• createCluster (p. 252)
• クラスターを削除 (p. 256)
• deleteClusterInstances (p. 258)
• [イメージを削除] (p. 259)
• クラスターの説明 (p. 262)
• describeClusterInstances (p. 266)
• describeComputeFleet (p. 269)
• イメージを説明してください (p. 270)
• getClusterLogイベント (p. 275)
• getClusterStackイベント (p. 278)
• getImageLogイベント (p. 280)
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• getImageStackイベント (p. 283)
• リストクラスタ (p. 286)
• listClusterLogストリーム (p. 289)
• listImageLogストリーム (p. 292)
• 画像を一覧表示する (p. 294)
• listOfficialImages (p. 297)
• クラスターを更新 (p. 299)
• updateComputeFleet (p. 303)

ビルドイメージ
AWS ParallelClusterでカスタムイメージを作成しますAWS リージョン。

トピック
• リクエストの構文 (p. 249)
• リクエストボディ (p. 249)
• レスポンスの構文 (p. 250)
• レスポンス本文 (p. 251)
• 例 (p. 252)

リクエストの構文

POST /v3/images/custom
{ 
  "imageConfiguration": "string", 
  "imageId": "string", 
  "dryrun": boolean, 
  "region": "string", 
  "rollbackOnFailure": boolean, 
  "supressValidators": [ "string" ], 
  "validationFailureLevel": "string"
}

リクエストボディ

イメージ構成

YAML ドキュメントでのイメージ設定。

タイプ: 文字列

必須: はい
imageId

ビルドするイメージの ID。

タイプ: 文字列

必須: はい
ドライラン

に設定した場合true、リソースを作成せずにリクエスト検証のみを実行します。このパラメータを使
用して、イメージ構成を検証します。デフォルトは false です。
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タイプ：ブール値

必須: いいえ
region

次にAWS リージョン、コマンドを実行してイメージをビルドします。

型: 文字列

必須: いいえ
rollbackOnFailure

に設定するとtrue、イメージの作成に失敗した場合にイメージスタックのロールバックが行われま
す。デフォルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
バリデーターを非表示

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。

タイプ:文字列のリスト

形式: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

必須: いいえ
validationFailureLevel

イメージビルドが失敗する原因となる最小検証レベル。デフォルトは ERROR です。

タイプ: 文字列

有効な値: INFO | WARNING | ERROR

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "image": { 
    "imageId": "string", 
    "ec2AmiInfo": { 
      "amiId": "string" 
    }, 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }, 
  "validationMessages": [ 
    { 
      "id": "string", 
      "type": "string", 
      "level": "INFO", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

250



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster API リファレンス

レスポンス本文

イメージ
imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

ec2AmiInfo
ami_id

EC2 AMI ID。

タイプ: 文字列
imageBuildStatus

イメージビルドステータスです。

タイプ: 文字列

有効な値: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

region

AWS リージョン画像が組み込まれていること。

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterイメージのビルドに使用されたバージョン。

タイプ: 文字列
検証メッセージ

検証レベルが以下のメッセージのリストvalidationFailureLevel。メッセージのリストは、構成
検証中に収集されます。
id

バリデーター ID。

タイプ: 文字列
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level

検証レベル。

タイプ: 文字列

有効な値: INFO | WARNING | ERROR
message

検証メッセージ。

タイプ: 文字列
type

バリデーターのタイプ。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ build_image(custom-image-id, custom-image-config.yaml)

200 レスポンス

{ 
  'image': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-image-id/711b76b0-af81-11ec-a29f-0ee549109f1f', 
    'cloudformation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
    'image_build_status': 'BUILD_IN_PROGRESS', 
    'image_id': 'custom-image-id', 
    'region': 'us-east-1', 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

createCluster
でマネージドクラスタを作成しますAWS リージョン。

トピック
• リクエストの構文 (p. 252)
• リクエストボディ (p. 253)
• レスポンスの構文 (p. 254)
• レスポンス本文 (p. 254)
• 例 (p. 256)

リクエストの構文

POST /v3/clusters

252



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster API リファレンス

{ 
  "clusterName": "string", 
  "clusterConfiguration": "string", 
  "dryrun": boolean, 
  "region": "string", 
  "rollbackOnFailure", boolean, 
  "suppressValidators": [ "string" ], 
  "validationFailureLevel": "string"
}

リクエストボディ

クラスター構成

YAML ドキュメントでのクラスター設定。

タイプ: 文字列

必須: はい
クラスター名

作成するクラスターの名前。

名前の最初は、アルファベット文字で始まっている必要があります。名前には最大60文字を使用でき
ます。Slurmアカウンティングが有効な場合、名前には最大 40 文字を使用できます。

タイプ: 文字列

必須: はい
ドライラン

に設定した場合true、リソースを作成せずにリクエスト検証のみを実行します。このパラメーターを
使用して、クラスターの構成を検証します。デフォルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ
rollbackOnFailure

に設定するとtrue、クラスターの作成に失敗した場合にクラスタースタックのロールバックが実行さ
れます。デフォルトは true です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
バリデーターを非表示

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。

タイプ:文字列のリスト

形式: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

必須: いいえ
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validationFailureLevel

クラスターの作成が失敗する原因となる最小検証レベル。デフォルトは ERROR です。

タイプ: 文字列

有効な値: INFO | WARNING | ERROR

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "string", 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "scheduler": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "name": "string", 
        "version": "string" 
      } 
    } 
  }, 
  "validationMessages": [ 
    { 
      "id": "string", 
      "type": "string", 
      "level": "INFO", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
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クラスターステータス

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | UPDATE_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

region

クラスターが作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
スケジューラー

メタデータ

スケジューラーのメタデータ
name

スケジューラの名前。

タイプ: 文字列
バージョン

スケジューラーバージョン。

タイプ: 文字列
type

スケジューラータイプ。

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterクラスターの作成に使用されたバージョン。

タイプ: 文字列
検証メッセージ

検証レベルが以下のメッセージのリストvalidationFailureLevel。メッセージのリストは、構成
検証中に収集されます。
id

認証の ID。

タイプ: 文字列
level

タイプ: 文字列

有効な値: INFO | WARNING | ERROR
message

検証メッセージ。

タイプ: 文字列
type

バリデーターのタイプ。

タイプ: 文字列
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例

Python

リクエスト

$ create_cluster(cluster_name_3x, cluster-config.yaml)

200 レスポンス

{ 
  'cluster': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-3x/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7', 
    'cloudformation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
    'cluster_name': 'cluster-3x', 
    'cluster_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
    'region': 'us-east-1', 
    'scheduler': { 
      'type': 'slurm' 
    }, 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

クラスターを削除
クラスターの削除を開始します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 256)
• リクエストボディ (p. 256)
• レスポンスの構文 (p. 257)
• レスポンス本文 (p. 257)
• 例 (p. 258)

リクエストの構文

DELETE /v3/clusters/{clusterName}
{ 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
region

AWS リージョンクラスターが削除される場所。
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型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "cluster": { 
       "clusterName": "string", 
       "region": "string", 
       "version": "string", 
       "cloudformationStackArn": "string", 
       "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
       "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
       "scheduler": { 
           "type": "string", 
           "metadata": { 
               "name": "string", 
               "version": "string" 
           } 
        } 
    }
}

レスポンス本文

クラスター

クラスターインスタンスのリスト
クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

クラスターステータス

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

region

クラスターが作成された場所。AWS リージョン
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タイプ: 文字列
スケジューラー

メタデータ

スケジューラーのメタデータ。
name

スケジューラの名前。

タイプ: 文字列
バージョン

スケジューラーバージョン

タイプ: 文字列
type

スケジューラータイプ。

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterクラスターの作成に使用されたバージョン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ delete_cluster(cluster_name_3x)

200 レスポンス

{ 
  'cluster': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241', 
    'cloudformation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS', 
    'cluster_name': 'cluster_name_3x', 
    'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS', 
    'region': 'us-east-1', 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

deleteClusterInstances
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。AWS Batchこのアクションはク
ラスターをサポートしていません。

トピック
• リクエストの構文 (p. 259)
• リクエストボディ (p. 259)
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• レスポンス本文 (p. 259)
• 例 (p. 259)

リクエストの構文

DELETE /v3/clusters/{clusterName}/instances
{ 
  "force": boolean, 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
force

に設定するとtrue、指定された名前のクラスターが見つからないときに強制的に削除します。デフォ
ルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンス本文
なし

例

Python

リクエスト

$ delete_cluster_instances(cluster_name_3x)

200 レスポンス

なし

[イメージを削除]
AWS ParallelClusterカスタムイメージの削除を開始します。
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トピック
• リクエストの構文 (p. 260)
• リクエストボディ (p. 260)
• レスポンスの構文 (p. 260)
• レスポンス本文 (p. 261)
• 例 (p. 261)

リクエストの構文

DELETE /v3/images/custom/{imageId}
{ 
  "force": boolean, 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列

必須: はい
force

に設定した場合true、AMI を強制的に削除します。AMI 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、このパラメータを使用してください。デフォルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
region

画像が作成された場所。AWS リージョン

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "image": { 
    "imageId": "string", 
    "ec2AmiInfo": { 
      "amiId": "string" 
    }, 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
  }
}
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レスポンス本文

イメージ
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

ec2AmiInfo
Amid

EC2 AMI ID。

タイプ: 文字列
imageBuildStatus

イメージビルドステータスです。

タイプ: 文字列

有効な値: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列
region

画像が作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterイメージのビルドに使用されたバージョン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ delete_image(custom-image-id)
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200 レスポンス

{ 
  'image': { 
    'image_build_status': 'DELETE_IN_PROGRESS', 
    'image_id': 'custom-image-id', 
    'region': 'us-east-1', 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

クラスターの説明
既存のクラスターの詳細情報を取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 262)
• リクエストボディ (p. 262)
• レスポンスの構文 (p. 262)
• レスポンス本文 (p. 263)
• 例 (p. 266)

リクエストの構文

GET /v3/clusters/{clusterName}
{ 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文
Note

failureReasonAWS ParallelClusterがバージョン 3.5.0failures 以降に変更されました。

{ 
  "clusterName": "string", 
  "region": "string", 
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  "version": "string", 
  "cloudFormationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "scheduler": { 
    "type": "string", 
    "metadata": { 
      "name": "string", 
      "version": "string" 
    } 
  }, 
  "cloudformationStackArn": "string", 
  "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "lastUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "clusterConfiguration": { 
    "url": "string" 
  }, 
  "computeFleetStatus": "START_REQUESTED", 
  "tags": [ 
    { 
      "key": "string", 
      "value": "string" 
    } 
  ], 
  "headNode": { 
    "instanceId": "string", 
    "instanceType": "string", 
    "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
    "privateIpAddress": "string", 
    "publicIpAddress": "string", 
    "state": "pending" 
  }, 
  "failures": [ 
    { 
      "failureCode": "string", 
      "failureReason": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
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クラスター構成
url

クラスター設定ファイルの URL。

タイプ: 文字列
クラスターステータス

クラスターのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | UPDATE_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

computeFleetStatus

コンピュートフリートのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: START_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | STOP_REQUESTED | 
STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

creationTime

クラスターの作成時刻のタイムスタンプ。

型: 日時
lastUpdatedTime

クラスターが最後に更新された時刻のタイムスタンプ。

型: 日時
region

クラスターが作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
タグ

クラスターに関連付けられているタグのリスト。
key

タグ名。

タイプ: 文字列
タグ

タグ値。

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterクラスターの作成に使用されたバージョン。

タイプ: 文字列
エラー

CREATE_FAILEDクラスタースタックのステータスがオンの場合の障害のリスト。
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障害コード

CREATE_FAILEDクラスタースタックのステータスがオンの場合の障害コード。

タイプ: 文字列
失敗理由

CREATE_FAILEDクラスタースタックのステータスがオンの場合の障害の理由。

タイプ: 文字列
ヘッドノード

クラスターヘッドノード。
instanceId

EC2 インスタンス ID。

タイプ: 文字列
instanceType

EC2 インスタンスタイプ

タイプ: 文字列
launchTime

EC2 インスタンスが作成された時刻。

型: 日時
privateIpAddress

クラスタープライベート IP アドレス。

タイプ: 文字列
publicIpAddress

クラスターパブリック IP アドレス。

タイプ: 文字列
state

ヘッドノードのインスタンスのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: pending | running | shutting-down | terminated | stopping | 
stopped

スケジューラー
メタデータ

スケジューラーのメタデータ。
name

スケジューラの名前。

タイプ: 文字列
バージョン

スケジューラーバージョン。
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タイプ: 文字列
type

スケジューラータイプ。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ describe_cluster(cluster_name_3x)

200 レスポンス

{ 
  'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE', 
  'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241', 
  'cluster_configuration': { 
    'url': 'https://parallelcluster-....' 
  }, 
  'cluster_name': 'cluster_name_3x', 
  'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE', 
  'compute_fleet_status': 'RUNNING', 
  'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000, tzinfo=tzlocal()), 
  'head_node': { 
    'instance_id': 'i-abcdef01234567890', 
    'instance_type': 't2.micro', 
    'launch_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 21, 56, tzinfo=tzlocal()), 
    'private_ip_address': '172.31.56.3', 
    'public_ip_address': '107.23.100.164', 
    'state': 'running' 
  }, 
  'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
  'region': 'us-east-1', 
  'tags': [ 
    { 
      'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.2.1' 
    } 
  ], 
  'version': '3.2.1'
}

describeClusterInstances
クラスターに属するインスタンスについて説明します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 267)
• リクエストボディ (p. 267)
• レスポンスの構文 (p. 267)
• レスポンス本文 (p. 268)
• 例 (p. 269)
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リクエストの構文

GET /v3/clusters/{clusterName}/instances
{ 
  "nextToken": "string", 
  "nodeType": "string", 
  "queueName": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
ノードタイプ

インスタンスをノードタイプでフィルタリングします。

タイプ: 文字列

有効な値: HeadNode、ComputeNode

必須: いいえ
キュー名

インスタンスをキュー名でフィルタリングします。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "instances": [ 
    { 
      "instanceId": "string", 
      "instanceType": "string", 
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      "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "privateIpAddress": "string", 
      "publicIpAddress": "string", 
      "state": "pending", 
      "nodeType": "HeadNode", 
      "queueName": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

インスタンス

クラスターインスタンスのリスト。
instanceId

EC2 インスタンス ID。

タイプ: 文字列
instanceType

EC2 インスタンスタイプ

タイプ: 文字列
launchTime

EC2 インスタンスが作成された時刻。

型: 日時
ノードタイプ

ノードタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値: HeadNode、ComputeNode
publicIpAddress

クラスターパブリック IP アドレス。

タイプ: 文字列
キュー名

EC2 インスタンスがノードをバッキングしているキューの名前。

タイプ: 文字列
state

ノード EC2 インスタンスのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: pending | running | shutting-down | terminated | stopping | 
stopped

nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。
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タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ describe_cluster_instances(cluster_name_3x)

200 レスポンス

{ 
  'instances': [ 
    { 
      'instance_id': 'i-abcdef01234567890', 
      'instance_type': 't2.micro', 
      'launch_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 2, 7, tzinfo=tzlocal()), 
      'node_type': 'HeadNode', 
      'private_ip_address': '192.0.2.5', 
      'public_ip_address': '198.51.100.180', 
      'state': 'running' 
    } 
  ]
}

describeComputeFleet
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。

トピック
• リクエストの構文 (p. 269)
• リクエストボディ (p. 269)
• レスポンスの構文 (p. 270)
• レスポンス本文 (p. 270)
• 例 (p. 270)

リクエストの構文

GET /v3/clusters/{clusterName}/computefleet
{ 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
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region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "status": "START_REQUESTED", 
  "lastStatusUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}

レスポンス本文

ステータス

タイプ: 文字列

有効な値: START_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | STOP_REQUESTED | 
STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

lastStatusUpdated時間

最後のステータス更新時間を表すタイムスタンプ。

型: 日時

例

Python

リクエスト

$ describe_compute_fleet(cluster_name_3x)

200 レスポンス

{ 
  'last_status_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14, 
 tzinfo=tzlocal()), 
  'status': 'RUNNING'
}

イメージを説明してください
既存のイメージの詳細情報を取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 271)
• リクエストボディ (p. 271)
• レスポンスの構文 (p. 271)
• レスポンス本文 (p. 272)
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• 例 (p. 274)

リクエストの構文

GET /v3/images/custom/{imageId}
{ 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列

必須: はい
region

画像が作成された場所。AWS リージョン

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "imageId": "string", 
  "region": "string", 
  "version": "string", 
  "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
  "imageBuildLogsArn": "string", 
  "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "cloudformationStackStatusReason": "string", 
  "cloudformationStackArn": "string", 
  "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "cloudformationStackCreationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "cloudformationStackTags": [ 
    { 
      "key": "string", 
      "value": "string" 
    } 
  ], 
  "imageConfiguration": { 
    "url": "string" 
  }, 
  "imagebuilderImageStatus": "PENDING", 
  "imagebuilderImageStatusReason": "string", 
  "ec2AmiInfo": { 
    "amiId": "string", 
    "tags": [ 
      { 
        "key": "string", 
        "value": "string" 
      } 
    ], 
    "amiName": "string", 
    "architecture": "string", 
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    "state": "PENDING", 
    "description": "string" 
  }
}

レスポンス本文

imageId

詳細情報を取得するイメージの ID。

タイプ: 文字列
imageBuildStatus

イメージビルドステータスです。

タイプ: 文字列

有効な値: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

イメージ構成
url

イメージ設定ファイルの URL。

タイプ: 文字列
region

画像が作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterイメージのビルドに使用されたバージョン。

タイプ: 文字列
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackCreation時間

CloudFormation スタックが作成された時刻のタイムスタンプ。

型: 日時
cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
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cloudformationStackStatus理由

CloudFormation スタックステータスの理由。

タイプ: 文字列
cloudformationStackTags

CloudFormation スタックのタグのリスト。
key

タグ名。

タイプ: 文字列
値

タグ値。

タイプ: 文字列
creationTime

イメージが作成された時刻のタイムスタンプ。

型: 日時
ec2AmiInfo

Amid

EC2 AMI ID。

タイプ: 文字列
アミナーム

EC2 AMI の名前です。

タイプ: 文字列
architecture

EC2 AMI アーキテクチャ。

タイプ: 文字列
state

EC2 AMI の状態です。

タイプ: 文字列

有効な値: PENDING | AVAILABLE | INVALID | DEREGISTERED | TRANSIENT | FAILED 
| ERROR

タグ

EC2 AMI タグのリストです。
key

タグ名。

タイプ: 文字列
値

タグ値。
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タイプ: 文字列
imagebuilderImageStatus

ImageBuilder ステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: PENDING | CREATING | BUILDING | TESTING | DISTRIBUTING | INTEGRATING 
| AVAILABLE | CANCELLED | FAILED | DEPRECATED | DELETED

imagebuilderImageStatus理由

ImageBuilder 画像ステータスの理由。

タイプ: 文字列
imageBuildLogsアーン

イメージビルドプロセスのログの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ describe_image(custom-image-id)

200 レスポンス

{ 
  'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-image-id/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985', 
  'cloudformation_stack_creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 23, 33, 
 731000, tzinfo=tzlocal()), 
  'cloudformation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
  'cloudformation_stack_tags': [ 
    { 
      'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.2.1' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:image_name', 
      'value': 'custom-image-id' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:custom-image-id', 
      'value': 'custom-image-id' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:s3_bucket', 
      'value': 'parallelcluster-abcdef01234567890-v1-do-not-delete' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:s3_image_dir', 
      'value': 'parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:build_log', 
      'value': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-custom-image-id' 
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    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:build_config', 
      'value': 's3://parallelcluster-abcdef01234567890-v1-do-not-delete/
parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0/configs/image-
config.yaml' 
    } 
  ], 
  'image_build_logs_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image', 
  'image_build_status': 'BUILD_IN_PROGRESS', 
  'image_configuration': { 
    'url': 'https://parallelcluster-abcdef01234567890-v1-do-not-
delete.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0/
configs/image-config.yaml?...' 
  }, 
  'image_id': 'custom-image-id', 
  'imagebuilder_image_status': 'PENDING', 
  'region': 'us-east-1', 
  'version': '3.2.1'
}

getClusterLogイベント
ログストリームに関連付けられたイベントを取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 275)
• リクエストボディ (p. 275)
• レスポンスの構文 (p. 276)
• レスポンス本文 (p. 277)
• 例 (p. 277)

リクエストの構文

GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams/{logStreamName}
{ 
  "endTime": datetime, 
  "limit": float, 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string", 
  "startFromHead": boolean, 
  "startTime": datetime
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
logStreamName

ログストリームの名前。
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タイプ: 文字列

必須: はい
endTime

ISO 8601 形式で表される時間範囲の終了時刻。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。

型: 日時

形式: 2021-01-01T20:00:00Z

必須: いいえ
limit

返されるログイベントの最大数。値が指定されていない場合、最大値は、最大値は、最大 10,000 ロ
グイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 
ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 
10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で

タイプ: 浮動小数点

必須: いいえ
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ
startFromHead

に設定した場合true、最も古いログイベントが最初に返されます。値がの場合false、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。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
startTime

タイムレンジの開始で、ISO 8601 形式で表されます。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。

型: 日時

形式: 2021-01-01T20:00:00Z

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
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  "nextToken": "string", 
  "prevToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

イベント

フィルターされたイベントのリスト。
message

イベントメッセージ。

タイプ: 文字列
timestamp

イベントタイムスタンプ。

型: 日時
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列
前のトークン

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ get_cluster_log_events(cluster_name_3x, log_stream_name=ip-192-0-2-26.i-
abcdef01234567890.cfn-init)

200 レスポンス

"events": [ 
  { 
    "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] CloudFormation client initialized with 
 endpoint https://cloudformation.us-east-1.amazonaws.com", 
    "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z" 
  }, 
  { 
    "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] Describing resource 
 HeadNodeLaunchTemplate in stack cluster_name_3x", 
    "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z" 
  }, 
  ...
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]

getClusterStackイベント
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。

トピック
• リクエストの構文 (p. 278)
• リクエストボディ (p. 278)
• レスポンスの構文 (p. 278)
• レスポンス本文 (p. 279)
• 例 (p. 280)

リクエストの構文

GET /v3/clusters/{clusterName}/stackevents
{ 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "stackId": "string", 
      "eventId": "string", 
      "stackName": "string", 
      "logicalResourceId": "string", 
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      "physicalResourceId": "string", 
      "resourceType": "string", 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "resourceStatusReason": "string", 
      "resourceProperties": "string", 
      "clientRequestToken": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

イベント

フィルターされたイベントのリスト。
clientRequestToken

このイベントを生成したアクションに渡されたトークン。

タイプ: 文字列
eventId

このイベントのの一意の ID。

タイプ: 文字列
logicalResourceId

テンプレートに定義されたリソースの論理名。

タイプ: 文字列
physicalResourceId

リソースの物理インスタンスに関連付けられた名前または一意の識別子。

タイプ: 文字列
リソースプロパティ

リソースの作成に使用されるプロパティの BLOB。

タイプ: 文字列
リソースステータス

リソースステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | DELETE_SKIPPED 
| UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_FAILED | UPDATE_COMPLETE | IMPORT_FAILED 
| IMPORT_COMPLETE | IMPORT_IN_PROGRESS | IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS | 
IMPORT_ROLLBACK_FAILED | IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

resourceStatusReason

リソースに関連する成功または失敗のメッセージ。

タイプ: 文字列
resourceType

リソースのタイプ。
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タイプ: 文字列
stackId

スタックの一意の ID 名。

タイプ: 文字列
stackName

スタックに関連付けられている名前。

タイプ: 文字列
timestamp

ステータスが更新された時刻。

型: 日時
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ get_cluster_stack_events(cluster_name_3x)

200 レスポンス

{ 
  'events': [ 
    { 
      'event_id': '590b3820-b081-11ec-985e-0a7af5751497', 
      'logical_resource_id': 'cluster_name_3x', 
      'physical_resource_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9', 
      'resource_status': 'CREATE_COMPLETE', 
      'resource_type': 'AWS::CloudFormation::Stack', 
      'stack_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9', 
      'stack_name': 'cluster_name_3x', 
      'timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 30, 13, 268000, tzinfo=tzlocal()) 
    }, 
    ... 
  ]
}

getImageLogイベント
イメージビルドに関連するイベントを取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 281)
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• リクエストボディ (p. 281)
• レスポンスの構文 (p. 282)
• レスポンス本文 (p. 282)
• 例 (p. 283)

リクエストの構文

GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams/{logStreamName}
{ 
  "endTime": datetime, 
  "limit": float, 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string", 
  "startFromHead": boolean, 
  "startTime": datetime
}

リクエストボディ

imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列

必須: はい
logStreamName

ログストリームの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
endTime

ISO 8601 形式で表される時間範囲の終了時刻。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。

型: 日時

形式: 2021-01-01T20:00:00Z

必須: いいえ
limit

返されるログイベントの最大数。値が指定されていない場合、最大値は、最大値は、最大 10,000 ロ
グイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 
ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で、最大 
10,000 ログイベントの数で、最大 10,000 ログイベントの数で

タイプ: 浮動小数点

必須: いいえ
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列
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必須: いいえ
region

AWS リージョンその画像が。

型: 文字列

必須: いいえ
startFromHead

に設定するとtrue、最も古いログイベントが最初に返されます。false に設定すると、最新のログイ
ベントが最初に返されます。デフォルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
startTime

タイムレンジの開始で、ISO 8601 形式で表されます。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。

型: 日時

形式: 2021-01-01T20:00:00Z

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "prevToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

イベント

フィルタされたイベントのリストです。
message

イベントメッセージ。

タイプ: 文字列
timestamp

イベントタイムスタンプ。

型: 日時
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。
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タイプ: 文字列
前のトークン

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ get_image_log_events(image_id, log_stream_name=3.2.1/1)

200 レスポンス

"events": [ 
  { 
    "message": "ExecuteBash: STARTED EXECUTION", 
    "timestamp": 2022-04-05T15:51:20.228Z" 
  }, 
  { 
    "message": "ExecuteBash: Created temporary directory: /tmp/1234567890abcdef0", 
    "timestamp": "2022-04-05T15:51:20.228Z" 
  }, 
  ...
]

getImageStackイベント
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。

トピック
• リクエストの構文 (p. 283)
• リクエストボディ (p. 283)
• レスポンスの構文 (p. 284)
• レスポンス本文 (p. 284)
• 例 (p. 285)

リクエストの構文

GET /v3/images/custom/{imageId}/stackevents
{ 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

imageId

イメージの ID。
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タイプ: 文字列

必須: はい
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョン画像が入っているもの。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "stackId": "string", 
      "eventId": "string", 
      "stackName": "string", 
      "logicalResourceId": "string", 
      "physicalResourceId": "string", 
      "resourceType": "string", 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "resourceStatusReason": "string", 
      "resourceProperties": "string", 
      "clientRequestToken": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

イベント

フィルタされたイベントのリストです。
clientRequestToken

このイベントを生成したアクションに渡されたトークン。

タイプ: 文字列
eventId

このイベントのの一意の ID。

タイプ: 文字列
logicalResourceId

テンプレートに定義されたリソースの論理名。

タイプ: 文字列
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physicalResourceId

リソースの物理インスタンスに関連付けられた名前または一意の識別子。

タイプ: 文字列
リソースプロパティ

リソースの作成に使用されるプロパティの BLOB。

タイプ: 文字列
リソースステータス

リソースステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | DELETE_SKIPPED 
| UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_FAILED | UPDATE_COMPLETE | IMPORT_FAILED 
| IMPORT_COMPLETE | IMPORT_IN_PROGRESS | IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS | 
IMPORT_ROLLBACK_FAILED | IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

resourceStatusReason

リソースに関連する成功または失敗のメッセージ。

タイプ: 文字列
resourceType

リソースのタイプ。

タイプ: 文字列
stackId

スタックの一意の ID 名。

タイプ: 文字列
stackName

スタックに関連付けられている名前。

タイプ: 文字列
timestamp

ステータスが更新された時刻。

型: 日時
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト
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$ get_image_stack_events(image_id)

200 レスポンス

{ 
  'events': [ 
    { 
      'event_id': 'ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-03-30T23:26:33.499Z', 
      'logical_resource_id': 'ParallelClusterImage', 
      'physical_resource_id': 'arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1/1', 
      'resource_properties': { 
        "InfrastructureConfigurationArn":"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985", 
        "ImageRecipeArn":"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1", 
        "DistributionConfigurationArn":"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:distribution-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985", 
        "EnhancedImageMetadataEnabled":"false", 
        "Tags": { 
          "parallelcluster:image_name":"alinux2-
image","parallelcluster:image_id":"alinux2-image" 
        } 
      }, 
      'resource_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
      'resource_status_reason': 'Resource creation Initiated', 
      'resource_type': 'AWS::ImageBuilder::Image', 
      'stack_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/alinux2-
image/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985', 
      'stack_name': 'alinux2-image', 
      'timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 26, 33, 499000, tzinfo=tzlocal()) 
    }, 
    ... 
  ]
}

リストクラスタ
既存のクラスターのリストを取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 286)
• リクエストボディ (p. 287)
• レスポンスの構文 (p. 287)
• レスポンス本文 (p. 287)
• 例 (p. 289)

リクエストの構文

GET /v3/clusters
{ 
  "clusterStatus": "string", 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}
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リクエストボディ

クラスターステータス

クラスターステータスでフィルタリングします。デフォルトは ALL COLUMNS です。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | 
UPDATE_FAILED

必須: いいえ
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターの。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "clusters": [ 
    { 
      "clusterName": "string", 
      "region": "string", 
      "version": "string", 
      "cloudformationStackArn": "string", 
      "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "scheduler": { 
        "type": "string", 
        "metadata": { 
          "name": "string", 
          "version": "string" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

クラスター
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列
クラスターステータス

クラスターのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

スケジューラー
メタデータ

スケジューラーのメタデータ。
name

スケジューラの名前。

タイプ: 文字列
バージョン

スケジューラーバージョン。

タイプ: 文字列
type

スケジューラーのタイプ。

タイプ: 文字列
region

クラスターが作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterクラスターの作成に使用されたバージョン。

タイプ: 文字列
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列
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例

Python

リクエスト

$ list_clusters()

200 レスポンス

{ 
  'clusters':  
   [ 
      { 
        'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241', 
        'cloudformation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE', 
        'cluster_name': 'cluster_name_3x', 
        'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE', 
        'region': 'us-east-1', 
        'version': '3.2.1' 
      }, 
      ... 
   ]
}

listClusterLogストリーム
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。

トピック
• リクエストの構文 (p. 289)
• リクエストボディ (p. 289)
• レスポンスの構文 (p. 290)
• レスポンス本文 (p. 290)
• 例 (p. 291)

リクエストの構文

GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams
{ 
  "filters": [ "string" ], 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
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フィルター

ログストリームをフィルタします。

次の値が許容されます。
• private-dns-name: インスタンスのプライベート DNS 名の短縮形です (例:ip-10-0-0-101)。
• ノードタイプ:HeadNode有効な値:

型:一意の、文字列の配列

形式: Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3

必須: いいえ
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "logStreams": [ 
    { 
      "logStreamName": "string", 
      "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "uploadSequenceToken": "string", 
      "logStreamArn": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

ログストリーム

ログストリームのリスト。
creationTime

ストリームが作成された時刻。

型: 日時
firstEventTimestamp

ストリームの最初のイベントの時間。
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型: 日時
lastEventTimestamp

ストリーミングの最後のイベントの時間。 lastEventTime 値は最終的に一貫性を保って更新され
ます。通常、取り込みから 1 時間以内に更新されますが、まれにそれ以上かかる場合もありま
す。

型: 日時
lastIngestionTime

最後の取り込み時間。

型: 日時
logStreamArn

ログストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
logStreamName

ログストリームの名前。

タイプ: 文字列
uploadSequenceToken

シーケンストークン。

タイプ: 文字列
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ list_cluster_log_streams(cluster_name_3x)

200 レスポンス

{ 
  'log_streams': [ 
      { 
        'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 7, 34, 354000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 6, 41, 444000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 25, 55, 462000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 49, 50, 62000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
parallelcluster/cluster_name_3x:log-stream:ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init', 
        'log_stream_name': 'ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init', 
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         ... 
        'upload_sequence_token': '####' 
      }, 
      ... 
   ]
}

listImageLogストリーム
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。

トピック
• リクエストの構文 (p. 292)
• リクエストボディ (p. 292)
• レスポンスの構文 (p. 292)
• レスポンス本文 (p. 293)
• 例 (p. 294)

リクエストの構文

GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams
{ 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列

必須: はい
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョン画像が入っているもの。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
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  "logStreams": [ 
    { 
      "logStreamName": "string", 
      "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "uploadSequenceToken": "string", 
      "logStreamArn": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

ログストリーム

ログストリームのリスト。
creationTime

ストリームが作成された時刻。

型: 日時
firstEventTimestamp

ストリーム内の最初のイベントの時間。

型: 日時
lastEventTimestamp

ストリーミングの最後のイベントの時間。 lastEventTime 値は最終的に一貫性を保って更新され
ます。通常、取り込みから 1 時間以内に更新されますが、まれにそれ以上かかる場合もありま
す。

型: 日時
lastIngestionTime

最後の取り込み時間。

型: 日時
logStreamArn

ログストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
logStreamName

ログストリームの名前。

タイプ: 文字列
uploadSequenceToken

シーケンストークン。

タイプ: 文字列
next_token

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列
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例

Python

リクエスト

$ list_image_log_streams(custom-image-id)

200 レスポンス

{ 
  'log_streams': [ 
    { 
      'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 875000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 775000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 38, 23, 944000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 51, 56, 26000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image:log-stream:3.2.1/1', 
      'log_stream_name': '3.2.1/1', 
      'upload_sequence_token': '####' 
    }, 
    ... 
  ]
}

画像を一覧表示する
既存のカスタムイメージのリストを取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 294)
• リクエストボディ (p. 294)
• レスポンスの構文 (p. 295)
• レスポンス本文 (p. 295)
• 例 (p. 296)

リクエストの構文

GET /images/custom
{ 
  "imageStatus": "string", 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

画像ステータス

指定されたステータスでイメージを絞り込みます。
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タイプ: 文字列

有効な値: AVAILABLE | PENDING | FAILED

必須: はい
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

型: 文字列

必須: いいえ
region

AWS リージョンその画像が入っています。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "nextToken": "string", 
  "images": [ 
    { 
      "imageId": "string", 
      "ec2AmiInfo": { 
        "amiId": "string" 
      }, 
      "region": "string", 
      "version": "string", 
      "cloudformationStackArn": "string", 
      "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
      "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

画像

画像のリスト。
cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
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UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

ec2AmiInfo
ami_id

EC2 AMI ID。

タイプ: 文字列
imageBuildStatus

イメージビルドステータスです。

有効な値: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

タイプ: 文字列
imageId

イメージの ID。

タイプ: 文字列
region

画像が作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterイメージのビルドに使用されたバージョン。

タイプ: 文字列
nextToken

ページ分割されたリクエストに使用するトークン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ list_images("AVAILABLE")

200 レスポンス

{ 
  'images': [ 
    { 
      'ec2_ami_info': { 
        'ami_id': 'ami-abcdef01234567890' 
      }, 
      'image_build_status': 'BUILD_COMPLETE', 
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      'image_id': 'custom-image', 
      'region': 'us-east-1', 
      'version': '3.2.1' 
    } 
  ]
}

listOfficialImages
AWS ParallelCluster公式イメージのリストを取得します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 297)
• リクエストボディ (p. 297)
• レスポンスの構文 (p. 298)
• レスポンス本文 (p. 298)
• 例 (p. 298)

リクエストの構文

GET /v3/images/official
{   
  "architecture": "string", 
  "os": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

architecture

アーキテクチャでフィルタします。デフォルトはフィルタリングなしです。

タイプ: 文字列

有効な値: x86_64 | arm64

必須: いいえ
os

OS ディストリビューションでフィルタリングします。デフォルトはフィルタリングなしです。

タイプ: 文字列

有効な値: alinux2 | centos7 | ubuntu1804 | ubuntu2004

必須: いいえ
region

AWS リージョンその公式画像が掲載されています。

型: 文字列

必須: いいえ
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レスポンスの構文

{ 
  "images": [ 
    { 
      "architecture": "string", 
      "amiId": "string", 
      "name": "string", 
      "os": "string", 
      "version": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

画像
Amid

AMI の ID。

タイプ: 文字列
architecture

AMI アーキテクチャ。

タイプ: 文字列
name

AMI の名前。

タイプ: 文字列
os

AMI オペレーティングシステム。

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelCluster バージョン。

タイプ: 文字列

例

Python

リクエスト

$ list_official_images()

200 レスポンス

{ 
  'images': [  
    { 
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      'ami_id': 'ami-015cfeb4e0d6306b2', 
      'architecture': 'x86_64', 
      'name': 'aws-parallelcluster-3.2.1-ubuntu-2004-lts-hvm-x86_64-202202261505 ' 
      '2022-02-26T15-08-34.759Z', 
      'os': 'ubuntu2004', 
      'version': '3.2.1' 
    }, 
    ... 
  ]
}

クラスターを更新
クラスターを更新します。

トピック
• リクエストの構文 (p. 299)
• リクエストボディ (p. 299)
• レスポンスの構文 (p. 300)
• レスポンス本文 (p. 301)
• 例 (p. 303)

リクエストの構文

PUT /v3/clusters/{clusterName}
{ 
  "clusterConfiguration": "string", 
  "dryrun": boolean, 
  "forceUpdate": boolean, 
  "region": "string", 
  "suppressValidators": "string", 
  "validationFailureLevel": "string"
}

リクエストボディ

クラスター構成

YAML ドキュメントでのクラスター設定。

必須: はい
クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列

必須: はい
ドライラン

に設定した場合true、リソースを作成せずにリクエスト検証のみを実行します。このパラメーターを
使用して、クラスターの構成や更新の要件を検証します。デフォルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
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強制更新

に設定した場合true、更新検証エラーを無視して強制的に更新します。デフォルトは false です。

タイプ：ブール値

必須: いいえ
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ
バリデーターを非表示

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。

タイプ: 文字列

形式: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

必須: いいえ

有効な値の例:currentValue、requestedValue、message
validationFailureLevel

更新が失敗する原因となる最低限の検証レベル。

タイプ: 文字列

有効な値: INFO | WARNING | ERROR

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "string", 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
    "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
    "scheduler": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "name": "string", 
        "version": "string" 
      } 
    } 
  }, 
  "validationMessages": [ 
    { 
      "id": "string", 
      "type": "string", 
      "level": "INFO", 
      "message": "string" 
    } 
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  ], 
  "changeSet": [ 
    { 
      "parameter": "string", 
      "currentValue": "string", 
      "requestedValue": "string" 
    } 
  ]
}

レスポンス本文

changeSet

クラスター更新用の変更セット。
現在の値

更新するパラメータの現在の値。

タイプ: 文字列
parameter

更新するパラメータ。

タイプ: 文字列
要求値

更新するパラメータの要求値。

タイプ: 文字列
クラスター

cloudformationStackArn

CloudFormation メインスタックの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
cloudformationStackStatus

CloudFormation スタックのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

クラスター名

クラスターの名前。

タイプ: 文字列
クラスターステータス

クラスターのステータス。

タイプ: 文字列
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有効な値: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

region

クラスターが作成された場所。AWS リージョン

タイプ: 文字列
スケジューラー

メタデータ

スケジューラーのメタデータ。
name

スケジューラの名前。

タイプ: 文字列
バージョン

スケジューラーバージョン。

タイプ: 文字列
type

スケジューラータイプ。

タイプ: 文字列
バージョン

AWS ParallelClusterクラスターの作成に使用されるバージョン。

タイプ: 文字列
検証メッセージ

検証レベルが以下のメッセージのリストvalidationFailureLevel。メッセージのリストは、構成
検証中に収集されます。
id

認証の ID。

タイプ: 文字列
level

検証レベル。

タイプ: 文字列

有効な値: INFO | WARNING | ERROR
message

検証メッセージ。

タイプ: 文字列
type

バリデーターのタイプ。

タイプ: 文字列
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例

Python

リクエスト

$ update_cluster(cluster_name_3x, path/config-file.yaml)

200 レスポンス

{ 
  'change_set': [ 
    { 
      'current_value': '10', 
      'parameter': 'Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[t2micro].MaxCount', 
      'requested_value': '15' 
    } 
  ], 
  'cluster': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7', 
    'cloudformation_stack_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS', 
    'cluster_name': 'cluster-3x', 
    'cluster_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS', 
    'region': 'us-east-1', 
    'scheduler': { 
      'type': 'slurm' 
    }, 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

updateComputeFleet
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。

トピック
• リクエストの構文 (p. 303)
• リクエストボディ (p. 303)
• レスポンスの構文 (p. 304)
• レスポンス本文 (p. 304)
• 例 (p. 304)

リクエストの構文

PATCH /v3/clusters/{clusterName}/computefleet
{ 
  "status": "string", 
  "region": "string"
}

リクエストボディ

クラスター名

クラスターの名前。
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タイプ: 文字列

必須: はい
ステータス

コンピュートフリートのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: START_REQUESTED | STOP_REQUESTED | ENABLED | DISABLED

必須: はい
region

AWS リージョンクラスターが入っているところ。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
  "status": "START_REQUESTED", 
  "lastStatusUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}

レスポンス本文

ステータス

コンピュートフリートのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値: START_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | STOP_REQUESTED | 
STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

lastStatusUpdated時間

最後のステータス更新時間を表すタイムスタンプ。

型: 日時

例

Python

リクエスト

$ update_compute_fleet(cluster_name_3x,  "START_REQUESTED")

200 レスポンス

{ 
  'last_status_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14, 
 tzinfo=tzlocal()), 
  'status': 'START_REQUESTED'
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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. 305)
• AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)

AWS ParallelCluster プロセス
このセクションは、でデプロイされているクラスターに適用されますSlurm。このスケジューラで使用す
る場合、AWS ParallelClusterは、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。DynamoDB テーブルに保存されているフリートステータスを毎分取得し、STOP/START リクエスト
を管理します。

computemgtd
コンピュート管理デーモン (computemgtd) プロセスは、各クラスターコンピュートノードで実行されま
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。
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トピック
• Amazon API Gateway (p. 306)
• AWS Batch (p. 306)
• AWS CloudFormation (p. 307)
• アマゾン CloudWatch (p. 307)
• CloudWatch アマゾンイベント (p. 307)
• CloudWatch アマゾンログ (p. 307)
• AWS CodeBuild (p. 307)
• Amazon DynamoDB (p. 308)
• Amazon Elastic Block Store (p. 308)
• Amazon Elastic Compute Cloud (p. 308)
• Amazon Elastic Container Registry (p. 308)
• Amazon EFS (p. 308)
• Amazon FSx for Lustre (p. 309)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 309)
• Amazon FSx for OpenZFS (p. 309)
• AWS Identity and Access Management (p. 309)
• AWS Lambda (p. 309)
• Amazon RDS (p. 309)
• Amazon Route 53 (p. 310)
• Amazon Simple Notification Service (p. 310)
• Amazon Simple Storage Service (p. 310)
• Amazon VPC (p. 310)
• Elastic Fabric Adapter (p. 310)
• EC2 Image Builder (p. 310)
• NICE DCV (p. 311)

Amazon API Gateway
Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、 WebSocket API を作成、公開、管理、モニタ
リング、AWS保護するためののサービスです。

AWS ParallelClusterAPI ゲートウェイを使用してAWS ParallelCluster API をホストします。

の詳細についてはAWS Batch、https://aws.amazon.com/api-gateway/ と https://docs.aws.amazon.com/ 
apigateway/ を参照してください。

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。
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AWS CloudFormation
AWS CloudFormationは、クラウド環境でAWSやサードパーティーのアプリケーションリソースをモデ
ル化し、 infrastructure-as-code プロビジョニングするための共通言語を提供するサービスです。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、AWS CloudFormationクラスターが起動するエンドポイントにAWS リージョン 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
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。ではAWS ParallelCluster、 
CloudWatch ダッシュボードに使用され、Docker イメージのビルド手順やAWS Batchジョブの出力をモニ
タリングおよび記録しています。

AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 以前の CloudWatch AWS Batchクラスターでのみ使用されていまし
た。

の詳細については CloudWatch、https://aws.amazon.com/cloudwatch/ と https://docs.aws.amazon.com/ 
cloudwatch/ を参照してください。

CloudWatch アマゾンイベント
Amazon CloudWatch Events (CloudWatch Events) では、Amazon Web Services (AWS) リソースの変更
を記述した、システムイベントのほぼリアルタイムのストリームを配信します。すぐに設定できる簡単な
ルールを使用して、ルールに一致したイベントを 1 つ以上のターゲット関数またはストリームに振り分け
ることができます。ではAWS ParallelCluster、 CloudWatch AWS Batchイベントはジョブに使用されま
す。

CloudWatch イベントの詳細については、https://docs.aws.amazon.com/Amazon CloudWatch /latest/
events/ を参照してください。

CloudWatch アマゾンログ
CloudWatch アマゾンログ (CloudWatch ログ) はアマゾンのコア機能の一つです 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。

AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0 以前の CloudWatch Logs はAWS Batchクラスターでのみ使用されて
いました。

詳細については、「Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)」を参照してください。

AWS CodeBuild
AWS CodeBuild(CodeBuild)AWS は、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できます。ではAWS ParallelCluster CodeBuild 、クラスター作成時に、自動
的かつ透過的に Docker イメージを構築するために使用します。

CodeBuild AWS Batchクラスターでのみ使用されます。
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の詳細については CodeBuild、https://aws.amazon.com/codebuild/ と https://docs.aws.amazon.com/ 
codebuild/ を参照してください。

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。

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。が指定されている場合は Amazon EFS が使用されます。EfsSettings (p. 223)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。
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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 のプロパティ (p. 227)が指定されている場合に使用
されます。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、 NetApp一般的なONTAPファイルシステム上に構築されたフルマネージド共有スト
レージシステムを提供します。ONTAP 用 FSx は、FsxOntapSettings のプロパティ (p. 232)が指定さ
れている場合に使用されます。FSx for ONTAP Support は、AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 で追加
されました。

FSx for ONTAP の詳細については、https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/ および https:// 
docs.aws.amazon.com/fsx/ を参照してください。

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型の共有ストレージ
システムを利用できます。OpenZFS 用 FSx は、FsxOpenZfsSettings のプロパティ (p. 233)が指定さ
れている場合に使用されます。FSx for OpenZFS Support は、AWS ParallelClusterバージョン 3.2.0 で追
加されました。

FSx for OpenZFS の詳細については、https://aws.amazon.com/fsx/openzfs/ および https:// 
docs.aws.amazon.com/fsx/ を参照してください。

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 
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、 
CodeBuild クラスターとプロジェクト用に作成された Amazon S3 バケットを削除するための機能も含まれ
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、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。

Amazon RDS
Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) は、AWSクラウドでリレーショナルデータベースを
簡単にセットアップし、運用し、スケーリングすることのできるウェブサービスです。
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AWS ParallelClusterAWS Batchとには Amazon RDS を使用していますSlurm。

Amazon RDS の詳細については、https://aws.amazon.com/rds/ と https://docs.aws.amazon.com/rds/ 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 Notification Service
(Amazon SNS) は、配信者から受信者 (または生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージ
ドサービスです。

AWS ParallelClusterAPI ホスティングには Amazon SNS を使用しています。

Amazon SNS の詳細については、https://aws.amazon.com/sns/ および https://docs.aws.amazon.com/sns/
を参照してください。

Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Simple Storage Service (Amazon S3) は、それぞれに配置されたAWS ParallelClusterAWS 
リージョン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。

Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) は、Amazon EC2 インスタンス向けのネットワークインターフェイスです。
これにより、で高レベルのノード間通信を必要とするアプリケーションを実行できますAWS。

EC2 Image Builder の詳細については、https://aws.amazon.com/hpc/efa/ を参照してください。

EC2 Image Builder
EC2 Image Builder は、AWSフルマネージド型のサービスです。これにより、 up-to-date カスタマイズさ
れたセキュアなサーバーイメージの作成、管理、デプロイを自動化するのに役立ちます。

AWS ParallelClusterImage BuilderAWS ParallelCluster を使用してイメージを作成および管理します。

EC2 Image Builder の詳細については、https://aws.amazon.com/image-builder/ と https:// 
docs.aws.amazon.com/imagebuilder/ を参照してください。
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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. 178)/Dcv (p. 183)設定が指定されている場合に使用され
ます。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。

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。

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

トピック
• AWS ParallelCluster で最初のジョブを実行する (p. 311)
• カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 (p. 314)
• AAActive Directory の統合 (p. 321)
• AWS KMSキーによる共有ストレージ暗号化の設定 (p. 342)
• マルチキューモードクラスターでのジョブの実行 (p. 344)
• AWS ParallelCluster API の使用 (p. 349)
• Slurmアカウンティングによるクラスターの作成 (p. 358)
• AWSSystems Manager ドキュメントを以前のバージョンに戻す (p. 360)

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、とで初めて Hello World ジョブを実行する方法を説明します。AWS 
ParallelCluster

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

前提条件

• AWS ParallelClusterがインストールされています (p. 4)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
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• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがあります。

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": "3.5.1"
}

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

Note

pclusterほとんどのコマンドではAWS リージョン、使用するを指定する必要がありま
す。AWS_DEFAULT_REGIONregion[default]~/.aws/config環境変数またはファイルのセク
ションの設定で指定されていない場合は、--regionpclusterパラメータをコマンドラインで指
定する必要があります。

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 --config hello-world.yaml

pcluster create-cluster (p. 147) 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。
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$ 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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*      up   infinite     10  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)"

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       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 2    queue1 hellojob ec2-user CF       3:30      1 queue1-dy-
queue1t2micro-1

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
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total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 57 Sep  1 14:25 hellojob.sh
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 43 Sep  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設定の詳細については、「」を参照してくださいベストプラクティス (p. 28)。

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。

• の説明に従って、AWS ParallelClusterソフトウェアを含む有効なカスタム AMIカスタム AWS 
ParallelCluster AMI の構築 (p. 314) を構築します。

• StorageSettings (p. 219)AWS ParallelCluster設定ファイルのオプション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保存します。

• カスタムbootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)を使用して、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
AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

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。

さらに読む前に、カスタムbootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)先にセクションを確認することを
お勧めします。ご希望の変更がスクリプト化され、future のAWS ParallelClusterのリリースでサポートさ
れるかどうかをご確認ください。

一般的にカスタム 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
が必要な特定の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ます (p. 4)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
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• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI の実行とイメージのビルドに必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがありま

す。

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 を構築するために、AWS アカウント手動で変更を加える必要があります。

カスタムAWS ParallelCluster AMI を構築
カスタマイズされた AMI とソフトウェアがある場合は、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、『Image Builder ユーザーガイド』を参照してください。

キーポイント:

• この処理には約 1 時間かかります。この時間は、ビルド時に追加の
Build (p. 243)/Components (p. 245)がインストールされる場合は異なる場合があります。

• AMI には、主要コンポーネントのバージョンがタグ付けされています。これらには、カーネル、スケ
ジューラー、EFA ドライバーが含まれます。コンポーネントバージョンのサブセットも AMI の説明に記
載されています。

• AWS ParallelCluster3.0.0以降、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。これにはbuild-image (p. 145)、、list-imagesdescribe-
image (p. 155) (p. 168)、およびが含まれますdelete-image (p. 151)。

• この方法は繰り返し可能です。再実行して AMI を最新の状態に保ち (OS の更新など)、既存のクラス
ターを更新するときに使用できます。

Note

AWSこの方法をチャイナパーティションで使用すると、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、OS リポジトリから、 GitHub または OS リポジトリからパッケージをダウ
ンロードするときに、pcluster build-imageコマンドからこれらのエラーが表示されること
があります。このような場合には、次のいずれかの代替方法を使用することをお勧めします。

1. AWS ParallelCluster AMI を変更する (p. 319)このコマンドをバイパスする方法に従ってくだ
さい。

2. イメージを別のパーティションとリージョン（など）にビルドしus-east-1、それを保存して
復元し、中国リージョンに移動します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイドの「S3 を使用した AMI の保存と復元」を参照してください。

ステップ:

1. AWS ParallelCluster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。必要なアクセス権限のリストについては、「AWS 
Identity and Access ManagementAWS ParallelCluster3.x のパーミッション (p. 41)」を参照してくだ
さい。

2. 基本的なビルドイメージ設定ファイルを作成します。InstanceType (p. 243)そのためには、イ
メージのビルドに使用するとを指定しますParentImage (p. 243)。これらは AMI を作成するた
めの出発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、「イメージ設
定 (p. 242)」を参照してください。

Build: 
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 InstanceType: <BUILD_INSTANCE_TYPE>
 ParentImage: <BASE_AMI_ID>

3. CLI pcluster build-image (p. 145)コマンドを使用して、AWS ParallelClusterベースとして指定
した AMI から始めて AMI を構築します。

$ 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": "3.5.1" 
 }
}

Warning

pcluster build-imageデフォルト VPC を使用します。AWS Control TowerまたはAWS 
Landing Zone を使用してデフォルト VPC を削除する場合は、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、「SubnetId (p. 180)」を参照してく
ださい。

他のパラメータのリストについては、pcluster build-image (p. 145)コマンドリファレンスペー
ジを参照してください。前述のコマンドの結果は次のとおりです。
• CloudFormation スタックは、イメージ設定に基づいて作成されます。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には、カスタム Image BuilderAWS ParallelCluster コンポーネントを追加でき

る公式の Image Builder コンポーネントが含まれます。カスタムコンポーネントの作成方法について
は、公共機関向け HPC ワークショップのカスタム AMI の例を参照してください。

• EC2 Image Builder はビルドインスタンスを起動し、AWS ParallelClusterクックブックを適用
し、AWS ParallelClusterソフトウェアスタックをインストールし、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、スタックはインスペクショ

ン可能な状態で保持されます。
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、ビルドを実行して、レスポンスで指定された AMI ID を取得できます。

$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
    
# BEFORE COMPLETE
{ 
 "imageConfiguration": { 
   "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.amazonaws.com/
parallelcluster/3.5.1/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", 
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 "region": "us-east-1", 
 "version": "3.5.1", 
 "cloudformationStackTags": [ 
   { 
     "value": "3.5.1", 
     "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.us-
east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.1/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": "3.5.1"       
}

5. クラスターを作成するには、CustomAmi (p. 202)クラスター設定のフィールドに AMI ID を入力しま
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

イメージ作成は約 1 時間で完了します。pcluster describe-image (p. 155)コマンドまたはログ取得
コマンドを実行して、プロセスを監視できます。

$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION

build-image (p. 145)コマンドは、イメージの構築に必要なすべての EC2 リソースを含む 
CloudFormation スタックを作成し、EC2 Image Builder プロセスを起動します。

build-image (p. 145)コマンドを実行した後は、 CloudFormation を使用してスタックイベントを取得
できますpcluster get-image-stack-events (p. 165)。--queryパラメータで結果をフィルタリン
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グして、最新のイベントを確認できます。詳細については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイド
の「AWS CLI出力のフィルタリング」を参照してください。

$ 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/3.5.1/1", 
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
 "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated", 
 "resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":\"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78-
ij90-1234abcd5678\",\"ImageRecipeArn\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-
recipe/parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.5.1\",\"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-ef56-
gh78-ij90-1234abcd5678", 
 "stackName": "IMAGE_ID", 
 "logicalResourceId": "ParallelClusterImage", 
 "resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image", 
 "timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}

約 15 分後、Image Builder の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エントリにスタッ
クイベントが表示されます。pcluster get-image-log-events (p. 163)およびコマンドを使用し
てpcluster list-image-log-streams (p. 169)、イメージログストリームを一覧表示し、Image 
Builder のステップを監視できるようになりました。

$ pcluster list-image-log-streams --image-id IMAGE_ID --region REGION \ 
    --query 'logStreams[*].logStreamName'

 "3.5.1/1"
]

$ pcluster get-image-log-events --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--log-stream-name 3.5.1/1 --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-ij90-1234abcd5678/3.5.1/1", 
     "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z" 
   }, 
   { 
     "message": "TOE has completed execution successfully", 
     "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z" 
   } 
 ]
}

BUILD_COMPLETEステータスが表示されるまで、describe-image (p. 155)コマンドの確認を続けま
す。

$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
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{ 
 "imageConfiguration": { 
   "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-
east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.1/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": "3.5.1"       
}

カスタム AMI 作成の問題をトラブルシューティングする必要がある場合は、次の手順で説明されているよ
うにイメージログのアーカイブを作成します。

--outputパラメータに応じて、Amazon S3 バケットまたはローカルファイルにログをアーカイブするこ
とが可能です。

$ 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_ID-
logs-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"
}

このアーカイブには、Image Builder プロセスと CloudWatch AWS CloudFormationスタックイベントに関
連するログストリームが含まれています。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

AWS ParallelCluster3.0.0 からは、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、「pcluster コマンド (p. 145)」を参
照してください。

AWS ParallelCluster AMI を変更する
この方法は、公式のAWS ParallelCluster AMI にカスタマイズを加えて変更するものです。ベースAWS 
ParallelCluster AMI は新しいリリースで更新されます。これらの AMI には、をインストールして設定した
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後、AWS ParallelCluster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。これら
のいずれかをベースとして開始できます。

キーポイント:

• build-image (p. 145)この方法はコマンドよりも高速です。ただし、これは手動のプロセスであり、
自動的に繰り返すことはできません。

• この方法では、CLI で使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:

New EC2 console

1. AWS リージョン使用している特定の用途に対応する AMI を探します。検索するには、pcluster 
list-official-images (p. 170)--regionAWS リージョン--os--architectureパラメー
タを指定したコマンドを使用して特定のパラメータとパラメータを選択し、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. ナビゲーションペインで [画像] を選択し、次に [AMIs] を選択します。取得した EC2 イメージ ID 
を検索し、AMI を選択し、[AMI からインスタンスを起動] を選択します。

4. 下にスクロールして、インスタンスタイプを選択します。
5. キーペアを選択し、インスタンスを起動します。
6. OSSSH ユーザーと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 AMI 作成用にインスタンスを準備します。

sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

9. コンソールから、[インスタンスの状態] と [インスタンスの停止] を選択します。

[インスタンス] に移動し、新しいインスタンスを選択して [インスタンスの状態] を選択し、[インス
タンスを停止] を選択します。

10.EC2 コンソールまたはAWS CLI create-image を使用して、インスタンスから新しい AMI を作成し
ます。

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. 「アクション」 で「画像」を選択し、「画像を作成」 を選択します。
d. [Create Image] を選択します。

11.CustomAmi (p. 202)クラスター設定のフィールドに新しい AMI ID を入力し、クラスターを作成
します。

Old EC2 console

1. AWS リージョン使用している特定の用途に対応するAWS ParallelCluster AMI を探します。検索
するには、pcluster list-official-images (p. 170)--regionAWS リージョン--os--
architectureパラメータを指定したコマンドを使用して特定のパラメータとパラメータを選択
し、使用する OS とアーキテクチャで目的の AMI をフィルタリングできます。出力結果から、EC2 
Image ID を取得できます。
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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 [画像] を選択し、次に [AMIs] を選択します。パブリックイメージのフィ
ルタを設定し、取得した EC2 イメージ ID を検索し、AMI を選択して [Launch] を選択します。

4. インスタンスタイプを選択し、[次へ:インスタンスの詳細の設定] または [確認して起動] を選択して
インスタンスを起動します。

5. [Launch] を選択し、キーペアを選択し、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。詳細については、[インスタ

ンス] に移動し、新しいインスタンスを選択して [Connect] をクリックします。
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. EC2 コンソールから、ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、新しいインスタンスを選択
して、[Actions]、[Instance State]、[Stop] を選択します。

10.EC2 コンソールまたはAWS CLI create-image を使用して、インスタンスから新しい AMI を作成し
ます。

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. 「アクション」 で、「イメージ」を選択し、「イメージを作成」 を選択します。
d. [Create Image] を選択します。

11.CustomAmi (p. 202)クラスター設定のフィールドに新しい AMI ID を入力し、クラスターを作成
します。

AAActive Directory の統合
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 Managed 
Microsoft AD (Active Directory)AWS ParallelCluster アットと統合されているものが含まれていま
すcorp.example.com。Adminディレクトリを管理するユーザー、ReadOnlyディレクトリを読み取る
ユーザー、user000クラスターにログインするユーザーを設定します。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。どのパスであっても、作成するインフラストラクチャは、AWS ParallelCluster次
のいずれかの方法で統合するように事前設定されています。

• 証明書検証機能付き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 自体では暗号化は行いません。潜在的に機密性の高い情報を安全に送信するために、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、
『AWS Directory Service管理ガイド』の「AWS Managed Microsoft ADサーバー側LDAPSの使用を有効に
する」を参照してください。

これらのリソースを作成したら、Active Directory (AD) と統合されたクラスターの設定と作成に進みます。
クラスターの作成が完了したら、作成したユーザーでログインします。このチュートリアルで作成する構
成の詳細については、クラスターへの複数ユーザーアクセス (p. 21)DirectoryService (p. 237)お
よび構成セクションを参照してください。
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このチュートリアルでは、クラスターへの複数のユーザーアクセスをサポートする環境を作成する方法
について説明します。このチュートリアルでは、AWS Directory Service AD の作成方法と使用方法につ
いては説明しません。AWS Managed Microsoft ADこのチュートリアルで設定する手順は、テストのみ
を目的としています。これらは、『AWS Directory Service管理ガイド』や「Simple AD」AWS Managed 
Microsoft ADにある公式ドキュメントやベストプラクティスに代わるものではありません。

Note

ディレクトリユーザーパスワードは、ディレクトリパスワードポリシーのプロパティ定義に従っ
て期限切れになります。詳しくは、「サポートされているポリシー設定」を参照してください。
を使用してディレクトリパスワードをリセットするにはAWS ParallelCluster、を参照してくださ
いユーザーパスワードと期限切れパスワードをリセットする方法 (p. 391)。
Note

ディレクトリドメインコントローラのIPアドレスは、ドメインコントローラの変更とディレクト
リのメンテナンスにより変更される可能性があります。ディレクトリインフラストラクチャの作
成に自動クイック作成方法を選択した場合は、ディレクトリ IP アドレスが変更されたときに、
ロードバランサーをディレクトリコントローラの前に手動で配置する必要があります。クイック
作成方法を使用する場合、ディレクトリ IP アドレスはロードバランサーと自動的に調整されませ
ん。

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

前提条件

• AWS ParallelClusterがインストールされています (p. 4)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがあります。

チュートリアルを進めながら、inputs highlighted in red、、region-idなどを自分の名前とd-
abcdef01234567890 ID に置き換えてください。0123456789012AWS アカウントあなたの番号に置き
換えてください。

ステップ 1: AD インフラストラクチャを作成する
「自動」タブを選択して、AWS CloudFormationクイック作成テンプレートを使用して Active Directory 
(AD) インフラストラクチャを作成します。

AD インフラストラクチャを手動で作成するには、「手動」タブを選択します。

自動化

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. CloudFormation クイック作成 (リージョン us-east-1) を開いて、 CloudFormation コンソールに次の

リソースを作成します。

• VPC が指定されていない場合は、2 つのサブネットとパブリックアクセス用のルーティングを持つ 
VPC。

• AWS Managed Microsoft AD。
• AD に参加している EC2 インスタンスで、ディレクトリの管理に使用できます。
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3. クイック作成スタックのページの「パラメータ」セクションで、次のパラメータのパスワードを入力
します。

• AdminPassword
• ReadOnlyPassword
• UserPassword

パスワードをメモします。この 2 つは、このチュートリアルの後半で使用します。
4. [DomainName] に「corp.example.com」と入力します。
5. [Keypair] には、EC2 key pair アの名前を入力します。
6. ページ下部にあるチェックボックスをオンにして、各アクセス機能を確認します。
7. [スタックの作成] を選択します。
8. CloudFormation CREATE_COMPLETEスタックが所定の状態になったら、スタックの「出力」タブを選

択します。出力リソースの名前と ID は後のステップで使用する必要があるため、書き留めておきま
す。出力には、クラスターの作成に必要な情報が表示されます。

9. 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の管理 (p. 333)、ディレクトリ 
ID が必要です。[リソース] を選択し、下にスクロールしてディレクトリ ID をメモします。

10. (オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループの管理 (p. 333)ステップ 3: クラスターを作成す
る (p. 334)またはで続けてください。

手動

異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのサブネットと 1 つのディレクトリサービス用の VPC を作
成しますAWS Managed Microsoft AD。

広告の作成
Note

• ディレクトリとドメイン名はですcorp.example.com。短縮名はですCORP。
• Adminスクリプト内のパスワードを変更します。
• アクティブディレクトリ (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。ad.pyこのファイルを名前を付けて保存し、実行します。

import boto3
import time
from pprint import pprint

vpc_name = "PclusterVPC"
ad_domain = "corp.example.com"
admin_password = "asdfASDF1234"
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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"]
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"], 
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  "subnet1_id": "subnet-021345abcdef6789", 
  "subnet2_id": "subnet-1234567890abcdef0", 
  "vpc_id": "vpc-021345abcdef6789"
}

出力リソース名と ID を書き留めます。この 2 つは、後のステップで使用します。

スクリプトが完了したら、次のステップに進みます。

EC2 インスタンスの作成

New EC2 console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ステップ 4 に記載されたポリシーがアタッチされたロールがない場合は、ロールがない場合

は、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. ResetUserPasswordポリシーを作成し、赤く強調表示された内容をAWS リージョン、AD を作
成するために実行したスクリプトの出力からの ID、アカウント ID、ディレクトリ ID に置き換え
ます。

ResetUserPassword

{ 
       "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ds:ResetUserPassword" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-
abcdef01234567890", 
            "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管理ポリシー:アマゾン/SMManagedInstanceCore
• AWS管理ポリシー:アマゾン/SMDirectoryServiceAccess
• ResetUserPassword 政策

5. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
6. EC2 ダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。
7. 「アプリケーションと OS イメージ」で、最新の Amazon Linux 2 AMI を選択します。
8. [インスタンスタイプ] で、[t2.micro] を選択します。
9. [Key pair] (key pair) には、キーペアを選択します。
10. [ネットワーク設定] で、[編集] を選択します。
11. VPC の場合は、VPC というディレクトリを選択します。
12. 下にスクロールして [詳細設定] を選択します。
13. [詳細設定] の [ドメイン結合ディレクトリ] で、を選択しますcorp.example.com。
14. IAM インスタンスプロファイルでは、ステップ 1 で作成したロール、またはステップ 4 でリスト

したポリシーがアタッチされたロールを選択します。
15. 「概要」で「インスタンスを起動」を選択します。
16. インスタンス ID (i-1234567890abcdef0 など) をメモし、インスタンスの起動が完了するまでお待

ちください。
17. インスタンスが起動したら、次のステップに進みます。
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Old EC2 console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ステップ 4 に記載されたポリシーがアタッチされたロールがない場合は、ロールがない場合

は、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. ResetUserPasswordポリシーを作成します。赤く強調表示された内容をAWS リージョ
ン、AWS アカウント Active Directory (AD) を作成するために実行したスクリプトの出力から得ら
れた ID、ID、ディレクトリ ID に置き換えます。

ResetUserPassword

{ 
        "Statement": [ 
            { 
                "Action": [ 
                    "ds:ResetUserPassword" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-
abcdef01234567890", 
                "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管理ポリシー:アマゾン/SMManagedInstanceCore
• AWS管理ポリシー:アマゾン/SMDirectoryServiceAccess
• ResetUserPassword ポリシー

5. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
6. EC2 ダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。
7. 「アプリケーションと OS イメージ」で、最新の Amazon Linux 2 AMI を選択します。
8. [Instance type (インスタンスタイプ)] として [t2.micro] を選択します。
9. [Key pair] (key pair) には、キーペアを選択します。
10. [ネットワーク設定] で、[編集] を選択します。
11. ネットワーク設定の VPC で、VPC ディレクトリを選択します。
12. 下にスクロールして [詳細設定] を選択します。
13. [詳細設定] の [ドメイン結合ディレクトリ] で、を選択しますcorp.example.com。
14. [詳細設定] の [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 

で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. 「概要」で「インスタンスを起動」を選択します。
16. インスタンス ID (例:i-1234567890abcdef0) をメモし、インスタンスの起動が完了するまでお待ち

ください。
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、として ADadmin レルムに参加します。

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 samba-
common-tools krb5-workstation openldap-clients policycoreutils-python

3. admin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_PW="asdfASDF1234"

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

上記の操作が成功すると、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. ReadOnlyUser と追加のユーザーを作成します。

このステップでは、前のステップでインストールした adcli ツールと openldap-clients ツールを使用し
ます。

$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --display-
name=ReadOnlyUser ReadOnlyUser

$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --display-
name=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 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=example,dc=com"

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

デフォルトでは、を使用してユーザーを作成するときにad-cli、そのユーザーは無効になります。
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有効にします。

EC2 インスタンスからログアウトします。
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Note

• ro-p@ssw0rdReadOnlyUserAWS Secrets Managerから取得したパスワードです。
• user-p@ssw0rdは、クラスターに connect (ssh) するときに入力されるクラスターユー

ザーのパスワードです。

directory-idは Python スクリプトの出力です。

$ 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. シークレットSecrets Manager にパスワードを追加します。

ReadOnlyUserパスワードを作成して設定したので、AWS ParallelClusterログインの検証に使用する
シークレットに保存します。

Secrets Manager を使用して、ReadOnlyUserのパスワードを値として保持する新しいシークレット
を作成します。シークレット値の形式はプレーンテキストのみでなければなりません (JSON 形式では
ありません)。今後のステップに備えて、シークレット ARN を書き留めます。

$ 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

証明書検証機能付きの LDAPS (推奨) セットアップ

リソース ID を書き留めます。後で段階的に使用します。

1. ドメイン証明書をローカルで生成します。

$ PRIVATE_KEY="corp-example-com.key"
CERTIFICATE="corp-example-com.crt"
printf ".\n.\n.\n.\n.\ncorp.example.com\n.\n" | openssl req -x509 -sha256 -nodes -
newkey rsa:2048 -keyout $PRIVATE_KEY -days 365 -out $CERTIFICATE

2. 証明書を Secrets Manager に保存して、後でクラスター内から取得できるようにします。

$ aws secretsmanager create-secret --name example-cert \ 
  --secret-string file://$CERTIFICATE \ 
  --region region-id
{ 
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc", 
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  "Name": "example-cert", 
  "VersionId": "14866070-092a-4d5a-bcdd-9219d0566b9c"
}

3. 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:example-
cert-123abc", 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

4. 証明書をAWS Certificate Manager (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-4077-
b8d4-3da5bfd89e72"
}

5. ロードバランサーを作成し、Active Directory エンドポイントの前に配置します。

$ aws elbv2 create-load-balancer --name CorpExampleCom-NLB \ 
  --type network \ 
  --scheme internal \ 
  --subnets subnet-1234567890abcdef0 subnet-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id
{ 
  "LoadBalancers": [ 
    { 
      "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4", 
      "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com", 
      "CanonicalHostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F", 
      "CreatedTime": "2022-05-05T12:56:55.988000+00:00", 
      "LoadBalancerName": "CorpExampleCom-NLB", 
      "Scheme": "internal", 
      "VpcId": "vpc-021345abcdef6789", 
      "State": { 
        "Code": "provisioning" 
       }, 
       "Type": "network", 
       "AvailabilityZones": [ 
         { 
           "ZoneName": "region-idb", 
           "SubnetId": "subnet-021345abcdef6789", 
           "LoadBalancerAddresses": [] 
         }, 
         { 
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           "ZoneName": "region-ida", 
           "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0", 
           "LoadBalancerAddresses": [] 
         } 
       ], 
       "IpAddressType": "ipv4" 
    }    
  ]
}

6. 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 CorpExampleCom-Targets --protocol TCP \ 
  --port 389 \ 
  --target-type ip \ 
  --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id
{ 
  "TargetGroups": [ 
    { 
      "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81", 
      "TargetGroupName": "CorpExampleCom-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. AAAAAD (AD) 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:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-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:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 \ 
  --protocol TLS \ 
  --port 636 \ 
  --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 \ 
  --ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 \ 
  --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 \ 
  --region region-id
  "Listeners": [ 
  { 
    "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b", 
    "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4", 
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    "Port": 636, 
    "Protocol": "TLS", 
    "Certificates": [ 
      { 
        "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72" 
       } 
     ], 
     "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01", 
     "DefaultActions": [ 
       { 
         "Type": "forward", 
         "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81", 
         "ForwardConfig": { 
           "TargetGroups": [ 
             { 
                "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-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.example.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.example.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. recordset-change.json以下の内容でと言う名前のファイルを作成します。 HostedZoneIdロー
ドバランサーの正規ホストゾーン ID です。

{ 
  "Changes": [ 
    { 
      "Action": "CREATE", 
      "ResourceRecordSet": { 
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        "Name": "corp.example.com", 
        "Type": "A", 
        "Region": "region-id", 
        "SetIdentifier": "example-active-directory", 
        "AliasTarget": { 
          "HostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F", 
          "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.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. policy.json次の内容でポリシードキュメントを作成します。

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

13. 以下の内容を使用して、policy.jsonと言う名前のポリシードキュメントを作成します。

$ aws iam create-policy --policy-name ReadCertExample \ 
  --policy-document file://policy.json
{ 
  "Policy": { 
    "PolicyName": "ReadCertExample", 
    "PolicyId": "ANPAUUXUVBC42VZSI4LDY", 
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample-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. 引き続き、(オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループの管理 (p. 333)またはの手順に従ってく
ださいステップ 3: クラスターを作成する (p. 334)。

(オプション) ステップ 2: AD ユーザーとグループの管理

このステップでは、アクティブデリバリー (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。

自動化された手順に従った場合は、再起動して、自動化の一部として作成された AD に参加したインスタ
ンスにログインします。

手動で行った場合は、再起動して、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、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 adcli ツールと
openldap-clients ツールを使用します。

AD ドメインに結合された 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 Stopped になっている可能性があります。

2. インスタンスの状態が「停止」の場合は、「インスタンスの状態」を選択し、「インスタンスを起
動」を選択します。

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 [Connect]SSH を選択してインスタンス
にログインします。

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 -U "Admin"オプションを指定してコマンドを実行すると、ADAdmin パスワードの入力を求めら
れます。ADAdminldapsearch パスワードはコマンドの一部として含めます。

1. ユーザーを作成します。

$ adcli create-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

2. ユーザーパスワードを設定します。

$ 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.example.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.example.com" -U "Admin"

5. ユーザーとグループについて説明してください。

すべてのユーザーについて説明してください。

$ ldapsearch "(&(objectClass=user))" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" 
 -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
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特定のユーザーについて説明します。

$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=clusteruser))" -x -h "192.0.2.254" -b 
 "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -
w "p@ssw0rd"

すべてのユーザーを名前パターンで記述します。

$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=user*))" -x -h "192.0.2.254" -b 
 "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,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=example,DC=com))" 
 -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D 
 "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"

すべてのグループの説明

$ ldapsearch "objectClass=group" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D 
 "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,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=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -
w "p@ssw0rd"

6. グループからユーザーを削除します。

$ adcli remove-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U 
 "Admin"

7. ユーザーを削除します。

$ adcli delete-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

8. グループを削除します。

$ adcli delete-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

ステップ 3: クラスターを作成する

EC2 インスタンスをまだ終了していない場合は、ここで終了します。

環境は、Active Directory (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指定します。詳細については、
「DirectoryService (p. 237)」セクションを参照してください。
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次のクラスター構成のいずれかを選択
し、、ldaps_config.yamlldaps_nocert_config.yaml、ldap_config.yamlまたはという名前の
ファイルにコピーします。

証明書を検証する LDAPS 設定を選択することをお勧めします。この構成を選択した場合は、
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。また、設定ファイルに示されているように Amazon S3 バケットに保存す
る必要があります。

証明書検証構成の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 キーペアのいずれか。
• SubnetId / SubnetIds: 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) の出力で提供されるサブネット ID の 1 つ。
• 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 Amazon リソースネーム 

(ARN)DomainReadOnlyUser。
• BucketName: ブートストラップスクリプトが格納されているバケットの名前。
• AdditionalPolicies/Policy: 読み取り済みドメイン認証ポリシーの Amazon リソースネー

ム (ARN) ReadCertExample。
• CustomActions/OnNodeConfigured/Args: ドメイン認証ポリシーを保持するシークレット

の Amazon リソースネーム (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/ReadCertExample 
    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:example-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          

335



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AAActive Directory の統合

      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService: 
  DomainName: corp.example.com 
  DomainAddr: ldaps://corp.example.com 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,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、chmod +x active-
directory.head.post.shAWS ParallelClusterを実行して実行権限を付与します。

#!/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

証明書検証設定なしの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 キーペアのいずれか。
• SubnetId / SubnetIds: 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) の出力にあるサブネット ID の 1 つ。
• 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 Amazon リソースネーム 

(ARN)DomainReadOnlyUser。

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode:  
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh: 
    KeyName: keypair
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue0 
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      ComputeResources: 
        - Name: queue0-t2-micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10          
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService: 
  DomainName: corp.example.com 
  DomainAddr: ldaps://corp.example.com 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  LdapTlsReqCert: never

LDAP コンフィギュレーション
Note

次のコンポーネントを変更する必要があります。

• KeyName: EC2 キーペアのいずれか。
• SubnetId / SubnetIds: 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) の出力で提供されるサブネット ID の 1 つ。
• 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 Amazon リソースネーム 

(ARN)DomainReadOnlyUser。

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=example,dc=com 
  DomainAddr: ldap://192.0.2.254,ldap://203.0.113.237
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

以下のコマンドを使用して、クラスターを作成します。
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$ pcluster create-cluster --cluster-name "ad-cluster" --cluster-configuration "./
ldaps_config.yaml"
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "pcluster", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-
cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
    "region": "region-id", 
    "version": 3.5.1, 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }
}

ステップ 4: クラスターにユーザーとしてConnect する
クラスターのステータスは、次のコマンドで確認できます。

$ pcluster describe-cluster -n ad-cluster --region "region-id" --query "clusterStatus"

出力は次のとおりです。

"CREATE_IN_PROGRESS" / "CREATE_COMPLETE"

ステータスが達したら"CREATE_COMPLETE"、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

SSHで新規ユーザー用に作成されたキーを指定すると、パスワードなしでログインできます/home/
user000@HEAD_NODE_IP/.ssh/id_rsa。

sshコマンドが成功すると、Active Directory (AD) を使用する認証を受けたユーザーとしてクラスターに正
常に接続したことになります。

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/ad-
cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
    "region": "region-id", 
    "version": "3.5.1", 
    "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
  }
}

2. 削除するクラスターの進行状況の確認。

$ pcluster describe-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id" --query 
 "clusterStatus"
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"DELETE_IN_PROGRESS"

クラスターの削除が成功したら、次のステップに進みます。

自動化

AAAAActive Directory リソースを削除します

1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation/ から。
2. ナビゲーションペインで、[Stacks] を選択します。
3. スタックのリストから、AD スタックを選択します (例:pcluster-ad)。
4. [Delete] (削除) を選択します。

手動

1. EC2 インスタンスを削除します。

a. https://console.aws.amazon.com/ec2/ から、ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択しま
す。

b. インスタンスの一覧から、ユーザーをディレクトリに追加するために作成したインスタンスを選
択します。

c. [インスタンスの状態] を選択し、[インスタンスを終了] を選択します。
2. ホストゾーンを削除します。

a. recordset-delete.json以下の内容で作成してください。この例では、 HostedZoneId はロー
ドバランサーの正規ホストゾーン ID です。

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

b. ホストゾーン ID を使用して、レコードセットの変更をホストゾーンに送信します。

$ 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. ホストゾーンを削除します。

$ 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/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b --region region-id

4. ターゲットグループを削除します。

$ aws elbv2 delete-target-group \ 
  --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:targetgroup/
CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 --region region-id

5. ロードバランサーを削除します。

$ aws elbv2 delete-load-balancer \ 
  --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:loadbalancer/
net/CorpExampleCom-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/ReadCertExample

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:example-cert-123abc
 \ 
  --region region-id
{ 
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc", 
 "Name": "example-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-4077-
b8d4-3da5bfd89e72 --region region-id

9. AAAAAD (AD) 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
• VPC ID を追加
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b. 次のコマンドを実行して、ディレクトリを削除します。

$ 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. カスタム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. サブネットを削除します。

$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-1234567890abcdef --region region-id

$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-021345abcdef6789 --region region-id

f. インターネットゲートウェイを記述する。

$ 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. インターネットゲートウェイをデタッチします。

$ aws ec2 detach-internet-gateway \ 
  --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \ 
  --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id

h. インターネットゲートウェイを削除します。

$ aws ec2 delete-internet-gateway \ 
  --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \ 
  --region region-id

i. VPC を削除する。

$ aws ec2 delete-vpc \ 
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  --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id

j. ReadOnlyUserパスワード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:ADSecretPassword-1234" \ 
  --region region-id

AWS KMSキーによる共有ストレージ暗号化の設定
AWS KMSカスタマー管理キーを設定して、用に構成されたクラスター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方法について説明しますAWS ParallelCluster。

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

AWS ParallelClusterは、次の共有ストレージ構成オプションをサポートします。

• SharedStorage (p. 219) / EbsSettings (p. 221) / KmsKeyId (p. 222)
• SharedStorage (p. 219) / EfsSettings (p. 223) / KmsKeyId (p. 224)
• SharedStorage (p. 219) / FsxLustreSettings (p. 226) / KmsKeyId (p. 230)

これらのオプションを使用して、Amazon EBS、Amazon EFS、FSx の LustreAWS KMS 共有ストレージ
システム暗号化用のカスタマー管理キーを提供できます。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. 178) / Iam (p. 185) / AdditionalIamPolicies (p. 187) / Policy (p. 187)
• Scheduler (p. 191) / SlurmQueues (p. 194) / Iam (p. 213) /
AdditionalIamPolicies (p. 214) / Policy (p. 214)

前提条件

• AWS ParallelClusterがインストールされています (p. 4)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI を実行するために必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがあります。

トピック
• ポリシーの作成 (p. 343)
• クラスターの設定と作成 (p. 343)
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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. [ポリシーの作成] を選択します。
4. JSON タブを選択し、次のポリシーを貼り付けます。AWS アカウント出現する箇所はすべてお客様の 

ID とキーの Amazon リソースネーム (ARN)、AWS リージョンおよびお客様自身の ID とキーに置き換
えてください。123456789012

{ 
    "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-ij90-
abcd1234efgh5678" 
            ] 
        } 
    ]
} 
     

5. このチュートリアルでは、ポリシーに名前を付けParallelClusterKmsPolicy、[ポリシーの作成] を
選択します。

6. ポリシーの ARN を書きとめておきます。クラスターを設定するために必要です。

クラスターの設定と作成
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: 
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        - 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
    Name: shared-ebs1
    StorageType: Ebs 
    EbsSettings: 
      Encrypted: True 
      KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

赤いテキストに置き換えます。次に、AWS KMSキーを使用して Amazon EBS のデータを暗号化するクラ
スターを作成します。

Amazon EFSと FSx for Lustre ファイルシステムの構成に置き換えます。

Amazon EFSSharedStorage の設定は次のとおりです。

...
SharedStorage: 
  - MountDir: /shared/efs1
    Name: shared-efs1
    StorageType: Efs 
    EfsSettings: 
      Encrypted: True 
      KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

Lustre 用の FSxSharedStorage の設定は次のとおりです。

...
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クラスターでのジョブの実行
このチュートリアルでは、マルチキューモードで最初のHello World (p. 82) "" ジョブを実行する方法に
ついて説明します。AWS ParallelCluster

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。
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前提条件

• AWS ParallelClusterがインストールされています (p. 4)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI を実行するために必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがあります。

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. 174)」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 --config multi-queue-mode.yaml

pcluster configure コマンドの詳細については、「pcluster configure (p. 147)」を参照してく
ださい。

この手順を完了すると、multi-queue-mode.yamlという名前の基本構成ファイルが表示されます。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、新しい構成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、以下の構成に合わせて構成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ています。自分の価値観を守ります。

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 
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   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
multi-queue-cluster設定ファイルに基づいて名前の付いたクラスターを作成します。

$ pcluster create-cluster --cluster-name multi-queue-cluster --cluster-configuration multi-
queue-mode.yaml
{ 
 "cluster": { 
   "clusterName": "multi-queue-cluster", 
   "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
   "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-
queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
   "region": "eu-west-1", 
   "version": "3.5.1", 
   "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
 }
}

pcluster create-cluster コマンドの詳細については、「pcluster create-cluster (p. 147)」
を参照してください。

クラスターの状態を確認するには、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/multi-
queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
   "region": "eu-west-1", 
   "version": "3.5.1", 
   "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
プライベートの 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. 171)」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。
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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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite     18  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot*        up   infinite      2  idle  spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

この出力では、c5.xlargeidle同じ状態のコンピューティングノードが 1t2.micro 台、クラスターに 1 
台、1 台、1 台、1 台、という結果になります。

他のノードは、ノードの状態に、ノードの状態に、EC2~ インスタンスはそれらのノードをサポートし
ません。デフォルトキューは、*キュー名の後にサフィックスが付きます。 spotはデフォルトのジョブ
キューです。

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。

$ 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。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。の詳細についてはsqueue、squeueSlurmマ
ニュアルのを参照してください。

$ squeue
JOBID PARTITION     NAME     USER  ST      TIME  NODES NODELIST(REASON) 
   1      spot     wrap ec2-user  R       0:10      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。ジョブが完了するまで待機してください。
これは 30 秒待機します。次に、squeueもう一度実行します。

$ 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、slurm-1.outカレントディレクトリにある名前の出力ファイル
を探します。

$ cat slurm-1.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1
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この出力では、spot-st-t2micro-1spot-st-c5xlarge-1ジョブがとノードで正常に実行されたこと
がわかります。

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

sbatchこれらのパラメータを次の目的で使用しました。

• -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 1c5.xlarget2.micro つのノードと 2 つのノードを使用することを要求します。

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インキューはインパー
ティションと呼ばれますSlurm。

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite      1  alloc# spot-dy-t2micro-1
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      1  mix   spot-st-c5xlarge-1
spot*        up   infinite      1  alloc spot-st-t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  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、#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       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
   2      spot     wrap ec2-user CF       0:04      3 spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-
t2micro-1,spot-st-t2micro-1

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       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
   2      spot     wrap ec2-user  R       0:07      3 spot-dy-t2micro-1,spot-st-
c5xlarge-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     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      3  idle  spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

次に、キューにジョブがまったく残っていない場合は、slurm-2.outローカルディレクトリでを確認しま
す。
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$ cat slurm-2.out 
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-dy-t2micro-1
Hello 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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      3  idle  spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  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。詳細については、「pcluster list-clusters (p. 166)」および「pcluster delete-
cluster (p. 150)」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/multi-
queue-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/multi-
queue-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、Amazon API GatewayAWS ParallelCluster CloudFormation とテンプレートを使
用して API を構築してテストします。次に、 GitHub で利用できるサンプルクライアントを使用して API 
を使用します。API の使用の詳細については、「AWS ParallelCluster API (p. 122)」を参照してくださ
い。

このチュートリアルは、公共機関のお客様向けHPCワークショップから抜粋したものです。

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。
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AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

前提条件

• AWS CLIは、ご使用のコンピューティング環境にインストールされ、設定されています。
• AWS ParallelClusterは、仮想環境にインストールされます。詳細については、「仮想環境へのインス

トールAWS ParallelCluster」を参照してください。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI を実行するために必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがあります。

ステップ 1: Amazon API ゲートウェイを使用して API を構築する

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。

$ 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、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. 次のコマンドを実行して、API をデプロイします。

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 API をテストする

1. AWS Management Consoleにサインインします。
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2. Amazon API Gateway コンソールに移動します。
3. API デプロイメントを選択します。

4. [ステージ] を選択し、ステージを選択します。

5. API にアクセスしたり API を呼び出したりするために API Gateway が提供する URL をメモしておき
ます。青色で強調表示されています。

6. 「リソース」を選択し、GET以下を選択します/clusters。
7. [テスト] アイコンを選択し、下にスクロールして [テスト] アイコンを選択します。

/clusters GETへの応答が表示されます。
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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

AWS ParallelClustercdapiソースコードをディレクトリに複製し、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${PCLUSTER_VERSION} https://github.com/aws/aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-v${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時に使用する 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の作成に使用するクラスター名を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 へのアクセスに使用する認証情報を保存しま
す。

$ export PCLUSTER_API_USER_ROLE=$( aws cloudformation describe-
stacks --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. 次のサンプルクライアントコードをホームユーザーディレクトリにコピーしま
す。test_pcluster_client.pyクライアントコードは、以下を実行するようにしてください。

• クラスターを作成します。
• クラスターを説明してください。
• 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を説明してください。

# 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. クラスター構成を作成します。

$ pcluster configure --config cluster-config.yaml

3. API Client ライブラリは、環境変数 (、AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY、な
どAWS_SESSION_TOKEN)$HOME/.aws またはから構成の詳細を自動的に検出します。次のコマンド
は、現在の IAMParallelClusterApiUserRole ロールを指定されたロールに切り替えます。

$  eval $(aws sts assume-role --role-arn ${PCLUSTER_API_USER_ROLE} --role-
session-name ApiTestSession | jq -r '.Credentials | "export AWS_ACCESS_KEY_ID=
\(.AccessKeyId)\nexport AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\(.SecretAccessKey)\nexport 
 AWS_SESSION_TOKEN=\(.SessionToken)\n"')

注意すべきエラー:
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次のようなエラーが表示される場合は、ParallelClusterApiUserRoleすでにを想定してお
り、AWS_SESSION_TOKEN有効期限が切れています。

An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation:  
User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/ApiTestSession  
is not authorized to perform: sts:AssumeRole on resource: 
 arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXX

ロールを削除し、aws sts assume-roleコマンドを再実行してを使用してください
ParallelClusterApiUserRole。

$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID

現在のユーザーに API アクセス権限を付与するには、リソースポリシーを拡張する必要があります。
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/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678', 
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...}, 
 '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/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678', 
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...}, 
 '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. delete_cluster_client.py次のクライアントコード例をにコピーします。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")

356



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster API の使用

)
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) 
     
    # 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" % 
 e)

2. 次のコマンドを実行して、クラスターを削除します。

$ python3 delete_cluster_client.py
{'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...},
'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/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...},
'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: クリーンアップする

AWS Management ConsoleAWS CLIまたはを使用して API を削除できます。

1. AWS CloudFormationコンソールから API スタックを選択し、[削除] を選択します。
2. を使用している場合は、次のコマンドを実行しますAWS CLI。

AWS CloudFormation の使用。

$ aws cloudformation delete-stack --stack-name ${API_STACK_NAME}

Slurmアカウンティングによるクラスターの作成
Slurmアカウンティングで Serverを使用する場合、クラスターを構成および作成する方法について説明し
ます。詳細については、「Slurmとの会計AWS ParallelCluster (p. 100)」を参照してください。

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

このチュートリアルでは、CloudFormation クイック作成テンプレートを使用して MySQL サーバーレス
データベースを作成しますAmazon Aurora。テンプレートは、Amazon Auroraサーバーレスデータベース
をクラスターと同じ VPC CloudFormation にデプロイするために必要なすべてのコンポーネントを作成す
るように指示します。このテンプレートは、クラスターとデータベース間の接続のための基本的なネット
ワークとセキュリティ構成も作成します。

Note

バージョン 3.3.0 以降、クラスター設定パラメーター SlurmSettings (p. 215)/DatabaseAWS 
ParallelClusterSlurm (p. 216) によるアカウンティングがサポートされます。
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Note

クイック作成テンプレートがその一例です。このテンプレートは、Slurm会計データベースサー
バーで考えられるすべてのユースケースを網羅しているわけではありません。本番環境のワーク
ロードに適した構成と容量を備えたデータベースサーバーを作成するのはあなたの責任です。

前提条件:

• AWS ParallelClusterがインストールされています (p. 4)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 144)CLI を実行するために必要な権限を持つ (p. 42) IAM ロールがあります。
• クイック作成テンプレートをデプロイするリージョンは、Amazon Aurora MySQL サーバーレス v2 を

サポートしています。詳細については、Aurora MySQL で Serverless v2 を使用する場合、「Aurora 
MySQL で Serverless v2 を使用する場合」を参照してください。

ステップ 1: VPC とサブネットを作成するAWS ParallelCluster
CloudFormation Slurm提供されているテンプレートをアカウンティングデータベースに使用するには、ク
ラスターの VPC を用意しておく必要があります。これは手動で行うことも、AWS ParallelClusterコマン
ドラインインターフェイスによるクラスターの設定と作成 (p. 14)手順の一部として行うこともできま
す。すでに使用している場合はAWS ParallelCluster、クラスターとデータベースサーバーをデプロイする
ための VPC が用意されている可能性があります。

ステップ 2: データベーススタックを作成する
CloudFormation クイック作成テンプレートを使用して、Slurmアカウンティング用のデータベーススタッ
クを作成します。テンプレートには次の入力が必要です。

• データベースサーバーの認証情報、具体的には管理ユーザー名とパスワード。
• Amazon Auroraサーバーレスクラスターのサイズ。これは、予想されるクラスター負荷によって異なり

ます。
• ネットワークパラメータ、具体的にはターゲット VPC と、サブネットを作成するためのサブネットまた

は CIDR ブロック。

データベースサーバーに適した認証情報とサイズを選択してください。ネットワークオプションについ
ては、AWS ParallelClusterクラスターがデプロイされているのと同じ VPC を使用する必要があります。
データベースのサブネットを作成し、テンプレートへの入力として渡すことができます。または、2 つの
サブネットに 2 つのばらばらばらの CIDR ブロックを指定し、 CloudFormation テンプレートで CIDR ブ
ロック用の 2 つのサブネットを作成させます。CIDR ブロックが既存のサブネットと重複していないこと
を確認してください。CIDR ブロックが既存のサブネットと重複している場合、スタックは作成されませ
ん。

データベースサーバーの作成には数分かかります。

ステップ 3:Slurm アカウンティングを使用する場合、クラスター
を作成する
CloudFormation 提供されたテンプレートは、 CloudFormation いくつかの定義済み出力を含むスタックを
生成します。からAWS Management Console、 CloudFormation スタックビューの [出力] タブに出力を
表示できます。Slurmアカウンティングを有効にするには、AWS ParallelCluster次の出力の一部をクラス
ター構成ファイルで使用する必要があります。
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• DatabaseHost: SlurmSettings (p. 215)/Database (p. 216)/Uri (p. 216)クラスタ設定パラメー
タに使用されます。

• DatabaseAdminUser: SlurmSettings (p. 215)/Database (p. 216)/UserName (p. 217)クラスタ
設定パラメータ値に使用されます。

• DatabaseSecretArn:
SlurmSettings (p. 215)/Database (p. 216)/PasswordSecretArn (p. 217)クラスタ設定パラ
メータに使用されます。

• DatabaseClientSecurityGroup: これ
は、HeadNode (p. 178)/Networking (p. 180)/SecurityGroups (p. 180)設定パラメータで定義さ
れているクラスタのヘッドノードに接続されているセキュリティグループです。

Databaseクラスター設定ファイルのパラメーターを出力値で更新します。pcluster (p. 144)CLI を使
用してクラスターを作成します。

$ pcluster create-cluster -n cluster-3.x -c path/to/cluster-config.yaml

クラスターを作成したら、Slurmsacctmgrやなどのアカウンティングコマンドの使用を開始できま
すsacct。

AWSSystems Manager ドキュメントを以前のバー
ジョンに戻す
AWSSystems Manager Manager ager ager ager ager ager ager ager ager のドキュメントの一覧を表示
します。SSM の詳細については、AWSSystems Manager ユーザーガイドのAWS Systems Manager ユー
ザーガイドを参照してください。

AWS ParallelClusterコマンドラインインターフェイス (CLI) または API を使用する場合、AWSAWS 
ParallelClusterイメージとクラスターを作成または更新したときに作成されたリソースに対してのみお支払
いいただきます。詳細については、「AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 305)」を参照
してください。

AWS ParallelClusterUI はサーバーレスアーキテクチャに基づいて構築されており、ほとんどの場合、AWS
無料利用枠カテゴリで使用できます。詳細については、「AWS ParallelClusterUI コスト (p. 13)」を参
照してください。

前提条件:

• またAWS アカウント、SSM ドキュメントを管理する権限も備えています。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。

SSM ドキュメントを以前のバージョンに戻す
1. ターミナルで次のコマンドを実行することによって、所有している既存の SSM ドキュメントの一覧

を取得します。

$ aws ssm list-documents --document-filter "key=Owner,value=Self"

2. SSM ドキュメントを以前のバージョンに戻します。この例では、SessionManagerRunShellド
キュメントを以前のバージョンに戻します。SSMSessionManagerRunShell ドキュメントを使用
して、開始するすべての SSM シェルセッションをカスタマイズできます。

a. SessionManagerRunShell以下のコマンドを実行して、DocumentVersionのパラメータを検
索します。
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$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{ 
    "Document": { 
        "Hash": "...", 
        "HashType": "Sha256", 
        "Name": "SSM-SessionManagerRunShell", 
        "Owner": "123456789012", 
        "CreatedDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00", 
        "Status": "Active", 
        "DocumentVersion": "1", 
        "Parameters": [ 
            { 
                "Name": "linuxcmd", 
                "Type": "String", 
                "Description": "The command to run on connection...", 
                "DefaultValue": "if [ -d '/opt/parallelcluster' ]; then source /
opt/parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/bash" 
            } 
        ], 
        "PlatformTypes": [ 
            "Windows", 
            "Linux", 
            "MacOS" 
        ], 
        "DocumentType": "Session", 
        "SchemaVersion": "1.0", 
        "LatestVersion": "2", 
        "DefaultVersion": "1", 
        "DocumentFormat": "JSON", 
        "Tags": [] 
    }
}

最新バージョンは 2 です。
b. 次のコマンドを実行することによって、以前のバージョンに戻します。

$ aws ssm delete-document --name "SSM-SessionManagerRunShell" --document-version 2

3. describe-documentコマンドを再度実行して、ドキュメントのバージョンが元に戻ったことを確認
します。

$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{ 
    "Document": { 
        "Hash": "...", 
        "HashType": "Sha256", 
        "Name": "SSM-SessionManagerRunShell", 
        "Owner": "123456789012", 
        "CreatedDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00", 
        "Status": "Active", 
        "DocumentVersion": "1", 
        "Parameters": [ 
            { 
                "Name": "linuxcmd", 
                "Type": "String", 
                "Description": "The command to run on connection...", 
                "DefaultValue": "if [ -d '/opt/parallelcluster' ]; then source /opt/
parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/bash" 
            } 
        ], 
        "PlatformTypes": [ 
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            "Windows", 
            "Linux", 
            "MacOS" 
        ], 
        "DocumentType": "Session", 
        "SchemaVersion": "1.0", 
        "LatestVersion": "1", 
        "DefaultVersion": "1", 
        "DocumentFormat": "JSON", 
        "Tags": [] 
    }
}

最新バージョンは 1 です。

AWS ParallelCluster のトラブルシューティング
AWS ParallelClusterコミュニティは、Wiki で多くのトラブルシューティングのヒントを提供する AWS 
ParallelCluster GitHub Wiki ページを管理しています。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
• クラスターを作成しようとしています (p. 362)
• ジョブを実行したい (p. 369)
• クラスターを更新したい (p. 370)
• ストレージにアクセスしたい (p. 370)
• クラスターを削除したい (p. 371)
• AWS ParallelClusterAPI スタックをアップグレードしようとしています (p. 371)
• コンピュートノードの初期化でエラーが表示される (p. 371)
• クラスターログの取得と保存 (p. 374)
• AWS ParallelClusterUIAWS ParallelCluster とランタイムログを取得 (p. 375)
• 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. 377)
• スケーリング問題のトラブルシューティング (p. 381)
• 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. 387)
• 置き換えられないディレクトリ (p. 387)
• NICE DCV の問題のトラブルシューティング (p. 387)
• 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. 388)
• Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブルシューティング (p. 389)
• カスタム AMI の問題のトラブルシューティング (p. 395)
• cfn-hup実行中でない場合のクラスター更新タイムアウトのトラブルシューティング (p. 396)
• ネットワークのトラブルシューティング (p. 396)
• pcluster CLI ログをトラブルシューティングに使用する (p. 397)
• onNodeUpdatedカスタムアクションでクラスターの更新が失敗しました (p. 397)
• 追加のサポート (p. 397)

クラスターを作成しようとしています
AWS ParallelClusterバージョン 3.5.0 以降を使用してクラスターを作成し、--rollback-on-failureを
に設定してクラスターの作成に失敗した場合はfalse、pcluster describe-cluster (p. 152)
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CLI コマンドを使用してステータスと障害情報を取得します。この場合、clusterStatuspcluster 
describe-cluster期待される出力はですCREATE_FAILED。failures出力のセクションを確認し
て、failureCodeおよびを見つけてくださいfailureReason。次に、次のセクションで該当する項目を
見つけて、failureCodeその他のトラブルシューティングのヘルプを参照してください。詳細について
は、「pcluster describe-cluster (p. 152)」を参照してください。

以下のセクションでは、/var/log/cfn-init.log/var/log/chef-client.logやファイルなど、
ヘッドノード上のログを確認することをお勧めします。AWS ParallelClusterログとその表示方法の詳細
については、「」デバッグ用のキーログ (p. 382) と「」を参照してくださいクラスターログの取得と保
存 (p. 374)。

お持ちでない場合はfailureCode、AWS CloudFormationコンソールに移動してクラスタースタックを確
認してください。Status ReasonHeadNodeWaitCondition他のリソースにまたは障害がないかどう
かを確認して、その他の障害の詳細を確認してください。詳細については、「AWS CloudFormationイベ
ントを表示CREATE_FAILED (p. 377)」を参照してください。/var/log/cfn-init.log/var/log/
chef-client.logヘッドノード上のおよびファイルを確認してください。

failureCode は OnNodeConfiguredExecutionFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスターを作成するための設定のヘッドノードセクションにカスタムスクリプトを指定しまし
た。OnNodeConfiguredしかし、カスタムスクリプトは実行できませんでした。

• 解決方法は？

/var/log/cfn-init.logファイルをチェックして、失敗の詳細とカスタムスクリプトの問題の修
正方法を確認してください。このログの最後付近では、OnNodeConfiguredRunning command 
runpostinstallメッセージの後にスクリプトに関連する実行情報が表示される場合があります。

failureCode は OnNodeConfiguredDownloadFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスターを作成するための設定のヘッドノードセクションにカスタムスクリプトを指定しまし
た。OnNodeConfiguredしかし、カスタムスクリプトはダウンロードできませんでした。

• 解決方法は？

URL が有効で、アクセスが正しく設定されていることを確認してください。カスタム
ブートストラップスクリプトの設定の詳細については、」を参照してくださいカスタム
bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)。

/var/log/cfn-init.logファイルをチェックしてください。このログの最後付近では、Running 
command runpostinstallメッセージの後に、OnNodeConfiguredダウンロードを含むスクリプト
処理に関連する実行情報が表示される場合があります。

failureCode は OnNodeConfiguredFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスターを作成するための設定のヘッドノードセクションにカスタムスクリプトを指定しまし
た。OnNodeConfiguredただし、カスタムスクリプトの使用はクラスターのデプロイで失敗しました。
直接的な原因を特定することはできず、追加の調査が必要です。

• 解決方法は？
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/var/log/cfn-init.logファイルをチェックしてください。このログの最後付近で
は、OnNodeConfiguredRunning command runpostinstallメッセージの後にスクリプト処理に関
連する実行情報が表示される場合があります。

failureCode は OnNodeStartExecutionFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスターを作成するための設定のヘッドノードセクションにカスタムスクリプトを指定しまし
た。OnNodeStartしかし、カスタムスクリプトは実行できませんでした。

• 解決方法は？

/var/log/cfn-init.logファイルをチェックして、失敗の詳細とカスタムスクリプトの問題
の修正方法を確認してください。このログの最後付近では、OnNodeStartRunning command 
runpreinstallメッセージの後にスクリプトに関連する実行情報が表示される場合があります。

failureCode は OnNodeStartDownloadFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスターを作成するための設定のヘッドノードセクションにカスタムスクリプトを指定しまし
た。OnNodeStartしかし、カスタムスクリプトはダウンロードできませんでした。

• 解決方法は？

URL が有効で、アクセスが正しく設定されていることを確認してください。カスタム
ブートストラップスクリプトの設定の詳細については、」を参照してくださいカスタム
bootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)。

/var/log/cfn-init.logファイルをチェックしてください。このログの最後付近では、Running 
command runpreinstallメッセージの後に、OnNodeStartダウンロードを含むスクリプト処理に関
連する実行情報が表示される場合があります。

failureCode は OnNodeStartFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスターを作成するために、OnNodeStart構成のヘッドノードセクションにカスタムスクリプトを指
定しました。ただし、カスタムスクリプトの使用はクラスターデプロイで失敗しました。直接的な原因
を特定することはできず、追加の調査が必要です。

• 解決方法は？

/var/log/cfn-init.logファイルをチェックしてください。このログの最後付近で
は、OnNodeStartRunning command runpreinstallメッセージの後にスクリプト処理に関連する
実行情報が表示される場合があります。

failureCode は EbsMountFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスター設定で定義された EBS ボリュームがマウントできませんでした。
• 解決方法は？
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/var/log/chef-client.logエラーの詳細についてはファイルを確認してください。

failureCode は EfsMountFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスター設定で定義されている Amazon EFS ボリュームをマウントできませんでした。
• 解決方法は？

既存の Amazon EFS ファイルシステムを定義した場合は、クラスターとファイル
システムの間でトラフィックが許可されていることを確認してください。詳細につ
いては、SharedStorage (p. 219)/EfsSettings (p. 223)/を参照してくださ
いFileSystemId (p. 225)。

/var/log/chef-client.logエラーの詳細についてはファイルを確認してください。

failureCode は FsxMountFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスター設定で定義されている Amazon FSx ファイルシステムがマウントできませんでした。
• 解決方法は？

既存の Amazon FSx ファイルシステムを定義した場合は、クラスターとファイルシ
ステムの間でトラフィックが許可されていることを確認してください。詳細について
は、SharedStorage (p. 219)/FsxLustreSettings (p. 226)/を参照してくださ
いFileSystemId (p. 230)。

/var/log/chef-client.logエラーの詳細についてはファイルを確認してください。

failureCode は RaidMountFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスタ構成で定義された RAID ボリュームをマウントできませんでした。
• 解決方法は？

/var/log/chef-client.logエラーの詳細についてはファイルを確認してください。

failureCode は AmiVersionMismatch。
• なぜ失敗したのか?

カスタム AMIAWS ParallelCluster の作成に使用されるバージョンは、AWS ParallelClusterクラスター
の設定に使用されたバージョンとは異なります。 CloudFormation CloudFormation コンソールでク
ラスタスタックの詳細を表示し、HeadNodeWaitConditionAWS ParallelClusterをチェックして
バージョンと AMI に関する詳細情報を確認してください。Status Reason詳細については、「AWS 
CloudFormationイベントを表示CREATE_FAILED (p. 377)」を参照してください。

• 解決方法は？
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カスタム AMIAWS ParallelCluster の作成に使用したバージョンが、AWS ParallelClusterクラスター
の設定に使用したバージョンと同じであることを確認してください。カスタム AMI バージョンまた
はpcluster CLI バージョンのいずれかを変更して同じにすることができます。

failureCode は InvalidAmi。
• なぜ失敗したのか?

カスタム AMI は、AWS ParallelClusterを使用してビルドされていないため無効です。
• 解決方法は？

pcluster build-imageコマンドを使用して、AMI を親イメージにして AMI を作成します。詳細につ
いては、「pcluster build-image (p. 145)」を参照してください。

failureCode「failureReasonヘッドノードの設定に失敗し
ました」HeadNodeBootstrapFailure と表示されます。
• なぜ失敗したのか?

直接的な原因を特定することはできず、追加の調査が必要です。たとえば、クラスターが保護状態にあ
り、静的コンピューティング群のプロビジョニングに失敗したことが原因である可能性があります。

• 解決方法は？

/var/log/chef-client.log.エラーの詳細についてはファイルを確認してください。

Note

RuntimeError例外が発生した場合Cluster state has been set to PROTECTED mode 
due to failures detected in static node provisioning、クラスターは保護状態
です。詳細については、「保護モードのデバッグ方法 (p. 93)」を参照してください。

failureCodeHeadNodeBootstrapFailurefailureReasonク
ラスタの作成がタイムアウトになっています。
• なぜ失敗したのか?

デフォルトでは、クラスターの作成が完了するまでの時間制限は 30 分です。クラスターの作成がこの
時間枠内に完了しない場合、クラスターの作成はタイムアウトエラーで失敗します。クラスターの作
成は、さまざまな理由でタイムアウトする可能性があります。たとえば、タイムアウト障害は、ヘッ
ドノードの作成失敗、ネットワークの問題、ヘッドノードでの実行に時間がかかりすぎるカスタムスク
リプト、コンピュートノードで実行されるカスタムスクリプトのエラー、コンピュートノードのプロビ
ジョニングの待ち時間が長いことが原因で発生する可能性があります。直接的な原因を特定することは
できず、追加の調査が必要です。

• 解決方法は？

/var/log/cfn-init.log/var/log/chef-client.log障害の詳細についてはおよびファイルを確
認してください。AWS ParallelClusterログとその取得方法の詳細については、「」デバッグ用のキーロ
グ (p. 382) と「」を参照してくださいクラスターログの取得と保存 (p. 374)。

これらのログには次の情報が見つかる可能性があります。
• Waiting for static fleet capacity provisioning終わり近くで見るchef-client.log
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これは、静的ノードの電源が入るのを待っている間にクラスターの作成がタイムアウトしたことを示
しています。詳細については、「コンピュートノードの初期化でエラーが表示される (p. 371)」を参
照してください。

• OnNodeStartヘッドノードスクリプトの閲覧が終了してもまだ終了していな
いOnNodeConfiguredcfn-init.log

これは、OnNodeConfiguredOnNodeStartまたはカスタムスクリプトの実行に時間がかかり、タイ
ムアウトエラーが発生したことを示しています。カスタムスクリプトが、実行時間が長い原因となる
可能性のある問題がないかどうかを確認してください。カスタムスクリプトの実行に時間がかかる場
合は、次の例に示すように、DevSettingsクラスター設定ファイルにセクションを追加してタイムア
ウト制限を変更することを検討してください。

DevSettings: 
  Timeouts: 
    HeadNodeBootstrapTimeout: 1800 # default setting: 1800 seconds

• ログが見つからないか、ヘッドノードが正常に作成されませんでした

ヘッドノードが正常に作成されず、ログが見つからない可能性があります。 CloudFormation コン
ソールで、クラスタースタックの詳細を表示して、その他の障害の詳細を確認します。

failureCode「failureReasonヘッドノードのブートスト
ラップに失敗しました」HeadNodeBootstrapFailure と表示
されます。
• なぜ失敗したのか?

直接的な原因を特定することはできず、追加の調査が必要です。
• 解決方法は？

/var/log/cfn-init.log/var/log/chef-client.logとファイルを確認してください。

failureCode は ResourceCreationFailure。
• なぜ失敗したのか?

クラスター作成プロセス中に、一部のリソースの作成に失敗しました。障害は、さまざまな理由で発生
します。たとえば、リソース作成の失敗は、容量の問題や IAM ポリシーの設定ミスが原因である可能性
があります。

• 解決方法は？

CloudFormation コンソールでクラスタースタックを表示して、リソース作成の失敗に関するその他の詳
細を確認します。

failureCode は ClusterCreationFailure。
• なぜ失敗したのか?

直接的な原因を特定することはできず、追加の調査が必要です。
• 解決方法は？
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CloudFormation コンソールでクラスタスタックを表示し、Status 
ReasonHeadNodeWaitConditionをチェックして障害に関するその他の詳細を確認してください。

/var/log/cfn-init.log/var/log/chef-client.logとファイルを確認してください。

WaitCondition timed out... CloudFormation スタックで
見る
詳細については、「failureCodeHeadNodeBootstrapFailurefailureReasonクラスタの作成がタ
イムアウトになっています。 (p. 366)」を参照してください。

Resource creation cancelled CloudFormation スタックで
見る
詳細については、「failureCode は ResourceCreationFailure。 (p. 367)」を参照してください。

AWS CloudFormationスタックにエラーが表示される、Failed 
to run cfn-init...またはその他のエラーが発生する
その他の障害の詳細については、/var/log/cfn-init.log/var/log/chef-client.logおよびを確
認してください。

chef-client.log百聞は一見に尽きますINFO: Waiting for 
static fleet capacity provisioning
これは、静的ノードが起動するのを待っているときのクラスター作成タイムアウトに関連しています。詳
細については、「コンピュートノードの初期化でエラーが表示される (p. 371)」を参照してください。

見るFailed to run preinstall or postinstall in 
cfn-init.log
OnNodeConfiguredOnNodeStartHeadNodeクラスター設定セクションにまたはスクリプトがありま
す。スクリプトは正しく動作していません。/var/log/cfn-init.logカスタムスクリプトエラーの詳細
についてはファイルを確認してください。

This AMI was created with xxx, but is trying to 
be used with xxx... CloudFormation スタックで見る
詳細については、「failureCode は AmiVersionMismatch。 (p. 365)」を参照してください。

This AMI was not baked by AWS ParallelCluster...
CloudFormation スタックで見る
詳細については、「failureCode は InvalidAmi。 (p. 366)」を参照してください。

pcluster create-clusterコマンドが表示されてもローカル
での実行に失敗する
ローカルファイルシステムで障害の詳細を確認してください。~/.parallelcluster/pcluster-
cli.log
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追加のサポート
のトラブルシューティングガイダンスに従ってください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. 377)。

ご使用のシナリオが「GitHub 既知の問題点」AWS ParallelCluster に記載されているかどうかを確認して
ください GitHub。

その他のサポートについては、を参照してください追加のサポート (p. 397)。

ジョブを実行したい
squeueコマンドを実行してもJobCF が停止する
これは、ダイナミックノードの電源投入時の問題である可能性があります。詳細については、「コン
ピュートノードの初期化でエラーが表示される (p. 371)」を参照してください。

大規模なジョブの実行と確認nfsd: too many open 
connections, consider increasing the number of 
threads in /var/log/messages
ネットワーク化されたファイルシステムでは、ネットワークの制限に達すると、I/O 待機時間も増加しま
す。これにより、ネットワークと I/O メトリクスの両方のデータを書き込むためにネットワークが使用さ
れるため、ソフトロックアップが発生する可能性があります。

第 5 世代のインスタンスでは、ENA ドライバーを使用してパケットカウンターを公開します。これらの
カウンタは、AWSネットワークがインスタンスの帯域幅制限に達した時点で生成されるパケットをカウ
ントします。これらのカウンタをチェックして、0 より大きいかどうかを確認できます。その場合は、帯
域幅の制限を超えています。これらのカウンタはを実行すると表示できますethtool -S eth0 | grep 
exceeded。

ネットワークの制限を超えるのは、サポートする NFS 接続の数が多すぎることが原因であることがよくあ
ります。これは、ネットワークの制限に達したり超えたりしたときに最初に確認すべきことの1つです。

たとえば、次の出力は、ドロップされたパッケージを示しています。

$ ethtool -S eth0 | grep exceeded
  bw_in_allowance_exceeded: 38750610 
  bw_out_allowance_exceeded: 1165693 
  pps_allowance_exceeded: 103 
  conntrack_allowance_exceeded: 0 
  linklocal_allowance_exceeded: 0

このメッセージが表示されないようにするには、ヘッドノードインスタンスタイプをよりパフォーマンス
の高いインスタンスタイプに変更することを検討してください。データストレージを、Amazon EFS や 
Amazon FSx などの NFS 共有としてエクスポートされていない共有ストレージファイルシステムに移動す
ることを検討してください。詳細については、共有ストレージ (p. 108)AWS ParallelCluster GitHubおよ
び上のWikiのベストプラクティスを参照してください。

MPI ジョブの実行
デバッグモードの有効化
OpenMPI デバッグモードを有効にするには、「Open MPI にはデバッグに役立つコントロールがあります
か」を参照してください。

369

https://github.com/aws/aws-parallelcluster/wiki
https://github.com/aws/aws-parallelcluster/wiki/Best-Practices
https://github.com/aws/aws-parallelcluster/wiki/Best-Practices
https://www-lb.open-mpi.org/faq/?category=debugging#debug-ompi-controls
https://www-lb.open-mpi.org/faq/?category=debugging#debug-ompi-controls


AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
クラスターを更新したい

IntelMPI デバッグモードを有効にするには、「その他の環境変数」を参照してください。

MPI_ERRORS_ARE_FATALOPAL ERRORジョブ出力の確認と表示

これらのエラーコードは、アプリケーションの MPI レイヤーから取得されます。アプリケーション
から MPI デバッグログを取得する方法については、「」を参照してくださいデバッグモードの有効
化 (p. 369)。

このエラーの原因として考えられるのは、アプリケーションが OpenMPI などの特定の MPI 実装用にコン
パイルされており、IntelMPI などの別の MPI 実装で実行しようとしていることです。アプリケーションの
コンパイルと実行の両方が同じ MPI 実装であることを確認してください。

マネージド DNSmpirun を無効にした状態での使用

/Dns SlurmSettings (p. 215) (p. 217)/DisableManagedDns (p. 218)と UseEc2Hostnames (p. 218)
をに設定して作成されたクラスターではtrue、Slurmノード名は DNS によって解決されません。 
Slurmnodenamesが有効になっていない場合や、MPISlurm ジョブがコンテキストで実行されている場合
に MPI プロセスをブートストラップできます。で MPI ジョブを実行するには、『SlurmMPI ユーザーガイ
ド』のガイダンスに従うことをお勧めしますSlurm。

クラスターを更新したい
pcluster update-clusterコマンドをローカルで実行できな
い
ローカルファイルシステムで障害の詳細を確認してください。~/.parallelcluster/pcluster-
cli.log

clusterStatusUPDATE_FAILEDpcluster describe-
cluster百聞は一見にしかず
クラスタースタックの更新がロールバックされた場合は、/var/log/chef-client.logsファイルでエ
ラーの詳細を確認してください。

問題が「GitHub 既知の問題」に記載されているかどうかを確認してください GitHub。AWS 
ParallelCluster

クラスターの更新がタイムアウトしました
cfn-hupこれは実行されていないことに関連する問題である可能性があります。cfn-hupデーモンが外部
の原因で終了しても、自動的に再起動されません。cfn-hupが実行されていない場合、 CloudFormation 
クラスターの更新中にスタックは更新プロセスを期待どおりに開始しますが、更新手順はヘッドノード
でアクティブ化されず、スタックのデプロイは最終的にタイムアウトします。詳細については、「cfn-
hup実行中でない場合のクラスター更新タイムアウトのトラブルシューティング (p. 396)問題のトラブル
シューティングと回復方法」を参照してください。

ストレージにアクセスしたい
外部の Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを使用する
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します。ファイルシステム
は、ポート 988、1021、1022、および 1023 経由のインバウンドおよびアウトバウンド TCP トラフィッ
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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の設定方法の詳
細については、「」を参照してくださいFileSystemId (p. 230)。

外部の Amazon Elastic File System ファイルシステムを使用する
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します。ファイルシステム
は、ポート 988、1021、1022、および 1023 経由のインバウンドおよびアウトバウンド 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の設定方法の詳
細については、「」を参照してくださいFileSystemId (p. 225)。

クラスターを削除したい
pcluster delete-clusterコマンドをローカルで実行できな
い
~/.parallelcluster/pcluster-cli.logローカルファイルシステム内のファイルをチェックしま
す。

クラスタスタックの削除に失敗する
クラスタースタックの削除に失敗した場合は、 CloudFormation スタックイベントメッセージを確認して
ください。

問題が「GitHub 既知の問題」に記載されているかどうかを確認してください GitHub。AWS 
ParallelCluster

AWS ParallelClusterAPI スタックをアップグレードし
ようとしています
問題が「GitHub 既知の問題」に記載されているかどうかを確認してください GitHub。AWS 
ParallelCluster

コンピュートノードの初期化でエラーが表示される
Node bootstrap errorで見るclustermgtd.log
この問題は、コンピュートノードがブートストラップに失敗したことに関連しています。クラスター
保護モードの問題をデバッグする方法については、「」を参照してください保護モードのデバッグ方
法 (p. 93)。

オンデマンドキャパシティ予約 (ODCR) またはゾーンリザーブド
インスタンスを設定しました

P4d、P4de、AWS Trainium (Trn) など、複数のネットワークインターフェースを
持つインスタンスを含むODCR

クラスタ設定ファイルで、HeadNodeがパブリックサブネットにあり、コンピュートノードがプライベー
トサブネットにあることを確認します。
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OCRはOCRSを対象としています
Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.json'./opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.json記載されている指示に従って既に設置しているのに確認す
るODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)

ODCRAWS ParallelCluster を対象とするバージョン 3.1.1 ～ 3.2.1 を使用していて、実行インスタンス
オーバーライド JSON ファイルも使用している場合 (p. 135)、JSON ファイルが正しくフォーマットさ
れていない可能性があります。clustermgtd.logに次のようなエラーが表示される場合があります。

Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json'.  
Using default: {} in  /var/log/parallelcluster/clustermgtd.

以下を実行して、JSON ファイル形式が正しいことを確認します。

$ echo /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json | jq

Found RunInstances parameters override.clustermgtd.logクラスタの作成が失敗し
たときや、slurm_resume.logジョブの実行が失敗したときに表示される

Run instances override JSON ファイルを使用している場合は、/opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.jsonファイルにキュー名とコンピュートリソース名を正しく設定してい
ることを確認してください (p. 135)。

slurm_resume.logジョブの実行に失敗したとき、An error occurred 
(InsufficientInstanceCapacity)clustermgtd.logまたはクラスタの作成に失敗したと
きに表示される

PG-ODCR（プレイスメントグループODCR）の使用

プレイスメントグループを関連付けて ODCR を作成する場合、設定ファイルで同じプレイスメントグ
ループ名を使用する必要があります。クラスター構成で対応するプレイスメントグループ名を設定しま
す (p. 200)。

ゾーンリザーブドインスタンスの使用

trueクラスター設定でPlacementGroup/Enabledの付いたゾーンリザーブドインスタンスを使用してい
る場合、次のようなエラーが表示されることがあります。

We currently do not have sufficient trn1.32xlarge capacity in the Availability Zone you 
 requested (us-east-1d). Our system will be working on provisioning additional capacity.  
You can currently get trn1.32xlarge capacity by not specifying an Availability Zone in your 
 request or choosing us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c, us-east-1e, us-east-1f.

この現象は、ゾーンリザーブドインスタンスが同じ UC (またはスパイン) に配置されていないために発生
することがあります。プレイスメントグループを使用すると、キャパシティ不足エラー (ICE) が発生する
可能性があります。この状況を確認するには、PlacementGroupクラスター設定のグループ設定を無効に
して、クラスターがインスタンスを割り当てることができるかどうかを判断します。

slurm_resume.logジョブの実行に失敗したときや、An 
error occurred (VcpuLimitExceeded)クラスタの作成に
失敗したときに表示されるclustermgtd.log
使用している特定の EC2 インスタンスタイプのアカウントの vCPU 制限を確認してください。リクエス
トしている vCPUs の数が 0 個または少ない場合は、制限の引き上げをリクエストしてください。現在の
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制限を確認する方法と新しい制限をリクエストする方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイドの「Amazon EC2 サービスクォータ」を参照してください。

slurm_resume.logジョブの実行に失敗したときや、An 
error occurred (InsufficientInstanceCapacity)クラ
スタの作成に失敗したときに表示されるclustermgtd.log
容量不足の問題が発生しています。https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-
insufficient-capacity-errors/をフォローして問題を解決してください。

DOWNノードが次の状態になっていることを確認するReason 
(Code:InsufficientInstanceCapacity)...
容量不足の問題が発生しています。https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-
insufficient-capacity-errors/をフォローして問題を解決してください。AWS ParallelClusterの高速容量不足
フェイルオーバーモードの詳細については、を参照してくださいSlurmクラスタの高速容量不足フェイル
オーバー (p. 93)。

cannot change locale (en_US.utf-8) because it 
has an invalid nameで見るslurm_resume.log
これは、yumインストールプロセスが失敗してロケール設定が一貫性のない状態になった場合に発生する
可能性があります。たとえば、ユーザーがインストールプロセスを終了したときに発生する可能性があり
ます。

原因を確認するには、次のアクションを実行できます。

• su - pcluster-admin を実行します。

シェルに、などのエラーが表示されますcannot change locale...no such file or 
directory。

• localedef --list を実行します。

空のリストを返すか、デフォルトロケールが含まれていません。
• yumyum history最後のコマンドをとで確認してくださいyum history info #ID。最後のIDにはあ

りますかReturn-Code: Success？

最後の ID にが含まれていない場合はReturn-Code: Success、インストール後のスクリプトが正常に
実行されていない可能性があります。

この問題を解決するには、でロケールを再構築してみてくださいyum reinstall glibc-all-
langpacks。再構築後、su - pcluster-admin問題が修正されてもエラーや警告は表示されません。

前述のシナリオはどれも私の状況には当てはまりません
コンピュート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については、を参照してくださ
い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. 383)。

ご使用のシナリオが「GitHub 既知の問題点」AWS ParallelCluster に記載されているかどうかを確認して
ください GitHub。

その他のサポートについては、を参照してください追加のサポート (p. 397)。
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クラスターログの取得と保存
AWS ParallelCluster HeadNode コンピュートインスタンスとストレージの EC2 メトリクスを作成しま
す。 CloudWatch 指標はコンソールのカスタムダッシュボードで表示できます。 AWS ParallelCluster
また、 CloudWatch ロググループにクラスターログストリームを作成します。これらのログは、 
CloudWatch コンソールのカスタムダッシュボードまたはロググループで表示できます。「クラスター構
成の監視 (p. 236)」セクションでは、 CloudWatchクラスターログとダッシュボードを変更する方法につ
いて説明しています。詳細については、Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)および CloudWatch 
アマゾンダッシュボード (p. 116)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。アーカイブログの作
成 (p. 374)の手順に従ってアーカイブを作成します。

トピック
• クラスターログは利用できません CloudWatch (p. 374)
• アーカイブログの作成 (p. 374)
• 保存されたログ (p. 375)
• 終了したノードログ (p. 375)

クラスターログは利用できません CloudWatch
クラスターログが利用できない場合は CloudWatch、構成にカスタムログを追加するときに、AWS 
ParallelCluster CloudWatch ログ構成を上書きしていないことを確認してください。

設定にカスタムログを追加するには、 CloudWatch 設定を取得して上書きするのではなく、必ず追加し
てください。fetch-configおよびの詳細についてはappend-config、CloudWatch ユーザーガイド
の「 CloudWatch 複数のエージェント設定ファイル」を参照してください。

AWS ParallelCluster CloudWatch ログ設定を復元するには、AWS ParallelClusterノード内で以下のコマン
ドを実行します。

$ /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

アーカイブログの作成
ログは、--output-fileパラメータに応じて Amazon S3 またはローカルファイルにアーカイブすること
ができます。

Note

Amazon S3 バケットポリシーにアクセス許可を追加して、 CloudWatch アクセス許可を与えま
す。詳細については、『CloudWatch Logs ユーザーガイド』の「Amazon S3 バケットへのアクセ
ス権限の設定」を参照してください。

$ 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/mycluster-
logs-202109071136.tar.gz?..."
}

# use the --output-file parameter to save the logs locally
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
  --bucket bucketname --bucket-prefix logs --output-file /tmp/archive.tar.gz
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{ 
  "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}

アーカイブには、export-cluster-logs設定やコマンドのパラメータで明示的に指定されていない
限り、除くヘッドノードとコンピュートノードからの Amazon CloudWatch Logs ストリームとAWS 
CloudFormationスタックイベントが含まれています。コマンドが終了するまでにかかる時間は、クラ
スター内のノード数と CloudWatch Logs で利用できるログストリームの数によって異なります。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 CloudWatch ログとの統
合 (p. 117)。

保存されたログ
バージョン 3.0.0以降、 CloudWatch クラスターを削除してもデフォルトでLogsAWS ParallelCluster を
保存するようになりました。クラスターを削除してそのログを保存する場合は、Deleteクラスター構
成で MonitoringLogsCloudWatch (p. 236) (p. 236) (p. 235)///DeletionPolicy (p. 236)が
設定されていないことを確認してください。それ以外の場合は、このフィールドの値をに変更
しRetain、pcluster update-clusterコマンドを実行します。そして、pcluster delete-
cluster --cluster-name <cluster_name>実行してクラスターを削除します。ただし、Amazon 
CloudWatch に保存されているロググループは保持します。

終了したノードログ
静的コンピュートノードが予期せず終了し CloudWatch 、そのノードに関するログがない場合は、AWS 
ParallelCluster/var/log/parallelcluster/compute_console_outputそのコンピュートノードの
コンソール出力がヘッドノードでログに記録されているかどうかを確認してください。詳細については、
「デバッグ用のキーログ (p. 382)」を参照してください。

/var/log/parallelcluster/compute_console_outputログが利用できない、またはノード
の出力が含まれていない場合は、を使用して障害が発生したノードからコンソール出力を取得しま
す。AWS CLIクラスタヘッドノードにログインし、instance-id/var/log/parallelcluster/
slurm_resume.log障害が発生したノードをファイルから取得します。

次のコマンドと実行して、コンソール出力を取得しますinstance-id。

$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890

動的コンピュートノードが起動後に自動的に終了し CloudWatch 、ログがない場合は、クラスターのス
ケーリングアクションをアクティブに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、インスタンスコンソールログを取得します。

クラスターヘッドノードにログインし、instance-id/var/log/parallelcluster/
slurm_resume.logファイルからコンピュートノードを取得します。

以下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。

AWS ParallelClusterUIAWS ParallelCluster とランタ
イムログを取得
トラブルシューティング用にAWS ParallelCluster UIAWS ParallelCluster とランタイムログを取得する方
法について説明します。まず、関連するAWS ParallelCluster UIAWS ParallelCluster とスタック名を探し
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ます。スタック名を使用してインストールロググループを検索します。終了するには、ログをエクスポー
トします。AWS ParallelClusterこれらのログはランタイムに固有です。クラスターログについては、を参
照してくださいクラスターログの取得と保存 (p. 374)。

前提条件

• AWS CLIがインストールされています。
• AWS ParallelClusterUIAWS CLIAWS アカウント がオンになっている上でコマンドを実行するための認

証情報があります。
• AWS ParallelClusterUIAWS アカウント がオンになっている Amazon CloudWatch コンソールにアクセ

スできます。

ステップ 1: 関連するスタックのスタック名を見つける
次の例に示すように、赤で強調表示されたテキストが実際の値に置き換えられます。

AWS ParallelClusterUIAWS リージョン をインストールした場所を使用して、スタックを一覧表示しま
す。

$ aws cloudformation list-stacks --region aws-region-id

次のスタックのスタック名を書き留めます。

• アカウントにAWS ParallelCluster UI をデプロイしたスタックの名前。AWS ParallelClusterUI をインス
トールしたときに、この名前を入力しました (例:)pcluster-ui。

• AWS ParallelCluster入力したスタック名のプレフィックスが付いたスタック (例:)pcluster-ui-
ParallelClusterApi-ABCD1234EFGH。

ステップ 2: ロググループを検索する
次の例に示すように、AWS ParallelCluster UI スタックのロググループがリストされます。

$ aws cloudformation describe-stack-resources \ 
   --region aws-region-id \ 
   --stack-name pcluster-ui \ 
   --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' && 
 (LogicalResourceId == 'ApiGatewayAccessLog' || LogicalResourceId == 
 'ParallelClusterUILambdaLogGroup')].PhysicalResourceId" \ 
   --output text

次の例に示すように、AWS ParallelCluster API スタックのロググループがリストされます。

$ aws cloudformation describe-stack-resources \ 
   --region aws-region-id \ 
   --stack-name pcluster-ui-ParallelCluster-Api-ABCD1234EFGH \ 
   --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' && LogicalResourceId == 
 'ParallelClusterFunctionLogGroup'].PhysicalResourceId" \ 
   --output text

次のステップで使用するために、ロググループのリストを書き留めます。

ステップ 3: ログのエクスポート
ログを収集してエクスポートするには、次の手順に従います。
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1. にログインしAWS Management Console、AWS ParallelCluster UIAWS アカウント がオンになってい
る Amazon CloudWatch コンソールに移動します。

2. ナビゲーションペインで [ログ]、[ログインサイト] を選択します。
3. 前のステップに示すように、すべてのロググループを選択します。
4. 12 時間などの時間範囲を選択します。
5. 次のクエリを実行します。

$ fields @timestamp, @message
| sort @timestamp desc
| limit 10000

6. [結果のエクスポート]、[テーブルのダウンロード (JSON)] を選択します。

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。失敗メッセージは、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": "3.5.1", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }
}

$ 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
• AWS CloudFormationイベントを表示CREATE_FAILED (p. 377)
• CLI を使用してログストリームを表示する (p. 379)
• 障害が発生したクラスタを再作成するにはrollback-on-failure (p. 380)

AWS CloudFormationイベントを表示CREATE_FAILED
コンソールまたはAWS ParallelCluster CLI CloudFormation CREATE_FAILED を使用してエラー発生時の
イベントを表示すると、根本原因の特定に役立ちます。
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トピック
• CloudFormation コンソールでのイベントの表示 (p. 378)
• CLI CloudFormation を使用してイベントを表示およびフィルタリングするCREATE_FAILED (p. 378)

CloudFormation コンソールでのイベントの表示

"CREATE_FAILED"ステータスの原因に関する詳細情報を確認するには、 CloudFormation コンソールを
使用できます。

CloudFormation コンソールからエラーメッセージを表示します。

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudformation に移動し
ます。

2. cluster_name という名前のスタックを選択します。
3. 「イベント」タブを選択します。
4. ロジカル ID ごとに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のステータ

スを確認します。サブタスクの作成に失敗した場合は、逆算して失敗したリソースイベントを見つけ
てください。

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、vCPU 容量の追加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).

CLI CloudFormation を使用してイベントを表示およびフィルタリングす
る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. 162)CREATE_FAILEDステータスをフィルタリングしてコマンドを使用します。詳細につい
ては、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドの「AWS CLI出力のフィルタリング」を参照してくだ
さい。

$ 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/1bf6e7c0-0f02-11ec-
a3b9-024fcc6f3387", 
      "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", 
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      "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/1bf6e7c0-0f02-11ec-
a3b9-024fcc6f3387", 
      "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で障害が発生しました。

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、pcluster list-cluster-log-streams (p. 167)フィルタリング
してnode-typeのヘッドノードから利用可能なログストリームをリストアップし、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", 
      "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", 
      ... 
    }, 
    ... 
  ]
}

初期化エラーを見つけ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。このログ
には、Command chef failed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。

• 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. 161) 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 \ 
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  --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", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:49.213Z" 
    } 
  ]
}

前述の例では、故障が原因なので、OnNodeConfiguredの設定パラメータで使われてい
るCustomActions (p. 184)カスタムブートストラップスクリプトの内容と厳密には関係していま
す。runpostinstall

障害が発生したクラスタを再作成するにはrollback-on-
failure
AWS ParallelCluster CloudWatch ロググループにクラスターログストリームを作成します。こ
れらのログは、 CloudWatch コンソールのカスタムダッシュボードまたはロググループで表示
できます。詳細については、Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)および CloudWatch 
アマゾンダッシュボード (p. 116)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、CustomActions (p. 184)カスタムブートストラップスクリプトや AMI 関連の問題が原因である可
能性があります。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. 147) を使用してクラスターを再度作成します。次
に、以下に示すように、SSH を使用してクラスターを表示します。

$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
   --cluster-configuration cluster-config.yaml --rollback-on-failure false
 { 
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   "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": "3.5.1", 
     "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
   } 
 } 
 $ pcluster ssh --cluster-name mycluster
 

ヘッドノードにログインすると、エラーを見つけるための 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。Command chef failedこのログ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 cfn-
init 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. 82)」を参照してください。

稼働中のクラスターの 1 つに問題が発生した場合、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クラスターを適切な状態にします。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. 167)コマンドを使用して、private-dns-name障害
ノードまたはヘッドノードのいずれか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'

そして、pcluster get-cluster-log-events (p. 161)コマンドを使用して、次のセクションで述べ
たキーログの 1--log-stream-name つに対応するデータを渡すことで、ログストリームの内容を取り出
して分析することができます。

$ 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 CloudWatch ロググループにクラスターログストリームを作成します。これらの
ログは、 CloudWatch コンソールのカスタムダッシュボードまたはロググループで表示できます。詳細
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については、Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)および CloudWatch アマゾンダッシュボー
ド (p. 116)を参照してください。

トピック
• デバッグ用のキーログ (p. 382)
• slurm_resume.logジョブの実行に失敗したとき、InsufficientInstanceCapacityclustermgtd.logまたはク

ラスタの作成に失敗したときにエラーが表示される (p. 373)
• 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. 383)
• 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. 385)
• 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. 386)
• キュー (パーティション)Inactive ステータス (p. 386)
• 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. 386)

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。初期化に関する問題のトラブルシューティングに
使用します。

• /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。初期化に関する問題のトラブルシューティングに使用します。

• /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。これを使用して、動的ノードの起動に関する問題のトラブルシュー
ティングを行います。

• /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。これを使用して、動的ノードの終了に関する問
題のトラブルシューティングを行います。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使用できます。

• /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。

• /var/log/parallelcluster/compute_console_output-このログには、予期せず終了した静
的コンピュートノードのサンプルサブセットからのコンソール出力を記録します。静的コンピュート
ノードが終了し、コンピュートノードのログがで利用できない場合は、このログを使用してください 
CloudWatch。compute_console_output log受信するコンテンツは、EC2 コンソールを使用する場
合とインスタンスコンソールの出力を取得する場合と同じです。AWS CLI

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。初期化に関する問題のトラブルシューティングに使
用します。

• /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、clustermgtdヘッドノード上の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使用できます。

• /var/log/slurmd.log - これは Slum コンピュートデーモンのログです。これを使用して、初期化や
計算障害のトラブルシューティングを行います。
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slurm_resume.logジョブの実行に失敗したと
き、InsufficientInstanceCapacityclustermgtd.logま
たはクラスタの作成に失敗したときにエラーが表示される
Slurmクラスターがスケジューラーを使用している場合は、容量不足の問題が発生してい
ます。インスタンス起動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。

静的インスタンス容量については、clustermgtdのログでエラーを確認できます/var/log/
parallelcluster/clustermgtd。

動的インスタンス容量については、ResumeProgramのログでエラーを確認できます/var/log/
parallelcluster/slurm_resume.log。

メッセージは以下の例のようになります。

An error occurred (InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances/CreateFleet 
 operation...

ユースケースに応じて、このようなエラーメッセージが表示されないように、次のいずれかの方法を使用
することを検討してください。

• プレイスメントグループが有効になっている場合は無効にします。詳細については、「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. 387)」を参照してください。

• インスタンスの容量を予約し、ODCR (オンデマンド容量予約) で起動します。詳細については、
「ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインスタンスを起動する (p. 135)」を参照して
ください。

• 異なるインスタンスタイプを持つ複数のコンピュートリソースを設定します。ワークロードに特定のイ
ンスタンスタイプが必要ない場合は、複数のコンピュートリソースでキャパシティが不足している場合
の迅速なフェイルオーバーを活用できます。詳細については、「Slurmクラスタの高速容量不足フェイ
ルオーバー (p. 93)」を参照してください。

• 同じコンピュートリソースに複数のインスタンスタイプを設定し、複数のイン
スタンスタイプの割り当てを活用します。複数のインスタンスの設定の詳細に
ついては、Slurm による複数インスタンスタイプの割り当て (p. 99)および
Scheduling (p. 189)//SlurmQueuesComputeResources (p. 202) (p. 194)/を参照してくださ
いInstances (p. 203)。

• クラスター設定 Scheduling (p. 189)//SlurmQueuesNetworking (p. 197) (p. 194)/のサブネット 
ID を変更して、キューを別のアベイラビリティーゾーンに移動しますSubnetIds (p. 197)。

• ワークロードが密接に結びついていない場合は、キューを複数のアベイラビリ
ティーゾーンに分散させてください。複数のサブネットの設定の詳細については、
「Scheduling (p. 189)//SlurmQueuesNetworking (p. 197) (p. 194)/」を参照してくださ
いSubnetIds (p. 197)。

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. 384)
• コンピュートノード (p. 384)
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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/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 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。このため、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
• コンピュートノードが起動した場合/var/log/cloud-init-output.log、/var/log/chef-
client.logヘッドノードの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設定を変更したカスタム AMI を使用している場合は、コンピュートノードがクラスターに参加
できない原因でエラーが発生する可能性があります。Slurmスケジューラ関連のエラーについては、/
var/log/slurmd.log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
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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支えられた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し、ジョブが PD（保留状態）のままの場合は、/var/log/
parallelcluster/slurm_resume.logファイルを再確認してください。次のようなエラーが見つか
る可能性があります。

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する場合、AWSServiceRoleForEC2Spotアカウントにサービスにリンク
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

詳細についてはスポットインスタンスの操作 (p. 80)、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「」を参照してください。AWS ParallelCluster

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

• clustermgtdlog (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) をチェックし
て、clustermgtdノードを交換または終了し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。
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• clustermgtd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コ
ンピュートノード上で実行されているが、clustermgtd異常と判断された場合はノードを終了させ
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。

• clustermgtdそのノードが起動されたと報告され、数分後にそのノードに対応するインスタンスが 
Amazon EC2 にないと報告された場合slurm_resume、そのノードはセットアップ中に失敗する可能性
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-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-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:

• /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. 215) 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に継続的に障害が発生している場合は、Slurmクラ
スタ保護モード (p. 90)コンピュートノードが有効化された状態で起動されているかどうかを確認して
ください。保護モードが有効になっていない場合は、保護モード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 ステータス
sinfoAVAILを実行して出力にステータスがのキューが表示される場合はinact、Slurmクラスタ保護
モード (p. 90)クラスターが有効になっていて、INACTIVEキューが事前に定義された期間その状態に設
定されている可能性があります。

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
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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を使用すると、インスタンスが同じネットワークバックボー
ン上にあることが保証されます。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ときにこのエラーが発生する可能性を減らすに
は、SlurmQueues (p. 194)//NetworkingPlacementGroup (p. 200) (p. 197)/Enabled (p. 200)パ
ラメーターをに設定しますfalse。

キャパシティアクセスをさらに制御するには、ODCR (オンデマンドキャパシティ予約) を使用してインス
タンスを起動することを検討してください (p. 135)。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの 「インスタンス起動の問題のトラ
ブルシューティング」と「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、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)

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. 387)
• Ubuntu NICE DCV の問題 (p. 388)

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、 
CloudWatch コンソールのカスタムダッシュボードまたはロググループで表示できます。詳細につ
いては、Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 117)および CloudWatch アマゾンダッシュボー
ド (p. 116)を参照してください。
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Ubuntu NICE DCV の問題
Ubuntu の NICE DCV セッションで Gnome Terminal を実行すると、ログインシェルから利用できるユー
ザー環境に自動的にアクセスできない場合があります。AWS ParallelClusterユーザー環境には、openmpi 
や intelmpi などの環境モジュール、およびその他のユーザー設定が用意されています。

Gnome Terminal のデフォルト設定では、シェルはログインシェルとして起動できません。つまり、シェ
ルプロファイルは自動的に生成されず、AWS ParallelClusterユーザー環境は読み込まれません。

シェルプロファイルを適切に作成し、AWS ParallelClusterユーザー環境にアクセスするには、次のいずれ
かを行います。

• デフォルトのターミナル設定を変更します。

1. Gnome ターミナルの [編集] メニューを選択します。
2. 「設定」を選択し、「プロファイル」を選択します。
3. [コマンド] を選択し、ログインシェルとして [コマンドを実行] を選択します。
4. 新規のターミナルを開きます。

• コマンドラインを使用して、使用可能なプロファイルを取得します。

$ source /etc/profile && source $HOME/.bashrc

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. 388)
• コンピュートの問題 (p. 388)
• ジョブの失敗 (p. 388)
• エンドポイント URL エラー時のConnect タイムアウト (p. 389)

ヘッドノードの問題
ヘッドノードの設定の問題は、Slurm特定のログを除き、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。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. 384)」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. 106) 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、awsbstat (p. 105)コマンドを実行して、Amazon が保存しているジョブログへのリンクを取
得することもできます CloudWatch。
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エンドポイント URL エラー時の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Connect timeout on endpoint URL:

• awsbout出力ログで、ジョブが出力からマルチノードparallel になっていることを確認しま
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公開されているかどうかを確認します。

マルチノードparallel ジョブでは、AWS Batch in を使用する場合のパブリックサブネットの使用はサポー
トされません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して
ください。詳細については、AWS Batchユーザーガイドの「コンピューティング環境に関する考慮事項」
を参照してください。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. 70)。

Active Directory とのマルチユーザー統合のトラブル
シューティング
このセクションは、Active Directory と統合されたクラスターに関連しています。

Active Directory 統合機能が期待どおりに動作しない場合は、SSSD ログから有用な診断情報を得ることが
できます。/var/log/sssdこれらのログはクラスターノードにあります。デフォルトでは、クラスター
の Amazon CloudWatch ロググループにも保存されます。

トピック
• Active Directory 固有のトラブルシューティング (p. 389)
• デバッグモードを有効にします (p. 390)
• LDAPS から LDAP に移行する方法 (p. 390)
• LDAPS サーバー証明書の検証を無効にする方法 (p. 390)
• パスワードではなく SSH キーでログインする方法 (p. 391)
• ユーザーパスワードと期限切れパスワードをリセットする方法 (p. 391)
• 参加しているドメインを確認する方法 (p. 391)
• 証明書の問題をトラブルシューティングする方法 (p. 392)
• アクティブディレクトリとの統合が機能していることを確認する方法 (p. 393)
• 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. 394)
• SimCenter マルチユーザー環境でのStarCCM+ジョブに関する既知の問題 (p. 394)
• ユーザー名解決に関する既知の問題 (p. 394)
• ホームディレクトリ作成の問題の解決方法 (p. 395)

Active Directory 固有のトラブルシューティング
このセクションは、Active Directory 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=example,dc=com
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cnへの注意Users.
• デフォルトの管理者ユーザーはです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なければなりません。

$ ldapsearch -x -D "corp\\Administrator" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \ 
   -b "cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com"

AWS Managed Microsoft AD

• DomainReadOnlyUser値は、AWS Managed Microsoft ADユーザーの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,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
• デフォルトの管理者ユーザーはですAdmin。
• Ldapsearch構文は次のとおりでなければなりません。

$ ldapsearch -x -D "Admin" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \ 
   -b "ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,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: 
  AdditionalSssdConfigs: 
    debug_level: "0x1ff"

LDAPS から LDAP に移行する方法
LDAPのみでは暗号化が行われないため、LDAPS (TLS/SSLを使用するLDAP) からLDAPへの移行はお勧め
しません。それでも、テストやトラブルシューティングには役立ちます。

クラスターを以前の構成定義で更新することで、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、クラスタ構成に次の変更を加えてクラスタ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、ヘッドノードの LDAPS サーバー証明書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で、クラスターを以前の構成に復元できます。
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LDAPS サーバ証明書の検証を無効にするには、クラスタ構成に次の変更を加えてクラスタを更新する必要
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、パスワードを使用して初めてログインした時点で作成されます。/home/$user/.ssh/
id_rsaSSH キーでログインするには、パスワードでログインし、SSH キーをローカルにコピーして、通
常どおり SSH パスワードなしで SSH に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った場合、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"

DirectoryService (p. 237)/のパスワードをリセットした場合DomainReadOnlyUser (p. 239):

1. 必ず DirectoryService (p. 237)/PasswordSecretArn (p. 239)シークレットを新しいパスワー
ドで更新してください。

2. クラスターを新しいシークレット値に更新します。
a. pcluster update-compute-fleetコマンドでコンピュート群を停止します。
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、『AWS Directory Service管理ガイド』の「ユーザーパスワードのリセット」を参照して
ください。

参加しているドメインを確認する方法
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.example.com \ 
  type: kerberos \ 
  realm-name: CORP.EXAMPLE.COM \ 
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  domain-name: corp.example.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

証明書の問題をトラブルシューティングする方法
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、ひいては証明書の問題
が原因である可能性もあります。

証明書に関する注意事項

• クラスタ設定で指定する証明書は、ドメインコントローラ用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 PEMLdapTlsCaCert 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 証明書を連結して作成されたファイルです。
• 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 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:

以下の検証手順では、コマンドがクラスターヘッドノード内から実行され、ドメインコントローラーにア
クセスでき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、次の検証手順に従ってください。

確認手順:

1. Active Directory ドメインコントローラへの接続を確認してください。

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。あなたの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てください。

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した場合、問題は証明書ではなく、他のネットワークの問題に関係して
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. Active Directory ドメインコントローラーから提供された証明書を確認してください。
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ドメインコントローラ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。この手順
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手順に進んでください。

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。この手
順が成功した場合は、コントローラの検証に使用する 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手順に進んでください。

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証明書の検証に使用されるローカル 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から提供された証明
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

アクティブディレクトリ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、Active Directory との統合は機能しています。

チェック:

1. ディレクトリで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次のように入力します。

$ getent passwd $ANY_AD_USER

2. ユーザーパスワードを入力して SSH でヘッドノードに接続できます。

$ ssh $ANY_AD_USER@$HEAD_NODE_IP

チェック1が失敗すると、チェック2も失敗することが予想されます。

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。
• デバッグログを有効にします (p. 390)。
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• LDAPS の問題を回避するために、LDAPS から LDAP に移行して暗号化を一時的に無効にすることを検
討してください (p. 390)。

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、Active Directoryと統合されたクラスター内のコンピュートノードへのログインに関連
しています。

ではAWS ParallelCluster、クラスタコンピューティング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。

GenerateSshKeysForUsers (p. 240)クラスター構成でSSHキーが有効になっている場合、ユーザーは
最初の認証（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。

ユーザーがヘッドノードで初めて認証すると、ディレクトリユーザーとして自動的に生成される 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。また、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。

SimCenter マルチユーザー環境でのStarCCM+ジョブに関する既
知の問題
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しています。

組み込みのIntelMPIを使用するように構成された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。

ユーザー名の解決が誤る原因となる既知の Slurm のバグにより、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、AWS ParallelCluster
バージョン 3.1.1 と 3.1.2 にのみ影響します。

これを防ぐには、IntelMPIにMPIブートストラップメソッドとしてSlurmを使用するように強制しま
す。IntelMPI の公式ドキュメントで説明されているように、I_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm環境変数
を StarCCM+ を起動するジョブスクリプトにエクスポートします。

ユーザー名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。

Slurm の既知のバグにより、ジョブプロセス内で取得されるユーザー名は、Slurmnobody を使わずにジョ
ブを実行した場合に取得される可能性がありますsrun。このバグは、AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.1 と 3.1.2 にのみ影響します。

たとえば、sbatch --wrap 'srun id'コマンドをディレクトリユーザーとして実行すると、正し
いユーザー名が返ります。ただし、sbatch --wrap 'id'をディレクトリユーザーとして実行する
と、nobodyがユーザー名として返されることがあります。

以下の回避策を使用できます。

1. できれば'sbatch'、'srun'代わりにジョブを開始してください。
2. AdditionalSssdConfigs (p. 241)クラスター内の構成を次のように設定して SSSD 列挙を有効にしま

す。
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AdditionalSssdConfigs: 
  enumerate: true

ホームディレクトリ作成の問題の解決方法
このセクションは、ホームディレクトリの作成の問題に関連しています。

次の例の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
リが作成されなかったということです。または、ヘッドノードで最初に sudoer から Active Directory ユー
ザに切り替えたときに、ホームディレクトリが作成されなかった場合もあります。

$ 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に失敗するのは、oddjoboddjob-mkhomedirクラスタヘッドノードにインス
トールされているおよびパッケージが原因である可能性があります。

ホームディレクトリと SSH キーがないと、ユーザーはジョブや SSH をクラスターノードに送信できませ
ん。

oddjobシステムにパッケージが必要な場合は、oddjobdサービスが実行中であることを確認し、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
に示すように、ヘッドノードでコマンドを実行します。

sudo systemctl start oddjobd
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall

システムにパッケージが必要ない場合は、oddjobパッケージをアンインストールして PAM 設定ファイル
を更新し、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、次の例に示すよう
に、ヘッドノードでコマンドを実行します。

sudo yum remove -y oddjob oddjob-mkhomedir
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall

カスタム AMI の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、次の警告を確認できます。

"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." 
  }, 
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  { 
   "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な場合は、これらの警告を無視できます。

future このような警告が表示されないようにするには、カスタム AMI に次のタグを付けてください。my-
osは、、alinux2、centos7またはのいずれかでubuntu1804ubuntu2004、#3.5.1#pcluster は使
用中のバージョンです。

$ aws ec2 create-tags \ 
  --resources ami-yourcustomAmi \ 
  --tags Key="parallelcluster:version",Value="3.5.1" Key="parallelcluster:os",Value="my-os"

cfn-hup実行中でない場合のクラスター更新タイムア
ウトのトラブルシューティング
cfn-hupヘルパーは、リソースメタデータの変更を検出し、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。これは、UpdateStack API アクションを通じて実行中の Amazon EC2 インス
タンスに構成を更新する方法です。

現在、cfn-hupデーモンはによって起動されていますsupervisord。しかし、起動後、cfn-
hupsupervisordプロセスは制御から切り離されます。cfn-hupデーモンが外部アクターによって殺され
ても、自動的に再起動されません。cfn-hupが実行されていない場合、 CloudFormation クラスターの更
新中にスタックは更新プロセスを期待どおりに開始しますが、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、更
新レシピが呼び出されないことがわかります。

cfn-hup障害が発生した場合の確認と再起動

1. ヘッドノードで、cfn-hup以下が実行されているかどうかを確認します。

$ ps aux | grep cfn-hup

2. cfn-hup/var/log/cfn-hup.log/var/log/supervisord.logログとヘッドノードを確認してく
ださい。

3. cfn-hupが起動していない場合は、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
cloud-init-output.logいずれかのコンピュートノードからをチェックしてください。Slurmノード
が初期化で停止していることを示す次のようなメッセージ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します。詳細について
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は、AWS ParallelClusterインターネットにアクセスできない、単一インスタンスの例 (p. 72)を参照して
ください。

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-parallelcluster-
slurm::init line 31)

pcluster CLI ログをトラブルシューティングに使用す
る
pclusterCLI は、pcluster.log.#コマンドのログをのファイルに書き込みます/home/
user/.parallelcluster/。

通常、各コマンドのログには、入力を含むコマンド、コマンドの作成に使用された CLI API バージョンの
コピー、応答、および情報とエラーメッセージの両方が含まれます。作成およびビルドコマンドの場合、
ログには構成ファイル、構成ファイルの検証操作、 CloudFormation テンプレート、およびスタックコマ
ンドも含まれます。

これらのログを使用して、エラー、入力、バージョン、pcluster CLI コマンドを確認できます。また、
コマンドがいつ実行されたかを記録する役割も果たします。

onNodeUpdatedカスタムアクションでクラスターの
更新が失敗しました
HeadNode (p. 178)/CustomActions (p. 184)/OnNodeUpdated (p. 185)スクリプトが失敗すると、
更新は失敗し、スクリプトはロールバック時に実行されません。ロールバックの完了後に必要なクリー
ンアップを手動で実行するのはユーザーの責任です。たとえば、OnNodeUpdatedスクリプトによって設
定ファイル内のフィールドのステータスが (たとえば、からtruefalse) 変更されて失敗した場合、その
フィールド値を更新前の状態 (たとえば、にtrue)false に手動で復元する必要があります。詳細につい
ては、「カスタムbootbootbootbootbootbootbootboot (p. 76)」を参照してください。

追加のサポート
既知の問題の一覧については、メインの GitHub Wiki ページまたは問題ページを参照してください。

より緊急な問題については、AWS Supportお問い合わせいただくか、 GitHub 新しい問題を開いてくださ
い。
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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. 398)
• AWS ParallelCluster を使用する (p. 417)
• AWS ParallelCluster CLI コマンド (p. 485)
• 構成 (p. 500)
• AWS ParallelCluster の仕組み (p. 558)
• チュートリアル (p. 570)
• 開発 (p. 591)
• AWS ParallelCluster のトラブルシューティング (p. 593)

AWS ParallelCluster のセットアップ
トピック

• AWS ParallelCluster のインストール (p. 398)
• AWS ParallelCluster の設定 (p. 408)
• ベストプラクティス (p. 413)
• CfnCluster からへの移行AWS ParallelCluster (p. 415)
• サポートされるリージョン (p. 416)

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. 398)
• pip を使用する (p. 399)

最新の CLI のバージョン番号は、のリリースページで確認できます 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

398

https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/
https://github.com/aws/aws-parallelcluster/releases


AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster のインストール

ストール (p. 400)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、「のリ
リースページ」を参照してください 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. 403)
• 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. 405)
• 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. 407)

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
2.11.9

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. 400)
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• Linux に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 401)
• MacOS で AWS ParallelCluster をインストールする (p. 404)
• Windows に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 406)

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
2.11.9

Windows

(apc-ve) C:\>pcluster version
2.11.9

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. 400)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. 398)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. 398)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. 403)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

or

$ 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. 403)
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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. 403)
• Linux での Python のインストール (p. 403)

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
2.11.9

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. 398) 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

or

$ 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. 404)
• pip を使用して macOS に AWS ParallelCluster をインストールする (p. 405)
• AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 405)

前提条件

• Python 3 バージョン 3.7+ 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. 401)」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. 398)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
2.11.9

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. 405)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
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/usr/local/bin/python3

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. 398)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. 406)
• AWS ParallelCluster 実行ファイルをコマンドラインパスに追加する (p. 407)

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。
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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。

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. [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。
2. 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
2.11.9

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。
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PATH 変数を変更するには (Windows)

1. Windows キーを押し、「environment variables」と入力します。
2. [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。
3. PATH を選択して、編集 を選択します。
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. [OK] を 2 回選択して、新しい設定を適用します。
6. 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。

AWSアカウントにpcluster (p. 485) CLI の実行に必要な権限を含むロールがあることを確認します。
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. 428)」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、AWS CLIAWS CLIユーザーガイドの「の設定」
を参照してください。

$ aws configure
  AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default AWS ##### name [us-east-1]: us-east-1
Default output format [None]:

クラスターを起動するには、少なくとも 1 つの Amazon EC2 key pair が必要です。AWS リージョン詳細
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構成 (p. 500)。

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートさ
れていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
Support チームによる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

スラム

有効なAWS リージョン識別子のリストから、AWS リージョンクラスターを実行する場所を選択しま
す。

Note

AWS リージョン表示されるリストは、お客様のアカウントのパーティションに基づいて
おり、AWS リージョンお客様のアカウントで有効になっているパーティションのみが含
まれます。AWS リージョンアカウントの有効化の詳細については、AWS リージョンの
「管理」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。ここでは、AWS グローバルパー
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ティションの例を示します。AWS GovCloud (US)アカウントがパーティション内にある場
合は、AWS リージョンそのパーティション内のみが表示されます (gov-us-east-1およ
び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 リージョンサポート対
象の全リストについてはAWS ParallelCluster、を参照してくださいサポートされるリージョ
ン (p. 416)。

Allowed values for the AWS ##### 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 ##### 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
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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]: 

key pair は、選択したキーペアに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択されますAWS 
リージョン。

Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. prod-uswest1-key
2. test-uswest1-key
EC2 Key Pair Name [prod-uswest1-key]: 

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。1 つの VPC 数の上限に達することは可能ですAWS リージョン。
デフォルトの制限は、それぞれ 5 つの VPCAWS リージョン 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。

VPCAWS ParallelCluster を作成することを選択した場合は、後で削除できるように VPC IDAWS CLI 
をメモしておきます。

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

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。
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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、AWS リージョンクラスターを実行する場所を選択しま
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
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 key pair は、選択したキーペアに Amazon EC2 で登録されているキーペアから選択され
ますAWS リージョン。

Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. prod-uswest1-key
2. test-uswest1-key
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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。1 つの VPC 数の上限に達することは可能ですAWS リージョン。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。

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。

VPCAWS ParallelCluster を作成することを選択した場合は、後で削除できるように VPC IDAWS CLI 
をメモしておきます。

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

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。
• VPC には、domain-nameに適した DHCP オプションも用意されている必要がありますAWS リージョ

ン。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
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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. 418)」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、以下のコマンドを実行します。

$ pcluster delete --region us-east-1 mycluster

VPC CloudFormation 内のネットワークリソースを削除するには、ネットワーク
スタックを削除します。スタック名は「parallelclusternetworking-」で始まり、
「YMMDDHHYMMDDHHHYMMDDHHHYMMDDHHHYMMDDHHHYMMDDHHHYMMDDHHHYMMDDHH
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

pcluster configure (p. 147)自動的に作成する VPC は、 CloudFormation ネットワークスタックには
作成されません。その VPC は、コンソールまたはを使用して手動で削除できます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
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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、「マル
チキューモード」とplacement_group (p. 518)「シングルキューモード」を参照してくださ
いplacement_group (p. 548)。

• 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。

• Elastic Fabric Adapter: 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、AWSクラウドのオンデマンドの
伸縮自在性と柔軟性を備えたインスタンス間の通信を強化します。EFASlurm を使用するように単一
のクラスターキューを設定するには、を設定しますenable_efa = true。で EFA を使用する方法
の詳細についてはAWS ParallelCluster、「」Elastic Fabric Adapter (p. 474) と「」を参照してくださ
いenable_efa (p. 547)。EFA の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「EFA」を参照してください。

• 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
AWS ParallelClusterリソースコストを管理するには、AWS Budgetsアクションを使用して予算を作成
し、AWS選択したリソースに対して定義された予算しきい値アラートを作成することをおすすめし
ます。詳細については、AWS Budgetsユーザーガイドの「予算アクションの設定」を参照してくださ
い。Amazon CloudWatch を使用して請求アラームを作成することもできます。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:AWS ParallelCluster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
現在、AWS ParallelClusterpcluster各マイナーバージョンはCLIとともに自己完結型です。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。
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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。これにより、あるク
ラスターから別のクラスターにデータを簡単に移動できます。

• AWS CLIまたはを使用して、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 Management 
Console。
• [ebs]セクション (p. 529)
• [efs]セクション (p. 533)
• [fsx]セクション (p. 536)

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ー構成に追加します。この方法では、クラス
ターを削除しても保存され、新しいクラスターに接続できます。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。これら
のファイルシステム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
クラスターに接続できるためです。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「Amazon EFS 
ファイルシステムのマウント」と、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「Lustre ファイルシステム
用 FSx へのアクセス」を参照してください。

• カスタム AMI ではなく、カスタムブートストラップアクションを使用してインスタンスをカスタマイズ
します (p. 422)。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くな
るため、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ー構成を更新します。
2. pclusterバージョンを確認し、必要に応じて更新してください。
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てください。
• 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て動作していて、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。

CfnCluster からへの移行AWS ParallelCluster
AWS ParallelCluster CfnClusterの拡張バージョンです。

現在を使用している場合は CfnCluster、AWS ParallelCluster代わりにを使用し、新しいクラスターを作成
することをお勧めします。引き続き使用することはできますが CfnCluster、開発は終了しており、新しい
機能や特徴は追加されません。

との主な相違点については CfnCluster AWS ParallelCluster、次のセクションで説明します。

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 list
pcluster update cluster_name
pcluster start cluster_name
pcluster status cluster_name

で作成したクラスターを管理するには CfnCluster、cfncluster CLI を使用する必要があります。
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CfnCluster 古いクラスターを管理するためのパッケージが必要な場合は、Python 仮想環境からインストー
ルして使用することをお勧めします。

AWS ParallelClusterそして、さまざまな IAM CfnCluster カスタムポリシーを使用する

CfnCluster クラスター作成で使用した、カスタム IAM ポリシーをで使用することはできません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 CfnCluster そして別の設定ファイルを使用する

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。

CfnCluster で既存の設定ファイルを使用する場合はAWS ParallelCluster、以下のアクションを完了する必
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. 513) 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 セッティング:

extra_json = { "cfncluster" : { } }

AWS ParallelCluster 設定:

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. 513) 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
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リージョン名 リージョン

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

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. 418)
• カスタムブートストラップアクション (p. 422)
• Amazon S3 の操作 (p. 424)
• スポットインスタンスの操作 (p. 425)
• AWS ParallelCluster における AWS Identity and Access Management の役割 (p. 427)
• AWS ParallelCluster によってサポートされているスケジューラ (p. 455)
• AWS ParallelClusterリソースとタグ付け (p. 469)
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• CloudWatch アマゾンダッシュボード (p. 471)
• Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 473)
• Elastic Fabric Adapter (p. 474)
• インテル Select ソリューション (p. 475)
• Intel MPI を有効にする (p. 476)
• インテル HPC プラットフォームの仕様 (p. 477)
• Arm パフォーマンスライブラリ (p. 477)
• NICE DCV を経由してヘッドノードに接続します。 (p. 478)
• pcluster update を使用する (p. 480)
• AMI のパッチ適用と EC2 インスタンスの交換 (p. 482)

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 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。

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。
• 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. 554) 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
# URL to a postinstall script. This is run after any of the boot_as_* scripts are run
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# (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. 520) または
s3_read_write_resource (p. 521) 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. 424)」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
post_install_args = 'R curl wget'
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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
クラスターリソースに Amazon S3 バケットへのアクセス権限を与えるに
は、s3_read_resource (p. 520)s3_read_write_resource (p. 521)AWS ParallelCluster
設定のおよびパラメータでバケット ARN を指定します。へのアクセスの制御方法についてはAWS 
ParallelCluster、「」を参照してくださいAWS ParallelCluster における AWS Identity and Access 
Management の役割 (p. 427)。

# 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 の指定方法に
ついては、の「Amazon S3 ARN フォーマット」を参照してください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. 507) = 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. 515) 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

AWS ParallelClusterこれはバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。バー
ジョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。
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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

AWS ParallelClusterこれはバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。バー
ジョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

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. 560) 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. 553) 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. 553) 時間が経過した後に縮小される可能性があります。

SGE
Note

AWS ParallelClusterこれはバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。バー
ジョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

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

AWS ParallelClusterこれはバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。バー
ジョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

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. 560) 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。詳し
くは、「AWS利用しているサービスAWS ParallelCluster」セクションをご覧ください (p. 563)。

サンプルポリシーの変更は、AWS ParallelCluster上のドキュメントで追跡できます GitHub。

トピック
• クラスター作成のデフォルト設定 (p. 427)
• Amazon EC2 ロールに既存の IAM ロールを使用する (p. 427)
• AWS ParallelCluster インスタンスポリシーとユーザーポリシーの例 (p. 428)

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 用の IAM ロールを作成することが含まれます。通常、
デフォルト設定を使用する場合、AdministratorAccessユーザーは管理ポリシーのアクセス許可を持ってい
る必要があります。マネージドポリシーについては、IAM User Guideの「AWSマネージドポリシー」を参
照してください。

Amazon EC2 ロールに既存の IAM ロールを使用する
ec2_iam_role (p. 511)クラスターを作成する際、デフォルト設定の代わりに既存の設定を使用す
ることはできますが、まず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最小限に抑えるには、Amazon EC2 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. 428)には、AWS 
ParallelClusterとその機能に必要な最低限の権限が含まれています。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 Policy Simulicy のサイズ問題を解
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決します (p. 604)」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する場合は、設定を使用する代わりに、追加の
カスタム IAM additional_iam_policies (p. 505)ポリシーを設定とともに渡すことをお勧めしま
す。ec2_iam_role (p. 511)

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、AWS GovCloud (US)パーティションの場合はaws-us-gov「arn: aws-Arn: As-ArnAWS にする必要が
あります。詳細については、AWS GovCloud (US)ユーザーガイドの「AWS GovCloud (US)リージョンの 
Amazon リソースネーム (ARN)」を、「AWS中国でのサービスの使用開始」の「AWS中国のサービスの
ARN」を参照してください。

これらのポリシーには、で現在必要な最低限の権限AWS ParallelCluster、その機能、およびリソースが含
まれています。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 Policy Simulicy のサイズ問題を解決します (p. 604)」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. 428)
• awsbatch を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 434)
• Slurm を使用する ParallelClusterUserPolicy (p. 436)
• SGE または Torque を使用する ParallelClusterUserPolicy (p. 441)
• awsbatch を使用する ParallelClusterUserPolicy (p. 447)
• SGE、Slurm または Torque を使用する ParallelClusterLambdaPolicy (p. 452)
• awsbatch を使用する ParallelClusterLambdaPolicy (p. 453)
• ユーザー用の ParallelClusterUserPolicy (p. 454)

SGE、Slurm または Torque を使用する ParallelClusterInstancePolicy
Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートさ
れていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
Support チームによる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

トピック
• Slurm を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 428)
• SGE または Torque を使用する ParallelClusterInstancePolicy (p. 431)

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、ParallelClusterInstancePolicySGETorqueまたはをスケジューラーとして設定して
います。

Note

このポリシーは、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。
バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

{ 
    "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/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:placement-group/*" 
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            ], 
            "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" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "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": [ 
                "fsx:DescribeFileSystems" 
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            ], 
            "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. 506)
の設定値です。cluster_resource_bucket (p. 506) 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*", 
                "s3:DeleteObject", 
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                "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:log-
stream:*" 
            ], 
            "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" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource", 
                "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. 506) の設定値で
す。cluster_resource_bucket (p. 506) を指定しない場合は、#<RESOURCES S3 BUCKET>#が
「parallelcluster-*」となります。

Note

ec2_iam_role (p. 511)  = <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", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudWatchLogs" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:GetFunction", 
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                "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" 
        }, 
        { 
            "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、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されま
す。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポート
されていません。

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. 506)
の設定値です。cluster_resource_bucket (p. 506) を指定しない場合は、#<RESOURCES S3 
BUCKET>#が「parallelcluster-*」となります。

Note

ec2_iam_role (p. 511)  = <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", 
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                "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings", 
                "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" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "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" 
        }, 
        { 
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            "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": [ 
                "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", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource" 
            ], 
            "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", 
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            "Sid": "Lambda" 
        }, 
        { 
            "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. 506) の設定値
です。cluster_resource_bucket (p. 506) 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" 
        }, 
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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": [ 
                "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", 
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                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "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" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "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", 
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                "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "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", 
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            "Resource": "*", 
            "Sid": "AmazonCloudWatchEvents" 
        }, 
        { 
            "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 ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents" 
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      ], 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*", 
      "Effect": "Allow", 
      "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。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "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. 490)
• pcluster instances (p. 493)
• pcluster list (p. 493)
• pcluster ssh (p. 494)
• pcluster start (p. 495)
• pcluster status (p. 496)
• pcluster stop (p. 496)
• pcluster version (p. 499)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
             "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. 521) 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 ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートさ
れていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
Support チームによる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

トピック
• Son of Grid Engine (sge) (p. 455)
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 456)
• Torque Resource Manager (torque) (p. 464)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 464)

Son of Grid Engine (sge)
Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートさ
れていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
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Support チームによる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

AWS ParallelCluster2.11.4 以前のバージョンではSon of Grid Engine 8.1.9 が使用されています。

Slurm Workload Manager (slurm)
AWS ParallelClusterバージョン 2.11.9 ではSlurm 20.11.9 を使用しています。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 サポートされる Slurm バージョン

2.11.7、2.11.8、2.11.9 20.11.9

2.11.4 から 2.11.6 20.11.8

2.11.0 から 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 19.05.3-2

2.3.1 から 2.4.1 18.08.6-2

2.3.1 以前 16.05.3-1

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. 521) を slurm に設定し、queue_settings (p. 520) 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. 545)は、最大 3 つの [compute_resource] セ
クション (p. 524)を参照することができます。この [queue] セクション (p. 545)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. 457)およびマルチキューモードのチュートリアル (p. 583)を参照してください。

キュー内の [compute_resource] セクション (p. 524)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. 525) 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. 525)～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。
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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. 525) 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. 525) 以

下の値、動的ノードの場合は 1 以上 max_count (p. 525)〜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. 503)の名前です。

設定をキューモードに変換するには、pcluster-config convert (p. 499) 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. 545)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. 524)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. 503)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」
を参照してください。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
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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. 553) 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. 553) 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。

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-4]
efa          up   infinite      1   idle efa-st-c5n18xlarge-1
gpu          up   infinite      1  idle% gpu-dy-g38xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
ondemand     up   infinite      2   mix# ondemand-dy-c52xlarge-[1-2]
ondemand     up   infinite     18  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[3-10],ondemand-dy-t2xlarge-
[1-10]
spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
spot*        up   infinite      2   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. 553) (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。
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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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-4]
efa          up   infinite      1   idle efa-st-c5n18xlarge-1
gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10]
ondemand     up   infinite     20  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10],ondemand-dy-t2xlarge-
[1-10]
spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
spot*        up   infinite      2   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     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                12  ondemand     wrap   ubuntu CF       0:36     10 ondemand-dy-c52xlarge-
[1-8],ondemand-dy-t2xlarge-[1-2] 
                13       gpu     wrap   ubuntu CF       0:05      1 gpu-dy-g38xlarge-1 
                 7      spot     wrap   ubuntu  R       2:48      1 spot-st-t2large-1 
                 8       efa     wrap   ubuntu  R       0:39      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
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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。

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. 562)」
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. 496) 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. 495) 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. 525) が max_count (p. 525) 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. 525) が満たさ
れない可能性があります。

pcluster start (p. 495) と pcluster stop (p. 496) が動作している場合、pcluster 
status (p. 496) 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. 496) 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. 495) 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。
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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。

• POWER_SAVING 状態の動的ノードをパワーアップさせます。scontrol update 
nodename=nodename state=power_up コマンドを実行するか、特定のノード数を要求するプレース
ホルダ sleep 1 ジョブを送信し、Slurm に依存して必要な数のノードをパワーアップさせます。

• scaledown_idletime (p. 553) の前に動的ノードをパワーダウンさせる: scontrol update 
nodename=nodename state=down コマンドで動的ノードを DOWN に設定します。AWS 
ParallelCluster は、ダウンした動的ノードを自動的に終了させ、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。

• キュー (パーティション) を無効にする、または特定のパーティションの静止ノードをすべて停止す
る: scontrol update partition=queue name state=inactive コマンドで特定のキューを
INACTIVE に設定します。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: scontrol update partition=queue name state=up コ
マンドで INACTIVE に特定のキューを設定します。

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. 553) 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-dy-
c5xlarge-[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。
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• 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
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 Logs ############
###{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}# CloudWatch ###### logIdentifier が
続くという形式になっています。詳細については、「Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 473)」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:
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/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。

• 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。ResumeProgramログから対応するプライベート IP アドレスとインスタンス ID を探
し、Logs CloudWatch 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見ます。

• 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。clustermgtdログから対応するプライベート IP とインスタンス ID を探し、Logs CloudWatch 
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見ます。

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 に関連する場合は、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
認してください。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. 553) 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。
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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 ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートさ
れていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
Support チームによる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

AWS ParallelCluster2.11.4 以前のバージョンではTorque Resource Manager 6.1.2 が使用されてい
ます。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の GPU ジョブはサポートしていませんAWS Batch。詳細については、
「GPU ジョブ」を参照してください。

トピック
• awsbsub (p. 465)
• awsbstat (p. 467)
• awsbout (p. 467)
• awsbkill (p. 468)
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• awsbqueues (p. 468)
• awsbhosts (p. 469)

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の GPU ジョブはサポートしていませんAWS Batch。詳細については、
「GPU ジョブ」を参照してください。

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 --working-
dir 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

cluster_type (p. 507) 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
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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

位置引数

job_id

ジョブ ID を指定します。
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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。
-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。

awsbqueues [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - d ] [ job_queues [ job_queues ... ]]

468



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
タグ付け

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
AWS ParallelClusterを使用すると、AWS ParallelClusterリソースを追跡および管理するためのタグを作成
できます。tags (p. 523)クラスター設定ファイルのセクションで、AWS CloudFormation作成してすべ
てのクラスターリソースに伝達するタグを定義します。AWS ParallelCluster自動的に生成されるタグを使
用して、リソースを追跡および管理することもできます。

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 ParallelClusterAWSこのセクションで定
義されているおよびシステムタグが付けられます。

AWS ParallelClusterクラスターインスタンス、ボリューム、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 CloudFormationAWSシステムタグをクラスターインスタンスに適用しま
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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。これらのタグを使用して、AWS ParallelClusterリソースを表示および管理できます。

AWSシステムタグは変更できません。AWS ParallelCluster機能への影響を避けるため、AWS 
ParallelClusterタグは変更しないでください。

以下は、AWSAWS ParallelClusterリソースのシステムタグの例です。変更することはできません。

"aws:cloudformation:stack-name"="parallelcluster-clustername-
MasterServerSubstack-ABCD1234EFGH"

AWS ParallelClusterリソースに適用されるタグの例を以下に示します。変更しないでください。

"aws-parallelcluster-node-type"="Master"

"Name"="Master"

"Version"="2.11.9"

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. https://console.aws.amazon.com/ec2/ にある EC2 コンソールをナビゲートしてください。
2. すべてのクラスタータグを表示するには、ナビゲーションペインで [タグ] を選択します。
3. クラスタータグをインスタンスごとに表示するには、ナビゲーションペインで [Instances] を選択しま

す。
4. クラスターインスタンスを選択します。
5. インスタンスの詳細で [タグを管理] タブを選択し、タグを表示します。
6. インスタンスの詳細で [ストレージ] タブを選択します。
7. ボリューム ID を選択します。
8. 「Volumes」で、ボリュームを選択します。
9. ボリューム詳細の「タグ」タブを選択し、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

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-clustername-
MasterServerSubstack-ABCD1234EFGH

aws:cloudformation:logical-id MasterServer
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キー タグ値

aws:cloudformation:stack-id arn:aws:cloudformation:region-
id:ACCOUNTID:stack/
parallelcluster-clustername-
MasterServerSubstack-ABCD1234EFGH/
1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0

Version 2.11.9

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コンピュート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

aws:ec2launchtemplate:version 1

QueueName queue-name

Version 2.11.9

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 2.11.9

CloudWatch アマゾンダッシュボード
AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 から、クラスター作成時に Amazon CloudWatch ダッ
シュボードが作成されるようになりました。これにより、クラスター内のノードのモニタリ
ングや、Amazon CloudWatch Logs に保存されているログの表示が容易になります。ダッ
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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、RegionAWS リージョン はクラスターの名前です。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=parallelcluster-ClusterName を開くことでアクセスできま
す。

次の画像は、 CloudWatch クラスターのダッシュボードの例を示しています。

ダッシュボードの最初のセクションには、Head Node EC2 メトリックのグラフが表示されます。クラス
ターに共有ストレージがある場合、次のセクションには共有ストレージのメトリックが表示されます。最
後のセクションには、ログ、スケジューラーのログ、NICE DCV統合ログ、およびシステムログごとにグ
ループ化されたヘッドノードログが一覧表示されます。 ParallelCluster

Amazon CloudWatch ダッシュボードの詳細については、Amazon  CloudWatch ユーザーガイド
の「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」を参照してください。

Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成しない場合は、以下のステップを完了
する必要があります。まず、[dashboard]設定ファイルにセクションの名前をセ
クションの (p. 527)dashboard_settings (p. 509)設定の値として追加しま
す。[cluster] (p. 503)[dashboard] セクション (p. 527)で、enable (p. 527) = false を設定
します。

例えば、[dashboard] セクション (p. 527)の名前をmyDashboard、[cluster] セクショ
ン (p. 503)の名前を myCluster とすると、以下のような変更になります。
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[cluster MyCluster]
dashboard_settings = MyDashboard
...

[dashboard MyDashboard]
enable = false

Amazon CloudWatch ログとの統合
AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0 から、共通ログはデフォルトで CloudWatch Logs に保存されます。 
CloudWatch ログの詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」を参照してくださ
い。 CloudWatch ログ統合を設定するには、[cw_log]cw_log_settings (p. 509)セクションと設定を
参照してください (p. 526)。

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
は、 CloudWatch CloudWatch rootすべてのクラスターインスタンスと同様に実行されるエージェントに
よって送信されます。

AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 から、クラスター作成時に Amazon CloudWatch ダッシュボードが
作成されるようになりました。このダッシュボードでは、Logs 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 詳細については、「 CloudWatch アマゾンダッシュボード (p. 471)」を参照
してください。

このリストには、プラットフォーム、スケジューラー、####################logIdentifier erと
パスが含まれています。

プラットフォーム、スケジューラー、ノードで利用可能なログストリーム

[Platforms] 
(プ
ラット
フォー
ム)

スケ
ジュー
ラ

ノード ログストリーム

Amazon

セント
ス

Ubuntu

awsbatch

スラー
ム

HeadNodeDCV オーセンティケーター:/var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_authenticator.log

dcv-ext-authenticator: /var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_connect.log

DCV エージェント:/var/log/dcv/agent.*.log

履歴書セッション:/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log

DCV サーバ:/var/log/dcv/server.log

dcv-session-launcher: /var/log/dcv/sessionlauncher.log

Xdcv:/var/log/dcv/Xdcv.*.log

CFN:/var/log/cfn-init.log

シェフクライアント:/var/log/chef-client.log

Amazon awsbatchComputeFleetクラウド初期化:/var/log/cloud-init.log
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[Platforms] 
(プ
ラット
フォー
ム)

スケ
ジュー
ラ

ノード ログストリーム

セント
ス

Ubuntu

スラー
ム

HeadNode監督者:/var/log/supervisord.log

Amazon

セント
ス

Ubuntu

スラー
ム

ComputeFleetcloud-init-output: /var/log/cloud-init-output.log

computemgtd:/var/log/parallelcluster/computemgtd

スラムド:/var/log/slurmd.log

Amazon

セント
ス

Ubuntu

スラー
ム

HeadNodeクラスタ管理:/var/log/parallelcluster/clustermgtd

slurm_resume:/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log

slurm_suspend:/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log

slurmctld:/var/log/slurmctld.log

Amazon

セント
ス

awsbatch

スラー
ム

ComputeFleet

HeadNode

システムメッセージ:/var/log/messages

Ubuntu awsbatch

スラー
ム

ComputeFleet

HeadNode

システムログ:/var/log/syslog

を使用するクラスター内のジョブは、、AWS BatchRUNNINGFAILED CloudWatch または状態に達した
ジョブの出力をログに保存します。SUCCEEDED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、Amazon Logs User Guideの「Logs 
User Guideの「Logs User Guideの「 CloudWatch CloudWatch ログでのログデータ保管期間の変更」を参
照してください。

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。AWS 
ParallelClusterバージョン 2.6.0 では、/var/log/cfn-init-cmd.log (cfn-init-cmd) と/
var/log/cfn-wire.log (cfn-wire) CloudWatch もログに保存されていました。

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。

EFA をと一緒に使用するにはAWS ParallelCluster、enable_efa = true[queue]その行をセクション
に追加します (p. 545)。
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EFA をサポートする EC2 インスタンスのリストについては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 Linux イ
ンスタンス用の 「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。

enable_efa設定の詳細については、enable_efa[queue] (p. 547)セクションのを参照してくださ
い (p. 545)。

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. 517)およびplacement_group (p. 518)を参照して
ください。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「エラスティックファブリッ
クアダプタ」と「エラスティックファブリックアダプタで HPC ワークロードをスケーリング」、AWS 
ParallelClusterAWSおよびオープンソースブログを参照してください。

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. 474) (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
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
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[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. 477)」を参照してください。

Intel MPI を有効にする
Intel MPI は、AWS ParallelCluster AMIbase_os (p. 505) で設定用
のalinux2centos7ubuntu1804、、ubuntu2004および値を取得できます。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                        libfabric-aws/1.8.1amzn1.3 module-info                null       
                 use.own
module-git                 modules                    openmpi/4.0.2

------------------------------------------------ /etc/modulefiles 
 -------------------------------------------------

--------------------------------- /opt/intel/impi/2019.7.217/intel64/modulefiles 
 ----------------------------------
intelmpi

$ 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。
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$ 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
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. 505) = 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. 507) = 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. 513) = 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. 508) = 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. 505) 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。
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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               module-
git
module-info          modules              null                 openmpi/4.1.0        use.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。

$ 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。

、base_os (p. 505) = ubuntu1804またはを使用するとbase_os (p. 505) = alinux2、NICE 
DCV ソフトウェアがヘッドノードに自動的にインストールされますbase_os (p. 505) = 
ubuntu2004。base_os (p. 505) = centos7
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ヘッドノードが ARM インスタンスの場合、、またはを使用するとbase_os (p. 505) = 
alinux2、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. 505) = 
ubuntu1804。base_os (p. 505) = centos7

ヘッドノードで NICE DCV を有効にするには、dcv_settings (p. 509) は enable (p. 528)
= master を持つ [dcv] セクション (p. 527)の名前を含み、base_os (p. 505) 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は、、alinux2centos7、base_os (p. 505)またはに設定する必要
がありますubuntu1804。この方法では、shared_dir (p. 522)クラスタ構成パラメータを DCVAWS 
ParallelCluster サーバストレージフォルダに設定します。

[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. 509)」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. 490) コマンドを使用します。

Note

上の NICE DCV SupportAWS ParallelCluster はバージョン 2.10.4centos8 で削除されまし
た。AWS ParallelClusterバージョン 2.10.0 でcentos8 NICE DCV Support しました。AWS 
ParallelClusterバージョン 2.9.0 でAWS Graviton-based インスタンスでの NICE DCV Support し
ました。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. 490) 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。
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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. 601)」
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. 497) 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. 507) 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. 497) を使用して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. 491) 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. 486) 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. 497) 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. 496) を使用します) し、アップデー
ト (pcluster update (p. 497) 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. 495) 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. 491) 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. 486) 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. 496) を使用します) し、アップ
デート (pcluster update (p. 497) 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. 495) 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. 496) を使用します) 
し、アップデート (pcluster update (p. 497) 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. 495) を使用します) しなければなりません。
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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. 491) 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. 486) を使用します)。

更新ポリシー:AWS ParallelClusterマネージド Amazon FSx for Lustre ファイルシステムが設定で指定され
ていない場合、この設定は更新中に変更できます。

この設定は、[cluster]fsx_settings (p. 514) (p. 503)が指定されていない場合
や、fsx_settingsと fsx-fs-id (p. 541)in [fsx fs] (p. 536)の両方を指定して既存の外部 
FSx for Lustre ファイルシステムをマウントする場合に変更できます。

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. 497) 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         old value                 new value                
--  ------------------------  ------------------------  ------------------------ 
    [cluster default]
01* compute_instance_type     t2.micro                  c4.xlarge
02* ebs_settings              ebs2                      - 

    [vpc default]
03  additional_sg             sg-0cd61884c4ad16341       sg-0cd61884c4ad11234 

    [ebs ebs2]
04* shared_dir                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.
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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て動作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、AWS ParallelClusterの
バージョンとそれに関連する CLI ごとに特定のAWS ParallelCluster AMI セットが構築されます。この特定
の AMI セットは変更されておらず、AWS ParallelClusterビルド元のバージョンでのみサポートされていま
す。 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、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。AWS ParallelClusterこれは責任分担モデルと一致してい
ます (p. 606)。

現在使用しているAWS ParallelCluster CLI バージョンでサポートされている特定のAWS ParallelCluster 
AMI セットを表示するには、以下を実行します。

$ pcluster version

次に、AWS ParallelCluster GitHub のリポジトリにある amis.txt を表示します。

AWS ParallelClusterヘッドノードは静的インスタンスで、手動で更新できます。インスタンスタイプにイ
ンスタンスストアがない場合、AWS ParallelClusterヘッドノードの再起動と再起動はバージョン 2.11 以降
完全にサポートされます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 Linux インスタンス用の
「インスタンスタイプ」を参照してください。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 アップデートによるヘッドノードの再起動と再起動は、AWS 
ParallelClusterバージョン 3.0.0 以降完全にサポートされています。これらの機能を使用するには、最新
バージョン 3.5.1 へのアップグレードを検討してください。

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、AWSインスタンスのリタイアが予定されているためにヘッドノードインスタンスの
再起動が必要な場合などに必要です。

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がないインスタンスを手動で停止および起動できます。このような場合や、
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、続けてくださいクラスターのヘッドノード
を停止して起動する (p. 483)。

インスタンスにエフェメラルドライブがあり、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、インスタンスストアボリュー
ムにある表から判断できます。

以下のセクションでは、インスタンスストアボリュームを使用する際の制限について説明します。

インスタンスストアの制限事項
AWS ParallelClusterインスタンスストアでバージョン 2.11 とインスタンスタイプを使用する場合の制限は
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 (encrypted_ephemeral (p. 513)パラメータがに設定さ
れている、falseまたは設定されていない) 場合、AWS ParallelClusterインスタンスはインスタンスの
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停止後に起動できません。これは、fstab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、OS 
は存在しないストレージをマウントしようとするためです。

• エフェメラルドライブが暗号化されている (encrypted_ephemeral (p. 513)パラメータがに設定され
ているtrue) 場合、AWS ParallelCluster停止後にインスタンスを起動できますが、新しいエフェメラル
ドライブはセットアップ、マウント、使用できません。

• エフェメラルドライブが暗号化されている場合、AWS ParallelClusterインスタンスを再起動することは
できますが、古いエフェメラルドライブ (インスタンスの再起動後も存続する) にはアクセスできませ
ん。これは、再起動時に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、ドライブがリブート後も存続し、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. 513)フォルダ内のコンテンツを表示します (/scratchデフォルト)。データ
は、ルートボリューム、または Amazon FSx、Amazon EBS などのクラスターに接続された共有ストレー
ジシステムに転送できます。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。

制限の根本的な原因は、AWS ParallelClusterインスタンスストアボリュームのフォーマットとマウントに
使用するロジックにあります。/etc/fstabロジックは次のフォームにエントリを追加します。

$ /dev/vg.01/lv_ephemeral ${ephemeral_dir} ext4 noatime,nodiratime 0 0

${ephemeral_dir}は pclusterephemeral_dir (p. 513) 設定ファイルからのパラメータの値です (デ
フォルトは/scratch)。

この行は、ノードが再起動された場合や再起動したときに、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ています。エフェメラルドライブ内のデータは再起動しても保持されるた
め、これは望ましいことです。ただし、エフェメラルドライブのデータは、起動または停止サイクルを経
ても保持されません。つまり、データなしでフォーマットおよびマウントされます。

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、ドライブが再起動しても残り、書き込みが完了したためにマウントし直されるため
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、/dev/vg.01/lv_ephemeral/etc/fstabインスタンスを停止する前に
から削除します。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起動後は、インスタンスストアのマウントを再度使用できなくな
ります。

fstabデータを保存してエントリを削除したら、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

AWS ParallelClusterバージョン 2.11 以降、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。
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Slurmスケジューラーを使用する場合:

• sbatch--no-requeueオプションが指定されていない場合、実行中のジョブがキューに入れ直さ
れます。

• --no-requeueオプションを指定すると、実行中のジョブは失敗します。
2. クラスタコンピューティング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. STOPPEDコンピュートフリートのステータスが次のようになるまでお待ちください。

$ 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による手動更新には、AWS Management Consoleまたはを
使用できますAWS CLI。使用例を以下に示しますAWS CLI。

$ 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": { 
        "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ットを起動します。

$ pcluster start cluster-name
Compute fleet status is: STOPPED. Submitting status change request.
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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。を使用して 
HPCpclusterpcluster-config クラスターを起動し管理するためにAWS クラウドを使用し、設定を
更新します。

を使用するにはpcluster、実行に必要な権限を持つ (p. 428) IAM ロールが必要です。

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. 485)
• pcluster-config (p. 499)

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 | 
                  instances | ssh | dcv | createami | configure | version ) ...

引数
pcluster command

選択肢:
configure (p. 486)、create (p. 486)、createami (p. 488)、dcv (p. 490)、delete (p. 491)、instances (p. 493)、list (p. 493)、ssh (p. 494)、start (p. 495)、status (p. 496)、stop (p. 496)、update (p. 497)、version (p. 499)

サブコマンド:
トピック

• pcluster configure (p. 486)
• pcluster create (p. 486)
• pcluster createami (p. 488)
• pcluster dcv (p. 490)
• pcluster delete (p. 491)
• pcluster instances (p. 493)
• pcluster list (p. 493)
• pcluster ssh (p. 494)
• pcluster start (p. 495)
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• pcluster status (p. 496)
• pcluster stop (p. 496)
• pcluster update (p. 497)
• pcluster version (p. 499)

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. 408)」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. 408)」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、AWS リージョン構成は検出をスキッ
プします。

VPC CloudFormation 内のネットワークリソースを削除するには、ネットワークスタックを削除します。
スタック名は「parallelclusternetworking-」で始まり、「YYYMMDDHHMMSS」のフォーマットで作成時
刻が含まれます。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

pcluster configure (p. 147)自動的に作成する VPC は、 CloudFormation ネットワークスタックには
作成されません。その VPC を手動で削除するには、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。
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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。新しいクラスタではAWS リージョン、を選択する際に使
用される優先順位は次のとおりです。
1. -r または --region パラメータを pcluster create (p. 486) に渡す。
2. AWS_DEFAULT_REGION 環境変数
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. 486) 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。
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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。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ 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。

• Packer: https://developer.hashicorp.com/packer/downloads 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:
• AWS ParallelClusterバージョン 10.4 4 4 4 4 4 で、Supportcentos8 が削除されました。
• 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。
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• 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
• 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. 503)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。
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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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

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. 490)

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。
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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. 515) 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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

-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。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ 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
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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。

デフォルトは ~/.parallelcluster/config です。
--keep-logs

クラスターを削除した後も CloudWatch Logs データを保持します。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. 527) 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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

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。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ pcluster delete -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
Deleting: mycluster
Status: RootRole - DELETE_COMPLETE                                               
Cluster deleted successfully.

VPC CloudFormation 内のネットワークリソースを削除するには、ネットワークスタックを削除します。
スタック名は「parallelclusternetworking-」で始まり、「YYYMMDDHHMMSS」のフォーマットで作成時
刻が含まれます。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
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pcluster configure (p. 147)自動的に作成する VPC は、 CloudFormation ネットワークスタックには
作成されません。その VPC を手動で削除するには、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

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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ 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。
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-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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

「parallelcluster-*」という名前の AWS CloudFormation スタックの名前を一覧表示します。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ 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. 486) 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。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ 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
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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

ssh コマンドは、[aliases]セクション (p. 502) 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 ]
ssh = ssh {CFN_USER}@{MASTER_IP} {ARGS}

代入される変数:

CFN_USER

base_os (p. 505) 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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ pcluster start mycluster
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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)。

• 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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

-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。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

$ 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

496



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
pcluster

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。

AWS ParallelClusterバージョン 11.11 7 7 7 7 7 7 7 を使用した例:

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。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

$ 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. 480)」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。
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-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。

-r REGION, --region REGION

使用する AWS リージョン を指定します。デフォルトは、AWS リージョンpcluster 
configure (p. 486)コマンドを使用して指定された値です。

-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:

#    parameter                   old value    new value
---  --------------------------  -----------  ----------- 
     [compute_resource default]
01   min_count                   1            2
02   max_count                   5            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
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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 ]

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 ]
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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. 408)」を参照してください。
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE

使用する[cluster]セクション (p. 503)を示します。この引数が指定されない場合、pcluster-
config convert は [global] セクション (p. 501) の cluster_template (p. 501) 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。

構成
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/aws-
parallelcluster/examples/config) にインストールされます。設定ファイルのサンプルは GitHub、
にもありますhttps://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.9/cli/src/pcluster/examples/config。

AWS ParallelCluster現在の2つのバージョン:2.11.9

トピック
• [Layout] (レイアウト) (p. 501)
• [global] セクション (p. 501)
• [aws]セクション (p. 502)
• [aliases]セクション (p. 502)
• [cluster]セクション (p. 503)
• [compute_resource]セクション (p. 524)
• [cw_log]セクション (p. 526)
• [dashboard]セクション (p. 527)
• [dcv]セクション (p. 527)
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• [ebs]セクション (p. 529)
• [efs]セクション (p. 533)
• [fsx]セクション (p. 536)
• [queue]セクション (p. 545)
• [raid]セクション (p. 548)
• [scaling]セクション (p. 553)
• [vpc]セクション (p. 553)
• 例 (p. 424)

[Layout] (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. 501)および [aws] セクション (p. 502)。

少なくとも、[cluster] セクション (p. 503)および [vpc] セクション (p. 553)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. 501)
• update_check (p. 501)
• sanity_check (p. 502)

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. 503)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. 480)

update_check
(オプション) pcluster の更新をチェックします。
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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. 480)

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。

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. 502) 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. 480)

[aws]セクション
(オプション) AWS リージョン を選択するために使用します。

クラスター作成では、AWS リージョンこの優先順位を用いて新しいクラスター作成では、を選択します。

1. -r または --region パラメータを pcluster create (p. 486) に渡す。
2. AWS_DEFAULT_REGION 環境変数
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. 486) 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)

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 以前では、これらの設定は必須であり、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、IAM ロールの Amazon EC2 または AWS CLI を使用します。AWS 
ParallelCluster 設定ファイルに認証情報を保存することはありません。

[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. 480)

[aliases]セクション
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。
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次のデフォルト設定を書き留めます。

• CFN_USER には、オペレーティングシステムのデフォルトのユーザー名が設定されます
• MASTER_IP には、ヘッドノードの IP アドレスが設定されます
• ARGS には、pcluster ssh cluster_name の後にユーザーが提供する任意の引数が設定されます

[aliases]
# 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. 480)

[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. 501)の
cluster_template (p. 501) 設定によって名付けられた[cluster] セクション (p. 503)がデフォル
トで使用されますが、pcluster (p. 485) 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、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英
字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、英字、

[cluster default]

トピック
• additional_cfn_template (p. 504)
• additional_iam_policies (p. 505)
• base_os (p. 505)
• cluster_resource_bucket (p. 506)
• cluster_type (p. 507)
• compute_instance_type (p. 507)
• compute_root_volume_size (p. 508)
• custom_ami (p. 508)
• cw_log_settings (p. 509)
• dashboard_settings (p. 509)
• dcv_settings (p. 509)
• desired_vcpus (p. 510)
• disable_cluster_dns (p. 510)
• disable_hyperthreading (p. 510)
• ebs_settings (p. 511)
• ec2_iam_role (p. 511)
• efs_settings (p. 511)
• enable_efa (p. 512)
• enable_efa_gdr (p. 512)
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• enable_intel_hpc_platform (p. 513)
• encrypted_ephemeral (p. 513)
• ephemeral_dir (p. 513)
• extra_json (p. 513)
• fsx_settings (p. 514)
• iam_lambda_role (p. 514)
• initial_queue_size (p. 515)
• key_name (p. 515)
• maintain_initial_size (p. 515)
• master_instance_type (p. 516)
• master_root_volume_size (p. 516)
• max_queue_size (p. 516)
• max_vcpus (p. 517)
• min_vcpus (p. 517)
• placement (p. 517)
• placement_group (p. 518)
• post_install (p. 518)
• post_install_args (p. 519)
• pre_install (p. 519)
• pre_install_args (p. 519)
• proxy_server (p. 519)
• queue_settings (p. 520)
• raid_settings (p. 520)
• s3_read_resource (p. 520)
• s3_read_write_resource (p. 521)
• scaling_settings (p. 521)
• scheduler (p. 521)
• shared_dir (p. 522)
• spot_bid_percentage (p. 522)
• spot_price (p. 523)
• tags (p. 523)
• template_url (p. 523)
• vpc_settings (p. 524)

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

504



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[cluster]セクション

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. 480)

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
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。名前をの引数とし
て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、設定を使用して特定の EC2 ポリ
シーを追加する代わりに、追加のカスタム IAMadditional_iam_policies ポリシーを設定ととも
に渡すことをお勧めします。ec2_iam_role (p. 511)これは、additional_iam_policiesAWS 
ParallelClusterが必要とするデフォルトの権限にが追加されているためです。既存のものに
は、ec2_iam_role (p. 511)必要なすべての権限が含まれている必要があります。ただし、必要な権限
は機能が追加されるとリリースごとに異なることが多いため、ec2_iam_role (p. 511)既存の権限は時
代遅れになる可能性があります。

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. 505) 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. 480)

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

AWSGraviton ベースのインスタンスの場合、alinux2ubuntu1804、ubuntu2004またはのみが
サポートされます。

Note

SupportAWS ParallelCluster はバージョン 2.11.4centos8 で削除されました。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。

AWS リージョン下表の特定のサポートされていないもの以外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。
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パーティション (AWS リージョン) alinux2 centos7 ubuntu1804 およ
び ubuntu2004

商用 (AWS リージョン以下に記載され
ていないすべてのリージョン)

True True True

AWS GovCloud (米国東部) (us-gov-
east-1)

True False True

AWS GovCloud (米国西部) (us-gov-
west-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. 505) 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. 505) 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. 505) パラメータが必須です。
Note

scheduler (p. 521) 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. 480)

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。
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デフォルト値は parallelcluster-random_string です。

cluster_resource_bucket = my-s3-bucket

Note

cluster_resource_bucket (p. 506) 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. 481)

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. 520) 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. 545)の compute_type (p. 546) 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. 425)」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. 480)

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. 516) 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. 520) 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. 524)の instance_type (p. 525) 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. 480)

compute_root_volume_size
(オプション) ComputeFleet 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。

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. 480)

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、 AMI を変更する (p. 573)またはカスタム 
AWS ParallelCluster AMI を構築する (p. 574)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 の起動に追加の権限が必要な場合、これらの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. 480)

cw_log_settings
（オプション）[cw_log] CloudWatch ログ設定で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。

詳しくは、「[cw_log] セクション」 (p. 526)、「 CloudWatch アマゾンダッシュボード (p. 471)」、
「Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 473)」を参照してください。

例えば、[cw_log custom-cw] CloudWatch で始まるセクションを指定する次の設定がLogs 設定で使用
されます。

cw_log_settings = custom-cw

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で cw_log_settings (p. 509) 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. 480)

dashboard_settings
（オプション）[dashboard] CloudWatchダッシュボード設定で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、「[dashboard] セクション」 (p. 527)を参照してください。

例えば、[dashboard custom-dashboard CloudWatch で始まるセクションを指定する次の設定がダッ
シュボード設定で使用されます。

dashboard_settings = custom-dashboard

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で dashboard_settings (p. 509) 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. 480)

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. 527)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

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。
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Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で dcv_settings (p. 509) 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. 480)

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. 480)

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. 510) = true は、queue_settings (p. 520) 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. 510) 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. 480)

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)
を参照してください。queue_settings (p. 520) 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. 545)の disable_hyperthreading (p. 547) 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

510

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-optimize-cpu.html#cpu-options-supported-instances-values
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-optimize-cpu.html#cpu-options-supported-instances-values


AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[cluster]セクション

Note

disable_hyperthreading (p. 510) は scheduler (p. 521) = 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. 510) 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. 480)

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. 529)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. 480)

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. 505) 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、設定を使用する代わりに、追加のカ
スタム IAM additional_iam_policies (p. 505)ポリシーを設定とともに渡すことをお勧めしま
す。ec2_iam_role

このオプションを指定しない場合、Amazon EC2 のデフォルトのAWS ParallelCluster IAM ロールロール
ロールロールロールロールロール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. 427)」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

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. 480)

efs_settings
(オプション) Amazon EFS ファイルシステムに関する設定設定設定設定を指定します。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. 533)を参照してください。
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例えば、Amazon EFS[efs customfs] ファイルシステム構成で使用されるセクションを指定する次の設
定が Amazon EFS ファイルシステム構成で使用されます。

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. 480)

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 EC2 インスタンスリストについては、Linux インスタンス
用の Amazon EC2 ユーザーガイドの 「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。詳細
については、「Elastic Fabric Adapter (p. 474)」を参照してください。queue_settings (p. 520)の
設定が定義されている場合、この設定を定義するか、enable_efa (p. 547)[queue]セクションの設定
を定義することができます (p. 545)。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. 517)およ
びplacement_group (p. 518)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. 480)

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: もしもの場合compute、コンピュー
ティングノードで GPUDirect RDMA (リモートダイレクトメモリアクセス) の Elastic Fabric 
Adapter (EFA) サポートが有効であることを指定します。この設定を compute にする
ためには、enable_efa (p. 512) 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、特定のオペレーティングシステム (、、、また
はp4d.24xlarge) 上の特定のインスタンスタイプ (base_os (p. 505)ubuntu2004) で
サポートされています。alinux2centos7ubuntu1804queue_settings (p. 520) 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. 545)の
enable_efa_gdr (p. 547) 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. 517)およびplacement_group (p. 518)を参照してください。

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. 480)
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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. 513) 設定は CentOS 7 (base_os (p. 505) = 
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. 513) 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. 513) 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. 480)

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. 480)

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

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. 480)

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. 572)」を参照してください。

デフォルト値は {} です。
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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. 513) 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. 480)

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. 536)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. 480)

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 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

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. 511) および iam_lambda_role
の両方が定義されており、scheduler (p. 521) が sge、slurm または torque の場合、ロール
は作成されません。scheduler (p. 521) が awsbatch であれば、pcluster start (p. 495)
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. 452)」および「awsbatch を使用する
ParallelClusterLambdaPolicy (p. 453)」を参照してください。

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. 480)
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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. 520) 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. 524)の initial_count (p. 525) の設定に置き換わりま
す。

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

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. 515) 設定が true の場合、initial_queue_size (p. 515) 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、min_vcpus (p. 517) 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. 480)

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. 480)

maintain_initial_size
Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

(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、desired_vcpus (p. 510) を使用します。

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. 515) の値より少なくなることはなく、initial_queue_size (p. 515)
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. 516) 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. 515) 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。
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queue_settings (p. 520) 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. 524)の initial_count (p. 525) および
min_count (p. 525) 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. 480)

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. 507) 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。

AWS リージョン無料利用枠を持つ場合、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)。AWS リージョン無料利用枠を持たない場合、デフォルトはt3.microで
す。無料利用枠の詳細については、「AWS無料利用枠のよくある質問」を参照してくださいAWS。

master_instance_type = t2.micro

Note

AWS ParallelClusterバージョン 2.10.1t2.micro より前のバージョンでは、すべてデフォルト
でに設定されていましたAWS リージョン。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. 480)

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. 480)

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. 520) 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. 524)の max_count (p. 525) の設定に置き換わります。

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。
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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、max_vcpus (p. 517) を使用します。

デフォルトは 10 です。

max_queue_size = 10

更新ポリシー: 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. 480)

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 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

スケジューラが SGE、Slurm、または Torque の場合は、maintain_initial_size (p. 515) 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. 517) 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. 480)

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。

queue_settings (p. 520) 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. 545)の placement_group (p. 548) 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. 548) 設定で構成された場合だけです。各
[queue] セクション (p. 545)が placement_group (p. 548) 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。
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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. 480)

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. 520)
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. 545)の
placement_group (p. 548) 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「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. 600)」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. 480)

post_install
(オプション) ノードブートストラップアクションが完了した後に実行されるポスト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. 422)」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。
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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. 480)

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. 480)

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. 422)」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. 480)

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。

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. 480)

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。
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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. 480)

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. 545)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. 545)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. 520) は、scheduler (p. 521)
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. 507)、compute_instance_type (p. 507)、initial_queue_size (p. 515)、maintain_initial_size (p. 515)、max_queue_size (p. 516)、placement (p. 517)、placement_group (p. 518)
および spot_price (p. 523) の設定を指定してはいけませ
ん。disable_hyperthreading (p. 510) および enable_efa (p. 512) の設定
は、[cluster] セクション (p. 503)か [queue] セクション (p. 545)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. 545)に対応しています。

詳細については、「[queue] セクション」 (p. 545)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. 520) 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. 480)

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. 548)を参照してください。

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. 480)

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。
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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. 424)(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. 480)

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. 424)(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. 480)

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. 553)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

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. 480)

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

awsbatchスケジューラの詳細については、「ネットワーク設定 (p. 420)」と「」を参照してくださ
いAWS Batch (awsbatch) (p. 464)。
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sge

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポート
されていません。

Son of Grid Engine (SGE)
slurm

Slurm Workload Manager (Slurm)
torque

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポート
されていません。

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. 480)

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. 529)で shared_dir (p. 522) 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. 529)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。

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. 480)

spot_bid_percentage
(オプション) スケジューラでは、 ComputeFleetawsbatch最大スポット料金の計算に使用されるオンデマ
ンド割合割合です。

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
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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. 480)

spot_price
Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

（オプション）従来のスケジューラーの最大スポット価格を設定します（SGE、Slurm、Torque）。 
ComputeFleet cluster_type (p. 507) 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. 520)
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. 524)の
spot_price (p. 526) 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. 522) 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

AWS ParallelClusterバージョン 2.5.0 では、spot_price (p. 523)指定されていない場合、 
ComputeFleet インスタンスは失敗時に起動します。cluster_type = spot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. 480)

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、AWS CloudFormationユーザーガイドの「AWS CloudFormationリソースタグタイプ」を
参照してください。

tags = {"key" : "value", "key2" : "value2"}

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. 480)
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。
バージョン 2.10.0 からバージョン 2.11.7 では、tags設定の変更をサポートしていた更新ポリ
シーの一覧は正確ではありません。この設定を変更するときのクラスター更新はサポートされて
いません。

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。
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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/aws-
parallelcluster-2.11.9.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. 480)

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. 553)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. 480)

[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. 524)は、[queue] セクション (p. 545) の compute_resource_settings (p. 546) の
設定によって参照されます。[compute_resource] セクション (p. 524)は、scheduler (p. 521) 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 () のみで構成される必要がありま
す。

[compute_resource cr1]
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. 524)をサポー
トしました。

トピック
• initial_count (p. 525)
• instance_type (p. 525)
• max_count (p. 525)
• min_count (p. 525)
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• spot_price (p. 526)

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. 546) 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. 525) の設定よりも大きいカウントは、scaledown_idletime (p. 553) の設定の
対象となる動的容量です。この設定は、initial_queue_size (p. 515) 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. 480)

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. 516) 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. 545)で参照
される[compute_resource] セクション (p. 524)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. 507) 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. 480)

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. 525) 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. 516) 設定と置き換わります。

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. 480)

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。
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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. 480)

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. 546) 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. 523) 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. 480)

[cw_log]セクション
CloudWatch Logs の構成設定を定義します。

形式は [cw_log cw-log-name] です。cw-log-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 () のみで構成される必要があります。

[cw_log custom-cw-log]
enable = true
retention_days = 14

詳細については、Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 473)、 CloudWatch アマゾンダッシュボー
ド (p. 471)、およびAmazon CloudWatch ログとの統合 (p. 473)を参照してください。

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.6.0 で cw_log をサポートしました。

enable
(オプション) CloudWatch CloudWatch Logs ログ記録が有効かどうかを示します。

デフォルト値は true です。false CloudWatch ログを無効にするために使用します。

次の例では、CloudWatch CloudWatch Logs を有効にします。

enable = true
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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. 480)

retention_days
(オプション) CloudWatch Logs CloudWatch 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、CloudWatch CloudWatch Logs が 30 日間ログイベントを保持するように設定しています。

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. 480)

[dashboard]セクション
CloudWatch ダッシュボードの構成設定を定義します。

形式は、[dashboard dashboard-name] です。dashboard-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。

[dashboard custom-dashboard]
enable = true

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.10.0 で dashboard をサポートしました。

enable
(オプション) CloudWatch ダッシュボードログが有効かどうかを示します。

デフォルト値は true です。false CloudWatch を使用してダッシュボードを無効にします。

次の例では、 CloudWatch ダッシュボードログが有効かどうかを示します。

enable = true

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 480)

[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構成するには、dcv_settings (p. 509)dcvセクションで定義し
た名前のクラスターを指定し、master、、、alinux2centos7、ubuntu1804またはに設定しま
すenable (p. 528)ubuntu2004。base_os (p. 505)ヘッドノードが ARM インスタンスの場合
は、alinux2centos7、base_os (p. 505)またはに設定します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]

527



AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
[dcv]セクション

enable = master
port = 8443
access_from = 0.0.0.0/0

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. 478)」を参照してください。

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. 528) 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. 528) 設
定を使用して非標準ポートを設定します。

Note

[dcv]上のセクションSupport (p. 527) は、AWS ParallelClusterバージョン 2.10.4centos8
で削除されました。[dcv]上のセクションSupport (p. 527) は、AWS ParallelClusterバージョ
ン 2.10.0centos8 で追加されました。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. 527)をサポートしました。[dcv]alinux2お
よびのセクションSupport (p. 527) は、AWS ParallelClusterバージョン 2.6.0ubuntu1804
で追加されました。AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 で centos7 の [dcv] セクショ
ン (p. 527)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

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 480)

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. 479)」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. 480)

port
(オプション) NICE DCV　のポートを指定します。
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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. 480)

[ebs]セクション
ヘッドノードにマウントされ、NFS を介してコンピューティングノードと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方法については、「[cluster]##### (p. 503)/」
を参照してくださいebs_settings (p. 511)。

既存の Amazon EBS ボリュームをクラスターのライフサイクルに依存しない長期永久ストレージとして使
用するには、を指定しますebs_volume_id (p. 530)。

指定しない場合はebs_volume_id (p. 530)、AWS ParallelCluster[ebs]クラスターの作成時に設定から 
EBS ボリュームを作成し、クラスター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:AWS ParallelCluster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 (p. 414)」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
...

[ebs custom2]
shared_dir = vol2
...

...

トピック
• shared_dir (p. 529)
• ebs_kms_key_id (p. 530)
• ebs_snapshot_id (p. 530)
• ebs_volume_id (p. 530)
• encrypted (p. 530)
• volume_iops (p. 531)
• volume_size (p. 531)
• volume_throughput (p. 532)
• volume_type (p. 532)

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。
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1 つの Amazon EBS ボリュームを使用している場合は、shared_dir (p. 522)[cluster]このオプショ
ンによってセクションで指定されている (p. 503)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. 480)

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. 511) 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. 581)」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. 480)

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。

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. 480)

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. 480)

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。注意: スナップショッ
トでは使用しないでください。

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. 480)
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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. 552) と
volume_size (p. 531) 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 †

volume_iopsvolume_size最大対比は、1 GiB あたり 50 IOPS です。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) †

volume_iopsvolume_size最大対比は、1 GiB ビットあたり 500 IOPS です。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

volume_iopsvolume_size最大対比は、1 GiB ビットあたり 500 IOPS です。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. 480)

† 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、io1古い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。 io2volume_iopsブロッ
クエクスプレスのボリュームは最大 256,000 までボリュームをサポートします。詳細については、Linux 
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの 「io2Block Express ボリューム (プレビュー中)」を参照
してください。

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. 532) 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
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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. 480)

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. 480)

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
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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. 480)

[efs]セクション
ヘッド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、Amazon EFS API CreateFileSystemリファレンスのを参照してください。

Amazon EFS ファイルシステムをクラスター定義に含める方法については、「[cluster]####
# (p. 503)/」を参照してくださいefs_settings (p. 511)。

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永続ストレージ
として使用するには、を指定しますefs_fs_id (p. 533)。

指定しない場合はefs_fs_id (p. 533)、AWS ParallelCluster[efs]クラスターの作成時に設定から 
Amazon EFS ファイルシステムを作成し、クラスター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:AWS ParallelCluster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 (p. 414)」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. 533)
• efs_kms_key_id (p. 534)
• encrypted (p. 534)
• performance_mode (p. 535)
• provisioned_throughput (p. 535)
• shared_dir (p. 535)
• throughput_mode (p. 536)

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. 522) を除く他の Amazon EFS オプションはすべて無効
になります。
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このオプションを設定した場合は、次のタイプの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ファイルシステム。
• スタックのアベイラビリティーゾーンに既存のマウントターゲットがあり、からのインバウンドとアウ

トバウンドの両方の NFS トラフィックが許可されているファイルシステム0.0.0.0/0。

efs_fs_id (p. 533) 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。

Important

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0.0.0.0/0、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. 553)でvpc_security_group_id (p. 555)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. 480)

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. 534) 設定を
true に設定する必要があります。これは Amazon EFS API KmsKeyIdリファレンスのパラメータに対応し
ています。

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. 480)

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。
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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. 480)

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 Amazon EFS API
PerformanceModeリファレンスのパラメータに対応しています。

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。

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操作では、レイテ
ンシがわずかに長くなるというトレードオフがあります。

ファイルシステムの作成後は、このパラメータを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. 480)

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 Amazon EFS API ProvisionedThroughputInMibpsリファレンスのパラメータに対応しています。

このパラメータを使用する場合は、throughput_mode (p. 536) を provisioned に設定する必要があ
ります。

スループットのクォータは1024 MiB/s です。クォータ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. 480)

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. 522) が指定されている場合
にのみ使用します。
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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. 480)

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 Amazon EFS API
ThroughputModeリファレンスのパラメータに対応しています。

有効なオプションは、次の値です。

• bursting
• 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. 480)

[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。詳細については、『Amazon FSx 
CreateFileSystem API リファレンス』の「Amazon FSx」を参照してください。

がalinux2、、、centos7ubuntu1804ubuntu2004、または FSx for Lustre がサポートされている場
合。base_os (p. 505)

Amazon Linux を使用する場合、カーネルはそれ以降のバージョンでなければなりませ
ん4.14.104-78.84.amzn1.x86_64。手順については、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの
「Lustre クライアントのインストール」を参照してください。

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

Lustre での FSx Support は、AWS ParallelClusterバージョン 2.10.4centos8 で削除さ
れました。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. 555) を使用しない場合、これは自動的に行われます。
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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に依存しない長期永続ストレージ
として使用するには、を指定しますfsx_fs_id (p. 541)。

指定しない場合はfsx_fs_id (p. 541)、AWS ParallelCluster[fsx]クラスターの作成時に設定から FSx 
for Lustre ファイルシステムを作成し、クラスター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:AWS ParallelCluster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 (p. 414)」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
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. 537)
• automatic_backup_retention_days (p. 538)
• copy_tags_to_backups (p. 538)
• daily_automatic_backup_start_time (p. 539)
• data_compression_type (p. 539)
• deployment_type (p. 540)
• drive_cache_type (p. 540)
• export_path (p. 541)
• fsx_backup_id (p. 541)
• fsx_fs_id (p. 541)
• fsx_kms_key_id (p. 541)
• import_path (p. 542)
• imported_file_chunk_size (p. 542)
• per_unit_storage_throughput (p. 542)
• shared_dir (p. 543)
• storage_capacity (p. 543)
• storage_type (p. 544)
• weekly_maintenance_start_time (p. 545)

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。
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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

FSx for Lustre は、S3 バケットに追加された新しいオブジェクトや S3 バケットで変更された既存の
オブジェクトのファイルとディレクトリのリストが、FSx for Lustre によって自動的にインポートされ
ます。

AutoImportPolicyこれはプロパティに対応しています。詳細については、Amazon FSx 
for Lustre ユーザーガイドの「S3 バケットからアップデートを自動的にインポートす
る」を参照してください。auto_import_policy (p. 537) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 538)、copy_tags_to_backups (p. 538)、daily_automatic_backup_start_time (p. 539)
および fsx_backup_id (p. 541) パラメータを指定してはいけません。

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. 537) 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. 480)

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. 538) パラメータを指定す
る場合、auto_import_policy (p. 537)、export_path (p. 541)、import_path (p. 542)
および imported_file_chunk_size (p. 542) パラメータを指定してはいけませ
ん。AutomaticBackupRetentionDaysこれはプロパティに対応しています。

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. 538) 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. 480)

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. 538) パラ
メータを指定した場合、automatic_backup_retention_days (p. 538) には 0 以上の値を指定
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し、auto_import_policy (p. 537)、export_path (p. 541)、import_path (p. 542) および
imported_file_chunk_size (p. 542) パラメータは指定してはいけません。CopyTagsToBackupsこ
れはプロパティに対応しています。

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. 538) 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. 480)

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. 539) パラメー
タを指定した場合、automatic_backup_retention_days (p. 538) には 0 以上の値を指定
し、auto_import_policy (p. 537)、export_path (p. 541)、import_path (p. 542)
および imported_file_chunk_size (p. 542) パラメータは指定してはいけませ
ん。DailyAutomaticBackupStartTimeこれはプロパティに対応しています。

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

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. 539)
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. 480)

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。DataCompressionTypeこれはプロパティ
に対応しています。詳細については、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「FSx for Lustre データ圧
縮」を参照してください。

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. 539) 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. 539) 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. 480)
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deployment_type
(オプション) FSx for Lustre のデプロイタイプを指定します。DeploymentTypeこれはプロパティに対応し
ています。詳細については、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「FSx for Lustre デプロイオプショ
ン」を参照してください。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. 543) 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。

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AWS リージョン。詳細について
は、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「転送中のデータの暗号化」を参照してください。この
デプロイタイプでは、storage_capacity (p. 543) 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。AWSファイルサーバーは可用性が高く、データはファイル
システムのアベイラビリティーゾーン内で複製されます。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. 543)
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. 540) 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. 480)

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. 544) の設定が HDD になっている場合のみ設定可能です。DriveCacheTypeこ
れはプロパティに対応しています。詳細については、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「FSx for 
Lustre デプロイオプション」を参照してください。

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. 540) 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. 480)

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. 541) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 538)、copy_tags_to_backups (p. 538)、daily_automatic_backup_start_time (p. 539)
および fsx_backup_id (p. 541) パラメータを指定してはいけません。ExportPathこれはプロパティ
に対応しています。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。データやメタデータのエクスポートについては、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「変更を
データリポジトリにエクスポートする」を参照してください。

デフォルト値は s3://import-bucket/FSxLustre[creation-timestamp] です。ここで、import-
bucket は import_path (p. 542) パラメータで指定されるバケットです。

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. 480)

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. 541) パラメータが指定されている場
合、auto_import_policy (p. 537)、deployment_type (p. 540)、export_path (p. 541)、fsx_kms_key_id (p. 541)、import_path (p. 542)、imported_file_chunk_size (p. 542)、storage_capacity (p. 543)
および per_unit_storage_throughput (p. 542) 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. 537)、export_path (p. 541)、import_path (p. 542) および
imported_file_chunk_size (p. 542) パラメータは指定できません。

BackupIdこれはプロパティに対応しています。

fsx_backup_id = backup-fedcba98

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.8.0 で fsx_backup_id (p. 541) 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. 480)

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. 536)の shared_dir (p. 543) および
fsx_fs_id (p. 541) の設定のみが使用され、[fsx] セクション (p. 536)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. 480)

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。
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これは、カスタム ec2_iam_role (p. 511) 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. 581)」を参照してください。これは Amazon FSx API
KmsKeyIdリファレンスのパラメータに対応しています。

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. 541) 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. 480)

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. 541)」
を参照してください。import_path (p. 542) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 538)、copy_tags_to_backups (p. 538)、daily_automatic_backup_start_time (p. 539)
および fsx_backup_id (p. 541) パラメータを指定してはいけません。これは Amazon FSx API
ImportPathリファレンスのパラメータに対応しています。

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、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド
の「データリポジトリからのデータのインポート」を参照してください。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。ファイルコンテン
ツのプリロードについては、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「ファイルシステムへのファイルの
プリロード」を参照してください。

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. 480)

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. 542)
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. 542) パラメータを指定する場
合、automatic_backup_retention_days (p. 538)、copy_tags_to_backups (p. 538)、daily_automatic_backup_start_time (p. 539)
および fsx_backup_id (p. 541) パラメータを指定してはいけません。ImportedFileChunkSizeこれはプ
ロパティに対応しています。

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. 480)

per_unit_storage_throughput
(PERSISTENT_1 デプロイタイプに必須) deployment_type (p. 540) = 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 
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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. 542) (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. 542) 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。PerUnitStorageThroughputこれはプロパティに対応しています。

設定可能な値は、storage_type (p. 544) の設定値によって異なります。

storage_type (p. 544) = SSD

指定できる値は 50、100、200 です。
storage_type (p. 544) = 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. 542) 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. 480)

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. 480)

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。StorageCapacityこれはプロパティに
対応しています。

ストレージ容量の可能な値は deployment_type (p. 540) 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. 544) = SSD

可能な値は 1200 および 2400 の倍数です。
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storage_type (p. 544) = HDD

設定可能な値は、per_unit_storage_throughput (p. 542) の設定内容によって異なりま
す。
per_unit_storage_throughput (p. 542) = 12

可能な値は 6000 の倍数です。
per_unit_storage_throughput (p. 542) = 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. 543) 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. 543) 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. 480)

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。StorageTypeこれはプロパティに対
応しています。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. 540)

この設定は指定できません。
deployment_type (p. 540)

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. 542)

deployment_type (p. 540) 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. 543)

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. 540) に基づい
て変化します。
deployment_type = SCRATCH_1

storage_capacity (p. 543) 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. 543) 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。
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storage_type = HDD は、他の設定の可能な値を変更します。
drive_cache_type (p. 540)

この設定を指定することができます。
deployment_type (p. 540)

この設定は PERSISTENT_1 に設定する必要があります。
per_unit_storage_throughput (p. 542)

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. 543)

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. 542) の設定によって異なります。
storage_capacity = 12

storage_capacity (p. 543) は 6000 の任意の倍数です。
storage_capacity = 40

storage_capacity (p. 543) 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. 544) 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. 480)

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。WeeklyMaintenanceStartTimeこれはプロパティに対応しています。

形式は [曜日]: [時間]: [分] です。例えば午前 1:03 UTC は次の

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. 480)

[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. 545)は、scheduler (p. 521) 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
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compute_type = spot

Note

AWS ParallelCluster バージョン 2.9.0 で [queue] セクション (p. 545)をサポートしました。

トピック
• compute_resource_settings (p. 546)
• compute_type (p. 546)
• disable_hyperthreading (p. 547)
• enable_efa (p. 547)
• enable_efa_gdr (p. 547)
• placement_group (p. 548)

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. 524)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. 545)に対して、最大 3 つの [compute_resource] セクショ
ン (p. 524)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. 480)

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. 507) 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. 425)」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。
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次の例では、 SpotInstances このキューのコンピューティングノードに使用しています。

compute_type = spot

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. 480)

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. 503)の disable_hyperthreading (p. 510) 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. 480)

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については、Linux インス
タンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「サポートされるインスタンスタイプのリストプのリストプ
のリストプのリストプを参照してください。[cluster] セクション (p. 503)の enable_efa (p. 512)
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. 517)およびplacement_group (p. 518)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. 480)

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: true の場合、このキューのノードに対し
て、EFA (Elastic Fabric Adapter) 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。trueこれを設定するには、enable_efa (p. 547)true設定を.EFA 
に設定する必要があります。GPUDirect RDMA は、これらのオペレーティングシステム (、、、
またはp4d.24xlarge) 上の次のインスタンスタイプ (alinux2ubuntu2004) でサポートされま
す。centos7ubuntu1804[cluster] セクション (p. 503)の enable_efa_gdr (p. 512) 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
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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. 517)およびplacement_group (p. 518)を参照してくださ
い。

デフォルト値は false です。

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. 480)

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. 518) 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「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. 600)」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. 480)

[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。
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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]
shared_dir = raid
raid_type = 1
num_of_raid_volumes = 2
encrypted = true

トピック
• shared_dir (p. 549)
• ebs_kms_key_id (p. 549)
• encrypted (p. 549)
• num_of_raid_volumes (p. 550)
• raid_type (p. 550)
• volume_iops (p. 550)
• volume_size (p. 551)
• volume_throughput (p. 552)
• volume_type (p. 552)

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. 480)

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. 511) 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. 581)」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. 480)

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。
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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. 480)

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. 480)

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. 480)

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. 552) と
volume_size (p. 551) 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。
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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

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. 480)

† 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、Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの 「io2Block Express ボリューム (プレビュー中)」を参照してくだ
さい。

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. 552) 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。
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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. 480)

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. 480)

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. 480)

[scaling]セクション
トピック

• scaledown_idletime (p. 553)

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、[scaling scaling-name] です。scaling-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。

[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、awsbatch がスケジューラの場合には使用されません。

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. 480)

[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 とは? を参照してくださ
い。 と、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC のセキュリティのベストプラクティスを参照してくださ
い。

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. 554)
• compute_subnet_cidr (p. 554)
• compute_subnet_id (p. 554)
• master_subnet_id (p. 554)
• ssh_from (p. 554)
• use_public_ips (p. 554)
• vpc_id (p. 555)
• vpc_security_group_id (p. 555)
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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. 480)

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. 554) は master_subnet_id (p. 554) 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. 480)

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. 480)

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

更新ポリシー: この設定は、更新中に変更できます。 (p. 480)

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。
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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. 418)(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 アカウントはあたり 5 つの Elastic IPAWS リージョン 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. 480)

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. 480)

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. 554) 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. 554) 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. 528) 設定で指定されたアドレスからポート 8443 
(または port (p. 528) 設定で指定されたもの) を使用するか、access_from (p. 528) 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。

Warning

[cluster]fsx_settings (p. 514) (p. 503)このパラメータが指定されていない場合は、こ
のパラメータの値を変更してクラスタを更新できます。また、fsx_settingsその両方で、fsx-
fs-id (p. 541)で外部の既存の FSx for Lustre [fsx fs] (p. 536)ファイルシステムが指定さ
れている場合はクラスタを更新できます。
AWS ParallelClusterマネージド FSx for Lustrefsx_settings ファイルシステムがおよびで指定
されている場合、このパラメータの値を変更することはできません[fsx fs]。

更新ポリシー:AWS ParallelClusterマネージド Amazon FSx for Lustre ファイルシステムが設定で指定され
ていない場合、この設定は更新中に変更できます。 (p. 481)
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例
以下の構成例では、Slurm、Torque、AWS Batch の各スケジューラーを使用した AWS ParallelCluster 構
成を示しています。

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

目次
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 556)
• Son of Grid Engine (sge) および Torque Resource Manager (torque) (p. 557)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 557)

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。この例では、1 つのクラスターを 2 つの
ジョブキューで起動します。最初のキュー spot には、初期状態で 2 つの t3.micro スポットインスタ
ンスが用意されています。最大で 10 インスタンスまで拡張でき、10 分間ジョブが実行されなかった場
合には最小で 1 インスタンスまで拡張することができます (scaledown_idletime (p. 553) 設定で調
整可能)。2 番目のキューである ondemand は、インスタンスがない状態からスタートし、最大で 5 台の
t3.micro オンデマンドインスタンスまで拡張することができます。

[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                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = t3.micro     # optional, defaults to t3.micro
vpc_settings = public
queue_settings = spot,ondemand

[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                       # optional, defaults to 0
initial_count = 2                   # 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) および Torque Resource Manager 
(torque)

Note

この例は、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。バー
ジョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされてい
ません。

次の例では、torque または sge のスケジューラでクラスターを起動します。SGE を使用するに
は、scheduler = torque を scheduler = sge に変更します。サンプルの設定では、最大 5 つの同
時ノード が許可され、10 分間ジョブが実行されない場合、2 つ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 they aren't eligible for future updates
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = torque                  # optional, defaults to sge
master_instance_type = t3.micro     # optional, defaults to t3.micro
vpc_settings = public
initial_queue_size = 2              # optional, defaults to 0
maintain_initial_size = true        # optional, defaults to false
max_queue_size = 5                  # optional, defaults to 10

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。これらのバージョンを使用する場合は、引き続き使用することも、AWSサービス
チームとSupportAWS チームからのトラブルシューティングサポートを受けることもできます。

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いて、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。

サンプルの設定では、最大 40 の同時 vCPU が許可され、10 分間 (scaledown_idletime (p. 553) 設定
で調整可能) 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。

[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>
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[cluster awsbatch]
scheduler = awsbatch
compute_instance_type = optimal # optional, defaults to optimal
min_vcpus = 0                   # optional, defaults to 0
desired_vcpus = 0               # optional, defaults to 4
max_vcpus = 40                  # optional, defaults to 20
base_os = alinux2               # optional, defaults to alinux2, controls the base_os of 
                                # the head node and the docker image for the compute fleet
key_name = <your EC2 keypair name>
vpc_settings = public

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. 558)
• AWS ParallelCluster で使用されるサービス AWS (p. 563)
• AWS ParallelCluster オートスケーリング (p. 568)

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。このようなスケジューラで使用する場
合、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。

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。

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートさ
れていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
Support チームによる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

トピック
• SGE and Torque integration processes (p. 558)
• Slurm integration processes (p. 562)

SGE and Torque integration processes
Note

このセクションは、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されま
す。バージョン 2.11.5 以降、Torqueサンドスケジューラー、Amazon SNS、SGEおよび Amazon 
SQSAWS ParallelCluster の使用はサポートされていません。

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
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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。

SGEと、Torqueスケジューラーnodewatcher、AWS ParallelCluster用途jobwatcher、sqswatcherプ
ロセス。

jobwatcher

クラスターが動作しているとき、ルートユーザーが所有するプロセスは、設定されたスケジューラ (SGE
またはTorque) を監視します。毎分、キューを評価し、いつスケールアップするかを決定します。
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sqswatcher

sqswatcher プロセスでは、オートスケーリング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、クラスター内のステータス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、ヘッドノード上で実
行されている sqs_watcher に送信されます。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
Slurmスケジューラー、AWS ParallelCluster用途clustermgtd、computemgtプロセス付き。

clustermgtd

ヘテロジニアスモード (queue_settings (p. 520) 値を指定した場合) で動作するクラスターには、ヘッ
ドノード上で動作するクラスター管理デーモン (clustermgtd) プロセスがあります。これらのタスクは
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
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• 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)

computemgtd

ヘテロジニアスモード (queue_settings (p. 520) 値を指定した場合) で動作するクラスターには、コ
ンピューティングノード上で動作するコンピューティング管理デーモン (computemgtd) プロセスがあり
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 Auto Scaling (p. 563)
• AWS Batch (p. 564)
• AWS CloudFormation (p. 564)
• アマゾン CloudWatch (p. 564)
• CloudWatch アマゾンログ (p. 564)
• AWS CodeBuild (p. 565)
• Amazon DynamoDB (p. 565)
• Amazon Elastic Block Store (p. 565)
• Amazon Elastic Compute Cloud (p. 565)
• Amazon Elastic Container Registry (p. 565)
• Amazon EFS (p. 566)
• Amazon FSx for Lustre (p. 566)
• AWS Identity and Access Management (p. 566)
• AWS Lambda (p. 566)
• NICE DCV (p. 566)
• Amazon Route 53 (p. 567)
• Amazon Simple Notification Service (p. 567)
• Amazon Simple Queue Service (p. 567)
• Amazon Simple Storage Service (p. 567)
• Amazon VPC (p. 568)

AWS Auto Scaling
Note

このセクションは、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されま
す。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AWS Auto 
Scaling。
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AWS Auto Scaling は、お客様のアプリケーションをモニタリングし、お客様によって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。このグループは、変化するワークロードによって伸縮自在に動
作することも、初期のインスタンス構成によって静的に固定することもできます。

AWS Auto Scaling ComputeFleet インスタンスでは使用されますが、AWS Batchクラスターでは使用され
ません。

AWS Auto Scaling の詳細については、https://aws.amazon.com/autoscaling/ および https:// 
docs.aws.amazon.com/autoscaling/ を参照してください。

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はクラウド環境でやサードパーティーのアプリケーションリソースをモデル化し
AWS、 infrastructure-as-code プロビジョニングするための共通言語を提供するサービスです。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、AWS CloudFormationクラスターが起動するインスタンスにAWS リージョン 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
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。 CloudWatch はダッシュボード
にAWS ParallelCluster、Docker イメージのビルド手順やAWS Batchジョブの出力をモニタリングおよび記
録します。

AWS ParallelClusterバージョン 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CloudWatch AWS Batch

の詳細については CloudWatch、https://aws.amazon.com/cloudwatch/ と https://docs.aws.amazon.com/ 
cloudwatch/ を参照してください。

CloudWatch アマゾンログ
CloudWatch アマゾンログ (CloudWatch ログ) はアマゾンのコア機能の一つです 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。
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AWS ParallelClusterバージョン 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CloudWatch AWS Batch

詳細については、「Amazon CloudWatch ログとの統合 (p. 473)」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。 CodeBuild はAWS 
ParallelCluster、クラスター作成時に Docker イメージを自動的かつ透過的に Docker イメージを構築しま
す。

CodeBuild AWS Batchクラスターでのみ使用されます。

の詳細については CodeBuild、https://aws.amazon.com/codebuild/ と https://docs.aws.amazon.com/ 
codebuild/ を参照してください。

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。

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。
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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、efs_settings (p. 511) 設定が指定され、「[efs] セクション」 (p. 533)を参
照している場合に使用されます。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、fsx_settings (p. 514) 設定が指定され、「[fsx] セクショ
ン」 (p. 536)を参照する場合に使用されます。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。

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 
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、 
CodeBuild クラスターやプロジェクト用に作成された Amazon S3 imple Storage を削除するための機能も
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、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、dcv_settings (p. 509) 設定が指定され、「[dcv] セクション」 (p. 527)を参
照している場合に使用されます。AWS ParallelCluster バージョン 2.5.0 では、NICE DCV をサポートしま
した。
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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 Notification Service
Note

このセクションは、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されま
す。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelCluster Amazon 簡易通知サービスの使用はサポートさ
れていません。

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、オートスケーリングからの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。AWS ParallelCluster 内では、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ています。

Amazon SNS は、AWS Batch クラスターでのみ使用されます。

Amazon SNS の詳細については、https://aws.amazon.com/sns/ および https://docs.aws.amazon.com/sns/
を参照してください。

Amazon Simple Queue Service
Note

このセクションは、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されま
す。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelCluster Amazon シンプルキューサービスの使用はサ
ポートされていません。

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、オートスケーリングから送られてくる通知、Amazon 
SNS を介して送られてくる通知、およびコンピューティングノードから送られてくる通知を保持し
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
ングプロセスによって通知を処理することができます。このプロセスでは、ヘッドノードが Amazon 
SQSwatcher を実行し、キューをポーリングします。オートスケーリングとコンピューティングノード
は、キューにメッセージを投稿します。

Amazon SQS は、AWS Batch クラスターでのみ使用されます。

Amazon SQS の詳細については、https://aws.amazon.com/sqs/ および https://docs.aws.amazon.com/sqs/
を参照してください。

Amazon Simple Storage Service
Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) は、それぞれに配置されたAWS ParallelClusterAWS リー
ジョン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。
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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。クラスターの VPC 設定
は [vpc] (p. 553) セクションで定義されています。

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。

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 までのバージョンにのみ適用されま
す。バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポート
されていません。2.11.4 までのバージョンでも引き続き使用できますが、AWSサービスチームと
Support チームによる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
AWS ParallelClusterバージョン 2.9.0 以降、Auto Scaling はSlurm Workload Manager (Slurm) で
の使用はサポートされていません。マルチキュースケーリングの詳細については、を参照してく
ださいマルチキューモードのチュートリアル (p. 583)。Slurm

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。を設定すると、 
ComputeFleet Auto Scaling グループの最小サイズの値と、initial_queue_size (p. 515)必要な容量
の値が指定されます。を設定すると、 ComputeFleet Auto Scalingmax_queue_size (p. 516) グループ
の最大サイズの値が指定されます。
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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. 516) 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
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. 553) 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ために、TerminateInstanceInAutoScalingGroupAPInodewatcher オペレーショ
ンを呼び出します。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下
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. 515) パラメータおよび
max_queue_size (p. 516) 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. 515) 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。
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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 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. 570)
• カスタム AWS ParallelCluster AMI の構築 (p. 572)
• 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. 575)
• カスタム KMS キーを使用したディスク暗号化 (p. 581)
• マルチキューモードのチュートリアル (p. 583)

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ます (p. 398)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 485)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 428) IAM ロールがあります。

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
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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。

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、AWS ParallelClusterバージョン 2.11.4 までのバージョンにのみ適用されます。バー
ジョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされてい
ません。

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
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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。

$ 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. 413)。

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. 422)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. 513) 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ます (p. 398)。
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• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair があります。
• pcluster (p. 485)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 428) IAM ロールがあります。

AWS ParallelCluster AMI をカスタマイズする方法
カスタムAWS ParallelCluster AMI を使用するには 3 つの方法があり、次のセクションで説明します。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。ただし、デプロイにリスクが生じます。お客様のニーズに最適なものを選択してくださ
い。

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。

New EC2 console

1. AWS ParallelClusterAMI リストの中から、AWS リージョン使用している特定の用途に対応する 
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。AWS 
ParallelClusterバージョン 2.11.9 の場合は、https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/
v2.11.9/amis.txt を参照してください。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:2.11.9」ボタンを選択し、「タグ」タブを選択して、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 ダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。
4. [アプリケーションイメージと OS イメージ] で [Browse more AMI] を選択し、[Community AMI] に

移動して、AWS リージョン自分のAWS ParallelCluster AMI ID を検索ボックスに入力します。
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、キーペアを選択して、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。詳細については、[インスタ

ンス] に移動し、新しいインスタンスを選択して [Connect] をクリックします。
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] に移動し、新しいインスタンスを選択して [インスタンスの状態] を選択し、[インス
タンスを停止] を選択します。

10.EC2 コンソールまたはAWS CLI create-image を使用して、インスタンスから新しい AMI を作成し
ます。

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. 「アクション」で「画像とテンプレート」を選択し、「画像を作成」 を選択します。
d. [Create Image] を選択します。

11.クラスター設定内の [custom_ami (p. 508)] フィールドに AMI ID を入力します。
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Old EC2 console

1. AWS ParallelClusterAMI リストの中から、AWS リージョン使用している特定の用途に対応する 
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。AWS 
ParallelClusterバージョン 2.11.9 の場合は、https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/
v2.11.9/amis.txt を参照してください。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:2.11.9」ボタンを選択し、「タグ」タブを選択して、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 ダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。
4. [コミュニティ AMI] を選択し、AWS ParallelCluster AMI ID を検索して選択します。
5. インスタンスタイプを選択し、[次へ:インスタンスの詳細の設定] を選択するか、[確認して起動] を

選択してインスタンスを起動します。
6. [Launch] を選択し、キーペアを選択し、インスタンスを起動します。
7. 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。詳細については、[インスタ

ンス] に移動し、新しいインスタンスを選択して [Connect] をクリックします。
8. 必要に応じてインスタンスをカスタマイズします。
9. 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

10.[インスタンス] に移動し、新しいインスタンスを選択して、[インスタンス状態] を選択し、[停止] 
を選択します。

11.EC2 コンソールまたはAWS CLI create-image を使用して、インスタンスから新しい AMI を作成し
ます。

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. 「アクション」 で「画像」を選択し、「画像を作成」 を選択します。
d. [Create Image] を選択します。

12.クラスター設定内の [custom_ami (p. 508)] フィールドに AMI ID を入力します。

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。packerコマンドが PATH で使
用可能であることを確認します。

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。

574

https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.9/amis.txt
https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.9/amis.txt
https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-image.html
https://developer.hashicorp.com/packer/downloads
https://github.com/berkshelf/berkshelf
https://developer.hashicorp.com/packer/plugins/builders/amazon#iam-task-or-instance-role


AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster ユーザーガイド
AWS ParallelCluster と awsbatch スケ

ジューラを使用して MPI ジョブを実行する

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. 488)」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. 508) 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

互換性のない AMI を使用するリスクを避けるためAWS ParallelCluster、この方法の使用は避ける
ことをお勧めします。
AWS ParallelCluster実行時にテストされていない可能性のある AMI でコンピュートノードを起動
すると、AWS ParallelCluster必要なソフトウェアのランタイムインストールとの互換性がないた
めに動作しなくなる可能性があります。

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. 508) フィールドに AMI ID を入力します。

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。
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前提条件

• AWS ParallelClusterがインストールされています (p. 398)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair も備える必要があります。
• pcluster (p. 485)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 428) IAM ロールがあります。

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 awsbatch-
tutorial

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
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. 464) 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。
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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    publicIpAddress      runningJobs
-------------------  --------------  ------------------  -----------------  -------------
i-0d6a0c8c560cd5bed  m4.large        10.0.0.235          34.239.174.236                 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. 517) 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                                 jobName      status    startedAt            stoppedAt 
    exitCode
------------------------------------  -----------  --------  -------------------  
 -----------  ----------
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
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stoppedAt                : -
status                   : RUNNING
statusReason             : -
jobDefinition            : parallelcluster-myBatch:1
jobQueue                 : parallelcluster-myBatch
command                  : /bin/bash -c 'aws s3 --region us-east-1 cp s3://parallelcluster-
mybatch-lui1ftboklhpns95/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh /tmp/batch/job-
hellojob_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-4238-
a4dd-078037453554
log                      : https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
east-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                                 jobName      status    startedAt            stoppedAt 
    exitCode
------------------------------------  -----------  --------  -------------------  
 -----------  ----------

これで、ジョブが SUCCEEDED ステータスになりました。

$ awsbstat -s SUCCEEDED
jobId                                 jobName      status     startedAt            
 stoppedAt              exitCode
------------------------------------  -----------  ---------  -------------------  
 -------------------  ----------
6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2  hello        SUCCEEDED  2018-11-12 09:41:29  
 2018-11-12 09:42:00           0

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/job-
hellojob_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。

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. 464)」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。
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// 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}" 

    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 
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    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 to start.
2018-11-27 15:50:26: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:50:41: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:50:56: Detected 3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:51:11: Starting the job...
download: s3://parallelcluster-awsbatch-tutorial-iwyl4458saiwgwvg/batch/job-
submit_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 of known 
 hosts.
2018-11-27 15:51:12: Warning: Permanently added '10.0.0.147' (RSA) to the list of known 
 hosts.
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-180.ec2.internal, rank 1 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-199.ec2.internal, rank 5 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-180.ec2.internal, rank 0 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-199.ec2.internal, rank 4 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-147.ec2.internal, rank 2 out of 6 
 processors
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2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-147.ec2.internal, rank 3 out of 6 
 processors

[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/job-
submit_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        status     startedAt            
 stoppedAt            exitCode
------------------------------------  -------------  ---------  -------------------  
 -------------------  ----------
5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d  submit_mpi_sh  SUCCEEDED  2018-11-27 15:50:10  
 2018-11-27 15:51:26  -

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ます (p. 398)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair も備える必要があります。
• pcluster (p. 485)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 428) IAM ロールがあります。

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。
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3. ポリシーの本文として、[Instance Policy] (p. 427) (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。

「キーポリシー」タブの下にある「キーユーザー」ボックスの「追加」ボタンをクリック
し、ParallelClusterInstanceRole作成したばかりのユーザーを検索します。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
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
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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. 456) 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ます (p. 398)。
• AWS CLIがインストールされ、設定されている。
• EC2 key pair も備える必要があります。
• pcluster (p. 485)CLI の実行に必要な権限を持つ (p. 428) IAM ロールがあります。

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. 499)」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. 486)」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。

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
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sanity_check = true
cluster_template = multi-queue

[aws]
aws_region_name = <Your AWS #####>

[scaling demo]
scaledown_idletime = 5              # optional, defaults to 10 minutes

[cluster multi-queue-special]
key_name = < Your key name >
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge    # optional, defaults to t2.micro
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo             # optional, defaults to no custom scaling settings
queue_settings = efa,gpu

[cluster multi-queue]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge    # optional, defaults to t2.micro
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = spot,ondemand

[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                       # optional, defaults to 0
max_count = 10                      # 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. 486)」を参照してください。

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
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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. 494)」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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite     18  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      2   idle 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. 525) = 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. 525) - min_count (p. 525) = 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. 553) 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)"

$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh
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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
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 2      spot     wrap ec2-user  R       0:10      2 spot-dy-t2micro-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-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
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite      1   mix# spot-dy-c5xlarge-1
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
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spot*        up   infinite      2  alloc 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       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 3      spot     wrap ec2-user CF       0:04      3 spot-dy-
c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1 

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-dy-
c5xlarge-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     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
$ 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      3   idle spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-
t2micro-1 

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 slurm-3.out 
Hello World from spot-dy-c5xlarge-1
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello 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. 553) 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
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite      2  idle% spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
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spot*        up   infinite      1   idle 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. 457)」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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite     19  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot*        up   infinite      1   idle 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. 493)」および「pcluster delete (p. 491)」を参照してください。

$ pcluster list
multi-queue CREATE_COMPLETE 2.11.9
$ 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                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge    # optional, defaults to t2.micro
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = efa,gpu

[queue gpu]
compute_resource_settings = gpu_i1
disable_hyperthreading = true       # optional, defaults to false
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[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  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      5  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-5]
gpu          up   infinite     10  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
$ sbatch -p gpu --wrap "srun gpu_job.sh" -G 1
Submitted batch job 3 
$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
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                 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-dy-
c5n18xlarge-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. 553) 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
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。
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$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      1  idle% efa-dy-c5n18xlarge-1
efa*         up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
gpu          up   infinite      1  idle% gpu-dy-g38xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]   

# After 120 seconds
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      5  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-5]
gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10] 

クラスターからログオフした後、pcluster delete (p. 491) <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 2.11.9
$ 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. 457)」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 チームは、カスタマイズのためにカスタムブートスト
ラップアクション (p. 422)のスクリプトを使用することを強くお勧めします。なぜなら、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、AWS ParallelCluster のリリース間での移植性
が高いからです。

トピック
• カスタム AWS ParallelCluster クックブックをセットアップする (p. 591)
• カスタム AWS ParallelCluster ノードパッケージをセットアップする (p. 592)

カスタム AWS ParallelCluster クックブックをセット
アップする

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 チームは、カスタマイズのためにカスタムブートスト
ラップアクション (p. 422)のスクリプトを使用することを強くお勧めします。なぜなら、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、AWS ParallelCluster のリリース間での移植性
が高いからです。
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ステップ
1. AWS ParallelCluster クックブックコードをクローンした AWS ParallelCluster クックブック作業ディレ

クトリを特定します。

_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. AWS ParallelCluster 設定ファイルの [cluster] セクション (p. 503)に、以下の変数を追加します。

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

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を優先させるために、ほとんどのインストールレシピをスキップするに
は、extra_json (p. 513) 設定の cluster キーから "skip_install_recipes" : "no"
を削除します。

カスタム AWS ParallelCluster ノードパッケージを
セットアップする

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す
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る可能性があります。AWS ParallelCluster チームは、カスタマイズのためにカスタムブートスト
ラップアクション (p. 422)のスクリプトを使用することを強くお勧めします。なぜなら、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、AWS ParallelCluster のリリース間での移植性
が高いからです。

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 バケットを作成して、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. AWS ParallelCluster 設定ファイルの [cluster] セクション (p. 503)に、以下の変数を追加します。

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

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を優先させるために、ほとんどのインストールレシピをスキップするに
は、extra_json (p. 513) 設定の cluster キーから "skip_install_recipes" : "no"
を削除します。

AWS ParallelCluster のトラブルシューティング
AWS ParallelClusterコミュニティは、Wiki で多くのトラブルシューティングのヒントを提供する AWS 
ParallelCluster GitHub Wiki ページを管理しています。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. 594)
• スタックデプロイ時のトラブルシューティング (p. 594)
• 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. 595)
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• 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. 598)
• 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. 600)
• 置き換えられないディレクトリ (p. 601)
• NICE DCV の問題のトラブルシューティング (p. 601)
• 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. 602)
• 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. 603)
• IAM Policy Simulicy のサイズ問題を解決します (p. 604)
• 追加のサポート (p. 604)

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。AWS 
ParallelCluster GitHub Wiki のクラスターのログのアーカイブを作成するトピックで説明されている手順に
従って、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. 496) <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. 491) —
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. 491)」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. 486) 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 cfn-
init 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. 456)」を参照してください。

トピック
• キーログ (p. 595)
• 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. 596)
• 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. 385)
• 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. 386)
• 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. 598)

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。
• clustermgtdそのノードが起動されたと報告され、数分後にそのノードに対応するインスタンスが 

Amazon EC2 にないと報告された場合slurm_resume、そのノードはセットアップ中に失敗する可能
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. 553) 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 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポートされ
ていません。

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. 599)
• 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. 600)
• スケーリング問題のトラブルシューティング (p. 600)
• 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. 600)

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。

AWS ParallelClusterすべてのバージョン用:

/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

clustermgtdSlurmこれはスケジューラーのログです。 clustermgtd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

jobwatcherSGETorqueこれはとスケジューラーのログです。 jobwatcher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。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

sqswatcherSGETorqueこれはとスケジューラーのログです。 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

これはの 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

nodewatcherこれはログです。 nodewatcherSGETorqueとスケジューラー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。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。通常、これらの問題は、sqswatcherイベントを処理していないことが原因です。

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:ヘッドノードの場合、/var/log/jobwatcher ログを確認し、jobwatcher
デーモンが必要なノード数を適切に計算し、Auto Scaling グループを更新したかどうかを確認します。
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の場合、問題のノードの /var/log/nodewatcher ログを
確認し、ノードがスケールダウンし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. 499) 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. 518) パラメータを DYNAMIC に、placement (p. 517) 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. 507) パラメータは master_instance_type (p. 516)
パラメータと同じ値になり、placement (p. 517) パラメータは cluster に設定
され、compute_subnet_id (p. 554) パラメータは指定されません。この設定で
は、master_subnet_id (p. 554) 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 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポート
されていません。

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. 521)
= 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. 521) = slurm の場合のみ)

/opt/torque

Note

バージョン 2.11.5 以降、AWS ParallelClusterSGE orTorque スケジューラの使用はサポート
されていません。

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. 521) = 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. 602)
• NICE DCV インスタンスタイプメモリ (p. 602)
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• NICE DCV の問題 (p. 602)

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。

NICE DCV の問題
Ubuntu の DCV セッションで Gnome Terminal を実行すると、ログインシェルから利用できるユーザー
環境に自動的にアクセスできない場合があります。AWS ParallelClusterユーザー環境には、openmpi や 
intelmpi などの環境モジュール、およびその他のユーザー設定が用意されています。

Gnome Terminal のデフォルト設定では、シェルはログインシェルとして起動できません。つまり、シェ
ルプロファイルは自動的に生成されず、AWS ParallelClusterユーザー環境は読み込まれません。

AWS ParallelClusterシェルプロファイルを参照してユーザー環境にアクセスするには、以下のいずれかを
実行します。

• デフォルトのターミナル設定を変更する:
1. Gnome ターミナルの [編集] メニューを選択します。
2. 「設定」を選択し、「プロファイル」を選択します。
3. [コマンド] を選択し、ログインシェルとして [コマンドを実行] を選択します。
4. 新規のターミナルを開きます。

• コマンドラインを使用して、使用可能なプロファイルを取得します。

$ source /etc/profile && source $HOME/.bashrc

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. 598)」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。AWS Batch で複数ノードの並列ジョブ
を送信するクラスターに自己パッチを当てます。
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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. 467) 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、awsbstat (p. 467) -dコマンドを実行して、Amazon が保存しているジョブログへのリ
ンクを取得することもできます 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し、 ParallelCluster 次のようなエラーメッセージが戻されます。

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-cluster-
MasterServerSubstack-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/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)
}

例として、前のコマンドレスポンスでステータスメッセージが表示された場合、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 容量の増加をリクエストする必要があります。

CloudFormation "Cluster creation failed"コンソールを使用してステータスに関する情報を確認す
ることもできます。

CloudFormation コンソールからエラーメッセージを表示します。

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudformation に移動し
ます。
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IAM Policy Simulicy のサイズ問題を解決します

2. parallelcluster-cluster_name という名前のスタックを選択します。
3. 「イベント」タブを選択します。
4. ロジカル ID ごとに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のステータ

スを確認します。サブタスクの作成に失敗した場合は、逆算して失敗したリソースイベントを見つけ
てください。

5. AWS CloudFormationエラーメッセージの例:

2022-02-07 11:59:14 UTC-0800 MasterServerSubstack CREATE_FAILED Embedded stack  
arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/parallelcluster-my-cluster-
MasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL/a1234567-b321-c765-d432-dcba98766789
was not successfully created: The following resource(s) failed to create: 
 [MasterServer].

IAM Policy Simulicy のサイズ問題を解決します
AWS STS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するには、「IAM とクォータ」、「名
前要件」、「文字数制限」を参照してください。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
えている場合は、追加のロールを作成し、クォータを満たすようにロール間でポリシーを配布します。

追加のサポート
既知の問題の一覧については、メインの GitHubWiki ページまたは問題ページを参照してください。より緊
急な問題については、AWS Supportお問い合わせいただくか、 GitHub新しい問題を開いてください。
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AWS ParallelCluster サポートポリ
シー

AWS ParallelCluster複数のリリースを持つことができます。AWS ParallelClusterすべてのリリースに
は、Support 終了 (EOSL) 日が予定されています。EOSL の日付を過ぎると、それ以上のサポートとメンテ
ナンスが提供されなくなります。

AWS ParallelClustermajor.minor.patchバージョンスキームを使用します。最新のメジャーバージョン
リリースの新しいマイナーバージョンリリースには、新機能、パフォーマンスの向上、セキュリティアッ
プデート、バグ修正が含まれています。マイナーバージョンはメジャーバージョン内で下位互換性があり
ます。重大な問題については、AWSパッチリリースを通じて修正しますが、EOSL に達していないリリー
スの最新のマイナーバージョンのみを対象としています。新しいバージョンリリースのアップデートを使
用する場合は、新しいマイナーバージョンまたはパッチバージョン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 12/31

2.11。 x 12/31

3.0以上。 x 2023

3.1。 x 2023

3.2。 x 2024

3.3。 x 2024 年 5/31

3.4。 x 2024年6月28日

3.5。 x 2024年8月31日
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AWS ParallelCluster が使用す
るサービスのセキュリティ情報

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 の顧客は、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 – クラウドにおけるセキュリティ - お客様の責任は、ご利用になる特定の 
AWS サービスによって決定されます。また、お客様は、データの機密性、企業の要件、および適用され
る法律や規制など、その他のいくつかの関連要素についても責任を負います。

このドキュメントでは、AWS ParallelCluster を使用する際にどのように責任共有モデルを適用すべきか
を説明します。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS 
ParallelCluster を設定する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングとセキュリティに役立つ 
AWS ParallelCluster の使用方法についても説明します。

トピック
• AWS ParallelCluster が使用するサービスのセキュリティ情報 (p. 606)
• AWS ParallelCluster でのデータ保護 (p. 607)
• AWS ParallelCluster 向けの Identity and Access Management (p. 608)
• AWS ParallelCluster のコンプライアンス検証 (p. 609)
• TLS の最小バージョン 1.2 の指定 (p. 610)

AWS ParallelCluster が使用するサービスのセキュ
リティ情報

• Amazon EC2 でのセキュリティ
• Amazon API Gateway でのセキュリティ
• AWS Batch でのセキュリティ
• AWS CloudFormation でのセキュリティ
• アマゾンのセキュリティ CloudWatch
• AWS CodeBuild でのセキュリティ
• Amazon DynamoDB でのセキュリティ
• Amazon ECR でのセキュリティ
• Amazon ECS でのセキュリティ
• Amazon EFS でのセキュリティ
• FSx for Lustre でのセキュリティー
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データ保護

• AWS Identity and Access Management (IAM) でのセキュリティ
• EC2 Image Builder でのセキュリティ
• AWS Lambda でのセキュリティ
• Amazon Route 53 でのセキュリティ
• Amazon SNS でのセキュリティ
• Amazon SQS でのセキュリティ (AWS ParallelCluster バージョン 2.x. の場合)
• Amazon S3 でのセキュリティ
• Amazon VPC でのセキュリティ

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
る責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維
持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タ
スクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参
照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 
責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 および 1.3 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式の
テキスト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 CLI、また
は AWS SDK で AWS ParallelCluster または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、ま
たは名前に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用
される場合があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証する
ために、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

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 は、ユーザーに代わって AWS ParallelCluster のサービスとやり取りするために必要な認証情報を除
き、それ自体にカスタマーデータを保存することはありません。
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以下も参照してください。

クラスター内のノード上のデータについては、保管時に暗号化できます。

Amazon EBS ボリュームの場合、EbsSettings (p. 221) セクションの
EbsSettings (p. 221)/Encrypted および EbsSettings (p. 221)/KmsKeyId の設定を使用して
暗号化を設定します (AWS ParallelCluster バージョン 2.x の場合は [ebs] セクション (p. 529)の
encrypted (p. 530) および ebs_kms_key_id (p. 530) の設定)。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 
encryption」(Amazon EBS ボリュームの作成) を参照してください。

Amazon EFS ボリュームの場合、EfsSettings (p. 223) の EfsSettings (p. 223)/Encrypted および
EfsSettings (p. 223)/KmsKeyId の設定を使用して暗号化を設定します (AWS ParallelCluster バージョ
ン 2.x の場合は [efs] セクション (p. 533)の encrypted (p. 534) および efs_kms_key_id (p. 534) の設
定)。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「How encryption at rest works」(保管時のデータの暗号化) を参照してください。

FSx for Lustre ファイルシステムでは、Amazon FSx ファイルシステムの作成時に、保管中のデータの暗号
化が自動的に有効になります。詳細については、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「保存中のデー
タの暗号化」を参照してください。

NVMe ボリュームを持つ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、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイ
ド) の「Encryption at rest」(保管時の暗号化) を参照してください。

AWS ParallelCluster を使用して、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 AWS の
サービスを呼び出す場合は、そのサービスのユーザーガイドの「セキュリティ および 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、AWS ParallelCluster や AWS のサービスエンドポイントを実行しているクライアントコ
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。クラスター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
化することができます。詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インス
タンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Encryption in transit」(転送中の暗号化) を参照してくださ
い。

以下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
• AWS CloudFormation でのデータ保護
• Amazon EFS でのデータ保護
• Amazon S3 でのデータ保護
• Amazon FSx for Lustre のデータ保護

AWS ParallelCluster 向けの Identity and Access 
Management

AWS ParallelCluster は、ロールを使用して、AWS リソースとそのサービスにアクセスします。AWS 
ParallelCluster がパーミッションの付与に使用するインスタンスポリシーとユーザーポリシーは AWS 
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コンプライアンス検証

Identity and Access ManagementAWS ParallelCluster3.x のパーミッション (p. 41) (AWS ParallelCluster 
バージョン 2.x の場合は AWS ParallelCluster における AWS Identity and Access Management の役
割 (p. 427)) に記載されています。

唯一の大きな違いは、標準の 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。AWSユーザーは
のサービスのコンソールにアクセスする場合にパスワードを必要としますが、同じユーザーがを使用して
同じオペレーションを実行する場合はアクセスkey pair を必要とします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。

AWS ParallelCluster で使用される認証情報は、プレーンテキストファイルに保存され、暗号化されませ
ん。

• $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。AWS ParallelCluster を使用してサービスにアクセスし
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対象範囲内の AWS 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、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、「AWS Artifact で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
スに役立つ次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) の「Security and compliance quick 
start guides」(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。

• HIPAAAWS のセキュリティとコンプライアンスのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー — 
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」(ルールによるリソースの評
価) - 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。
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• AWS Security Hub - この AWS 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スタンダード、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。

TLS の最小バージョン 1.2 の指定
AWS のサービスと通信する際のセキュリティを強化するには、TLS 1.2 以降を使用するように AWS 
ParallelCluster を設定する必要があります。AWS ParallelCluster を使用するときは、Python を使用して 
TLS のバージョンを設定します。

AWS ParallelCluster が TLS 1.2 より前のバージョンを使用しないようにするには、OpenSSL を再コンパ
イルしてこの最小バージョンを指定してから、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。出力で「Protocol:」を検索します。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
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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

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
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-with-
min-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。
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$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version

これにより、以下が出力されます。

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. 610)) 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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リリースノートとドキュメント履歴
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 ParallelClusterUIバージョ
ン2023.04.0がリリースされまし
た

AWS ParallelClusterユーザー
インターフェイスバージョン 
2023.04.0 がリリースされまし
た。

機能強化

• クラスタ作成ウィザードの再設
計。

• クラスターログページの再設
計。

• 共有ストレージのカスタム名前
設定を追加します。

• クラスターにストレージを追加
するときに、複数のストレージ
を選択できるようにします。

• Amazon EFS と FSx for 
LustreDeletionPolicy のサ
ポートを追加します。

• ImdsSupportクラスタ構成に
設定を追加します。

• C7 インスタンスタイプのサ
ポートを追加します。

• チュートリアルを追加しまし
たAWSSystems Manager ド
キュメントを以前のバージョン
に戻す (p. 360)。

変更:

• クラスター構成の YAML のサ
イズは最大 1 MB です。

• Boto3 IAM の一時認証情報によ
る認証のため、ユーザーはログ
アウトしていません。

• HPC インスタンスを選択した
ときのマルチスレッドオプショ
ンを無効にしました。

• クラスター作成ページのロール
バック無効化を削除しました。

• 必要な情報が提供される
まで、ユーザーはAWS 

2023 年 4 月 17 日
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ParallelCluster UI を使用でき
ません。

• 最大 10 のキューを追加できま
す。

• AWS ParallelClusterUISSM-
SessionManagerRunShell
のインストール中にドキュメン
トは上書きされません。

バグ修正:

• パスワードのリセットリンクが
壊れているのを修正。

• delete 
stackEcrPrivateRepository空
でないために壊れた問題を修正

• 複数のユーザー管理プロパティ
セクションの「SSH Keys を生
成」チェックボックスの初期化
に関する問題を修正しました。

• プロパティが未定義のジョブが
原因で発生するクラッシュを修
正しました。

• スクラッチFSxの設定を修正し
ました。

• [インスタンスの開始] ボタンと 
[インスタンスの停止] ボタンが
修正されました。一度クリック
しても有効のままです。

変更の詳細について
は、CHANGELOGaws-
parallelcluster-ui上のパッケージ
のファイルを参照してください 
GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.5.1 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.5.1 リリース

機能強化

• pclusterスタンドアロンの 
CLI インストーラー実行ファイ
ルを追加します (p. 6)。

変更:

• EFA1.22.0 インストーラーを
にアップグレードします。
• EFA ドライ

バー:efa-2.1.1g(か
らefa-2.1.1-1)

• EFA 設定:efa-
config-1.13-1(efa-
config-1.12-1 から)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1(変更なし)

• LibFabric-AWS:libfabric-
aws-1.17.0-1
(からlibfabric-
aws-1.16.1amzn3.0-1)

• RDMA コア:rdma-
core-43.0-1(変更なし)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.5-1
(openmpi40-aws-4.1.4-3
から)

NICE DCV2022.2-14521 を
バージョンにアップグレードし
てください。
• サーバー:2022.2.14521-1
• dcv:2022.2.519-1
• ゲル:2022.2.1012-1
• ウェブビュー

ア:2022.2.14521-1

バグ修正:

• クラスター更新の一部と
して共有された Amazon 
EBSMountDir/etc/exports
ボリューム間のパターンマッチ
ングおよび削除時に発生する可
能性のあるノード起動障害を修
正します。

2023 年 3 月 29 日
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• compute_console_outputclustermgtd繰
り返しごとにログファイルが切
り捨てられないように修正しま
した。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.5.0 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.5.0 リリース

機能強化

• AWS ParallelClusterUI (p. 39)
を使用してクラスターにアクセ
スして管理します。

• AWS ParallelCluster 
CloudFormation テンプレート
にバージョン管理されたポリ
シーを追加して、ワークロード
で参照できるようにします。

• 独自のコードで使用できる
AWS ParallelCluster Python ラ
イブラリを追加します。

• コンピュートノードのブー
トストラップ障害時に、 
CloudWatch コンピュートノー
ドコンソール出力の Amazon 
へのロギングを追加します。

• describe-clusterクラス
ターの作成が失敗したときに出
力する障害コードと理由を含む
失敗フィールドを追加します。

• サブプロセスモジュールを呼び
出す際に悪意のある文字列が挿
入されないようにするバリデー
ターを追加します。

• PROTECTED静的ノードのプロ
ビジョニング中にクラスタース
テータスがに変わると、クラス
ターの作成に失敗します。

変更:

• Slurmバージョンへのアップグ
レード22.05.8 (バージョンか
ら22.05.7)

• EFA1.21.0 インストーラーを
にアップグレードします。
• EFA ドライ

バー:efa-2.1.1-1(か
らefa-2.1)

• EFA 設定:efa-
config-1.12-1(efa-
config-1.11-1 から)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1(変更なし)

• LibFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.1amzn3.0-1

2023 年 2 月 20 日
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(からlibfabric-
aws-1.16.1)

• RDMA コア:rdma-
core-43.0-1(からrdma-
core-43.0-2)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.4-3 (変更なし)

• Slurmコントローラーのログを
より詳細にして、Slurm省電力
プラグインの追加ロギングを有
効にします。

バグ修正:

• Slurmアカウンティングが有効
になっている場合は、クラス
ター名が 40 文字以下であるこ
とを確認して、クラスターデー
タベースの作成を修正してくだ
さい。

• EC2clustermgtd インスタン
スのステータスチェックに失敗
した場合に、Slurm再起動した
コンピュートノードが交換され
てしまう問題を修正しました。

• ヘッドノードの IAM ポリシー
が正しくないために、他のアカ
ウントでキャパシティ予約が共
有されているコンピュートノー
ドを起動できなかった問題を修
正します。

変更点の詳細については、に
ある aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbookaws-parallelcluster-
node、CHANGELOGaws-
parallelcluster-uiおよびパッケー
ジ用のファイルを参照してくださ
い GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.4.1 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.4.1 リリース

バグ修正:

• Slurmコンピュートノードの内
部レジストリにアップデートが
誤って適用される原因となる可
能性のあるスケジューラーの問
題を修正します。その結果、こ
の問題が発生すると、EC2 イ
ンスタンスが使用できなくなっ
たり、間違ったインスタンスタ
イプでバックアップされたりす
る可能性があります。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。

2023 年 1 月 13 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.4.0 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.4.0 がリリースされました。

機能強化

• 複数のアベイラビリティーゾー
ンにまたがるノード起動のサ
ポートを追加して、キャパシ
ティの可用性を高めます。

• 各キューに複数のサブネットを
指定するサポートを追加して、
キャパシティの可用性を高めま
す。

• Iam (p. 234)/
ResourcePrefix (p. 235)に
新しい設定パラメータを追加し
て、によって作成された IAM 
リソースのパスと名前のプレ
フィックスを指定しますAWS 
ParallelCluster。

• AWS ParallelClusterLambda 
関数が使用する VPC
LambdaFunctionsVpcConfig (p. 242)設
定を指定するための新
しい設定セクション
DeploymentSettings (p. 242)/
を追加します。

• クラスターの更新中に
ヘッドノードで実行する
カスタムスクリプトを指定
する機能が追加されまし
た。OnNodeUpdated (p. 185)Slurm
スクリプトをスケジュー
ラとして使用する場
合、HeadNodeCustomActions (p. 184) (p. 178)//
で指定できます。

変更:

• 既存のファイルシステムの 
Amazon EFS マウントター
ゲットの作成を削除します。

• を使用して EFSamazon-efs-
utils ファイルシステムをマ
ウントします。EFS ファイル
システムは、転送中の暗号化と 
IAM 権限のあるユーザーを使
用してマウントできます。

• EFS 転送中の暗号化をサポー
トするには、CentOS7 と 
Ubuntu にトンネル5.67をイン
ストールしてください。

2022 年 12 月 22 日
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• EFA インストーラーを1.20.0
(から1.18.0) にアップグレー
ドします。
• EFA ドライ

バー:efa-2.1(か
らefa-1.16.0-1)

• EFA 設定:efa-
config-1.11-1(変更なし)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1(変更なし)

• LibFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.1 (か
らlibfabric-
aws-1.16.0~amzn4.0-1)

• RDMA コア:(rdma-
core-41.0-2)rdma-
core-43.0-2 から

• MPI を開く:(openmpi40-
aws-4.1.4-2)openmpi40-
aws-4.1.4-3 から

• バージョン22.05.7 (か
ら22.05.5)Slurm にアップグ
レードしてください。

• Python3.9.163.7.16 をお
よびにアップグレードして
ください。 (3.9.15送信元
と3.7.13)。

• ではSlurm22.05.7、IDLE
+CLOUD+COMPLETING
+POWER_DOWN
+NOT_RESPONDINGステータス
の動的ノードは異常とは見なさ
れません。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.3.1 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.3.1 がリリースされました。

変更:

• AWS ParallelCluster公式製品
の AMI は、Amazon EC2 の非
推奨から 2 年後に利用できる
ようになりました。

• コールドスタートのペナル
ティを減らし、タイムアウ
トを回避するには、AWS 
ParallelCluster API Lambda の
メモリサイズを 2048 に増やし
ます。

バグ修正:

• マネージド FSx for Lustre ファ
イルシステムに置き換えたり、
コンピュートフリートのサブ
ネット ID の変更を含むクラス
ター更新でデータが失われたり
することを防ぎます。

• SharedStorage (p. 219)DeletionPolicyク
ラスター更新アクションに適用
されます。

変更点の詳細については、
に掲載されている aws-
parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。

2022 年 12 月 2 日

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.9 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.9 リリース

バグ修正:

• Lustre ファイルシステムの
マネージド FSx の置き換え
や、vpc_security_group_idへ
の変更を含むクラスター更新に
よるデータの損失を防止しま
す。

変更点の詳細については、
に掲載されている aws-
parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。

2022 年 12 月 2 日
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AWS ParallelClusterドキュメン
トのみ hpc6id 注意

AWS ParallelClusterドキュメン
トのみの更新

• AWS 
ParallelClusterHeadNode (p. 178)/
InstanceType (p. 179)設定の 
hpc6id インスタンスタイプを
サポートしていません。

2022 年 12 月 2 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.5 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.5 リリース

機能強化

• アイドル状態のノードを終了で
きないSlurmの問題を修正しま
した。

• EFA インストーラーを1.18.0 
に更新
• EFA ドライ

バー:efa-1.16.0-1
• EFA 設定:efa-
config-1.11-1(からefa-
config-1.9-1)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1(変更なし)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.0~amzn4.0-1
(か
らlibfabric-1.13.2)。

• RDMA コア:rdma-
core-41.0-2(からrdma-
core-37.0)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.4-2
(openmpi40-aws-4.1.1-2
から)

変更:

• AWS 
ParallelClusterAPIlambda:UntagResourceParallelClusterUserRole
スタックが使用す
るクラスター更新用
に、lambda:ListTagsとを追
加します。

• インテル MPI ライブラリを
バージョン 2021 アップデート 
6 (バージョン 2021 アップデー
ト 4 から) にアップグレードし
ます。詳細については、インテ
ル® MPI ライブラリ 2021 アッ
プデート 6 を参照してくださ
い。

• NVIDIA ドライバーをバージョ
ン 470.141.03 (470.103.01 か
ら) にアップグレードしてくだ
さい。

• NVIDIA ファブリックマ
ネージャーをバージョン 

2022 年 11 月 16 日
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470.141.03 (470.103.01 から) 
にアップグレードします。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。
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AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.8 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.8 リリース

変更:

• インテル MPI ライブラリを
バージョン 2021 アップデート 
6 (バージョン 2021 アップデー
ト 4 からアップデート) にアッ
プグレードします。詳細につい
ては、インテル® MPI ライブ
ラリ 2021 アップデート 6 を参
照してください。

• EFA インストーラーを1.19.0 
に更新
• EFA ドライ

バー:efa-1.16.0-1
• EFA 設定:efa-
config-1.11-1(からefa-
config-1.9-1)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1(変更なし)

• LibFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.0-1 (か
らlibfabric-1.13.2)

• RDMA コア:rdma-
core-41.0-2(からrdma-
core-37.0)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.4-3
(openmpi40-aws-4.1.1-2
から)

• AWS Batchインテグレー
ションで Lambda 関数が使
用する Python ランタイムを 
python3.9 にアップグレードし
ます。

バグ修正:

• クラスタータグはサポートされ
ていないため、更新中に変更さ
れないようにしてください。

変更点の詳細については、
に掲載されている aws-
parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。

2022 年 11 月 14 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.3.0 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.3.0 がリリースされました。

機能強化

• Slurmスケジューラーとして使
用する場合のコンピュートリ
ソースの複数インスタンス割り
当て設定のサポートを追加しま
す。詳細については、「Slurm 
による複数インスタンスタイプ
の割り当て (p. 99)」を参照し
てください。

• 更新された構成を使用し
て、SharedStorage (p. 219)ク
ラスター更新による追加と削除
のサポートを追加します。詳
細については、「共有ストレー
ジ (p. 108)」を参照してくださ
い。

• DeletionPolicyストレー
ジ保持をサポートするため
にEfs (p. 223)、FsxLustre (p. 226)新
しい構成パラメータと共有スト
レージ設定を追加します。

• 新しい設定パラメーター
Scheduling (p. 189)/
SlurmSettings (p. 215)/
Slurmでアカウンティン
グのサポートを追加しま
すDatabase (p. 216)。詳細に
ついては、「Slurmとの会計
AWS ParallelCluster (p. 100)」
を参照してください。

• オンデマンドキャパシティ予
約とキャパシティ予約リソース
グループのサポートを追加しま
す。詳細については、「ODCR 
(オンデマンドキャパシティ予
約) を使用してインスタンスを
起動する (p. 135)」を参照して
ください。

• 新しい設定パラメータを追加
して、クラスタでサポート
するIMDSのバージョンを指
定するか、Imds (p. 176)ク
ラスタ内のイメージインフ
ラストラクチャをビルドす
る/ ImdsSupport (p. 177)、
および
build、Imds (p. 244)/
ImdsSupport (p. 244)、構成
を指定します。

2022 年 11 月 2 日
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• /
PlacementGroupComputeResources (p. 202) (p. 207)セ
クションに
NetworkingSlurmQueues (p. 194) (p. 207)/
のサポートを追加します。

• デバイスごとに 1 つの ENI に
制限されている複数のネット
ワークインターフェイスを持つ
インスタンスのサポートを追加
します。

• アタッチされたセキュリティ
グループの CIDR ブロックを
確認することで、外部 Amazon 
EFS ファイルシステムのネッ
トワーク検証を改善できます。

• バリデーターを追加して、設
定したインスタンスタイプがプ
レイスメントグループをサポー
トしているかどうかを確認しま
す。

• 安定性とパフォーマンスを
向上させるには、NFS ス
レッドを最小 (256、最大 
(8、num_cores * 4)) に設定し
ます。

• 構成時間を短縮するために、ビ
ルド時に NFS インストールを
移動します。

• AWS ParallelClusterAPI のデプ
ロイ時に作成され、Docker イ
メージビルドイベントの通知
に使用される EcrImageBuilder 
SNS トピックのサーバー側の
暗号化を有効にします。

変更:

• SlurmQueues (p. 194)//
NetworkingPlacementGroup (p. 200) (p. 197)/
Enabledの動作を変更してく
ださい。すべてのコンピュー
トリソースに対して 1 つのマ
ネージドプレイスメントグルー
プを作成するのではなく、コ
ンピュートリソースごとに一意
のマネージドプレイスメントグ
ループを作成するようになりま
した。

• Name (p. 200)推奨さ
れる命名方法として
SlurmQueuesNetworkingPlacementGroup (p. 200) (p. 197) (p. 194)///
のサポートを追加します。

• ヘッドノードタグを起動テンプ
レートからインスタンス定義に
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移動して、タグ更新時にヘッド
ノードが置き換わらないように
します。

• CpuOptions起動テンプレー
トのセットではなくcloud-
init、実行されるスクリプト
によるマルチスレッド化を無効
にします。

• API インフラストラク
チャ、API Docker コンテナ、
クラスター Lambda リソース
で Python をバージョン 3.9 
に、NodeJS をバージョン 16 
にアップグレードします。

• Python 3.6 のサポート
を削除しましたaws-
parallelcluster-batch-
cli。

• バージョン22.05.5 (か
ら21.08.8-2)Slurm にアップ
グレードしてください。

• NVIDIA ドライバーをバー
ジョン 470.129.06 から
470.141.03 にアップグレー
ドします。

• NVIDIA ファブリックマネー
ジャをバージョン470.141.03
(から470.129.06) にアップグ
レードします。

• NVIDIA CUDA ツールキット
をバージョン 11.7.1 (from 
11.4.4) にアップグレードし
てください。

• AWS ParallelCluster仮
想環境で使用されている 
Python3.7.133.9.15 をから
にアップグレードします。

• EFA インストーラーバージョ
ン 1.18.0 にアップグレードし
ます。
• EFA ドライ

バー:efa-1.16.0-1(変更な
し)

• EFA 設定:efa-
config-1.11-1(from 
efa-config-1.10-1)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1(変更なし)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.0~amzn4.0-1
(からlibfabric-
aws-1.16.0~amzn2.0-1)。
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• RDMA コア:rdma-
core-41.0-2(からrdma-
core-37.0)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.4-2
(openmpi40-aws-4.1.1-2
から)

• NICE DCV をバージョ
ン2022.1-13300 (か
ら2022.0-12760) にアップグ
レードします。

• SingleSubnetValidatorフォー
ムの抑制を有効にしま
すQueues。

• Epilog がまだ稼働し
ている可能性があるた
め、DRAINCOMPLETINGノード
が状態のときはノードを交換し
ないでください。

バグ修正:

• AWS 
ParallelClusterListClusterLogStreams間
違ったフィルターが渡されたと
きにコマンドのフィルターパラ
メーターの検証が失敗するよう
に修正しました。

• パラメータ/の検証が、他の
SharedStorageSharedStorage (p. 219) (p. 219)/
EfsSettingsFileSystemIdEfsSettings (p. 223) (p. 223)パ
ラメータと一緒に指定さ
れた場合に検証に失敗する
ように修正しました。以前
は、FileSystemId含まれて
いませんでした。

• SharedStorage (p. 219)設定
の他の変更と一緒に順序を変更
したときのクラスター更新を修
正しました。

• UpdateParallelClusterLambdaRoleAWS 
ParallelCluster CloudWatchロ
グをアップロードするAPIを修
正しました。

• クックブックを実行する前に
パッケージをインストールす
るときに、Cinc がローカル CA 
証明書バンドルを使用しない問
題を修正しました。

• when を設定して 
ubuntupcluster build-
imageBuild:UpdateOsPackages:Enabled:true
をアップグレードする際に発生
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するハングアップを修正しまし
た。

• 重複キーで失敗することによる 
YAML クラスター設定の解析を
修正しました。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。

AWS ParallelClusterドキュメン
トのみの API リファレンスを追
加しました。

AWS ParallelClusterドキュメン
トのみの更新

• バージョン 3AWS 
ParallelCluster API リファレン
ス (p. 248) をドキュメントに追
加しました。

2022 年 10 月 27 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.2.1 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.2.1 リリース

機能強化

• ホストルーティングテーブルを
さまざまなネットワークカード
に関連付けるロジックを改善し
て、複数の NIC を持つ EC2 イ
ンスタンスをより適切にサポー
トできるようにします。

変更:

• NVIDIA ドライバーをバージョ
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
ジャバージョン 470.141.3 に
アップグレードします。

• cronジョブタスクを無効にす
るとman-dbmlocate、ノード
のパフォーマンスに悪影響を及
ぼす可能性があります。

• インテル MPI ライブラリを 
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:

• DescribeClusterクラスタ構
成が利用できないときに失敗し
ないようにしてください。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。

2022 年 10 月 3 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.2.0 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.2.0 がリリースされました。

機能強化

• Slurm にメモリベースのスケ
ジューリングのサポートを追加
します (p. 97)。
• Slurm クラスタ設定で計算

ノードのリアルメモリを設定
します。

• Slurm
EnableMemoryBasedScheduling (p. 216)で
メモリベースのスケジュー
リングを有効にするには、
新しい設定パラメーター
SchedulingSlurmSettings (p. 215) (p. 189)//
を追加します。

• SchedulableMemory (p. 205)コ
ンピュートノード上の
スケジューラーに表示さ
れるメモリのデフォルト
値を上書きするには、新
しい構成パラメーター
SchedulingSlurmQueuesComputeResources (p. 202) (p. 194) (p. 189)///
を追加します。

• クラスター構成の更新の
柔軟性を向上させて、ク
ラスター全体の停止と開始
を可能な限り回避します。
新しい構成パラメーター
Scheduling (p. 189)/
SlurmSettings (p. 215)/
QueueUpdateStrategy (p. 215)を
追加して、コンピュートノード
で構成の更新と交換が必要な場
合に使用する推奨ストラテジー
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。容量不足が原因でノードの
起動に失敗した場合は、設定可
能な時間だけコンピュートノー
ドを無効にします (p. 93)。

• FSx for ONTAPFSx for 
OpenZFS (p. 233) (p. 232)既存
のシステムやファイルシステム
をマウントするためのサポート
を追加します。

2022 年 7 月 27 日
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• 既存の Amazon Elastic 
ファイルシステム、Lustre 
用 FSx、ONTAP 用 
FSx、OpenZFS ファイルシス
テム用 FSx (p. 219) の複数の
インスタンスをマウントするた
めのサポートを追加します。

• 新しいファイルシステム
を作成するときに、Lustre 
Persistent_2 デプロイメントタ
イプの FSx のサポートを追加
します (p. 227)。

• pcluster 
configure (p. 147)ウィザー
ドを使用するときに、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
ザーに促します。

• 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
ポートを追加します。

• Slurm の電源状態の処理を改善
して、ノードを手動でパワーダ
ウンする場合も考慮してくださ
い。

• NVIDIA GDRCopy 2.3 を製品
の 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 インストーラーを、バー
ジョン 1.17.2 にアップグレー
ドします。
• EFA ドライ

バー:efa-1.16.0-1
• EFA コンフィギュレーショ

ン:efa-config-1.10-1
• EFA プロフィール:efa-
profile-1.5-1

• リブ生地:libfabric-
aws-1.16.0~amzn2.0-1

• RDMA コア:rdma-
core-41.0-2

• Open MPI をオープン
に更新:openmpi40-
aws-4.1.4-2

• NICE DCV バージョン 
2022.0-1260 にアップグレード
します。
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• NVIDIA ドライバーをバージョ
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
トの EBS ボリュームタイプを 
gp2 から gp3 に変更します。

• FSx for LustreAWS 
ParallelCluster ファイルシステ
ムへの変更点は次のとおりで
す。
• Scratch_2デフォルトのデ

プロイタイプをに変更しま
す。

• Lustre2.12 サーバーのバー
ジョンをに変更します。

• 既存の
PlacementGroup (p. 200)/
Enabled (p. 200)trueを渡す
ときにPlacementGroup/を設
定する必要はありませんId。

• PlacementGroup/
IdEnabledが明示的
に設定されている場
合、PlacementGroup/を設定
できませんfalse。

• parallelcluster:cluster-
nameによって作成されたすべ
てのリソースにタグを追加しま
すAWS ParallelCluster。

• AWS 
ParallelClusterAPIlambda:ListTagslambda:UntagResourceParallelClusterUserRole
スタックがクラスター更新に使
用するおよびを追加します。

• 構成パラメー
ターHeadNodeImds//
Securedが有効になっている
場合は、IPv6 アクセスをルー
トおよびクラスター管理者ユー
ザーのみに制限します。IMDS

• カスタム AMI では、 
ParallelCluster デフォルトの 
35 GiB の代わりに AMI ルート
ボリュームサイズを使用しま
す。この値は、クラスター設定
ファイルで変更できます。

• 設定パラメー
ターScheduling//
SlurmQueuesComputeResources/
SpotPriceが最低限必要なス
ポットリクエストのフルフィ
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ルメント価格を下回ると、コン
ピュートフリートが自動的に無
効になります。

• 更新中にセクションを
追加または削除するとき
にrequested_value、current_value変
更セット内の値を表示します。

• configure_nw_interface.sh複
数のネットワークカードでイ
ンスタンスを設定する場合と
の競合を避けるため、Deep 
Learning AMIaws-ubuntu-
eni-helper で利用可能な
サービスを無効にしてくださ
い。

• Python 3.6 のサポートを終了
しました。

• 複数のネットワークカードを
使用してインスタンスを構成す
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 
を設定するときは、末尾のドッ
トを削除してください。

• POWERING_DOWNで静的ノード
を管理します。

• ジョブがまだ実行中である可能
性があるためPOWER_DOWN、動
的ノードを置き換えることはあ
りません。

• Schedulingクラス
ター構成でパラメーター
が更新された場合にの
み、clustermgtdslurmctldク
ラスター更新時に再起動して
デーモンを起動します。

• slurmctldslurmdsystemd更
新ファイルとサービスファイ
ル。

• 設定パラメー
タHeadNodeImds//Securedが
有効になっている場合
は、IMDSへのIPv6アクセスを
rootユーザーとクラスタ管理者
ユーザーのみに制限します。

• SlurmAuthInfo=cred_expire=70
の設定を設定すると、ノードが
利用できなくなったときにジョ
ブが再開するまで待ち続ける時
間を短縮できます。

• サードパーティのクックブック
の依存関係をアップグレード:
• apt-7.4.2 (apt-7.4.0 から)
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• 4.5.2行目（4.0.1行目から）
• openssh-2.10.3 

(openssh-2.9.1 から)
• pyenv-3.5.1 (pyenv-3.4.2 か

ら)
• セリナックス-6.0.4 (セリ

ナックス-3.1.1から)
• yum-7.4.0 (yum-6.1.1 から)
• ヤムエペル-4.5.0 (ヤムエペ

ル-4.1.2から)

バグ修正:

• カスタム AMIAWS 
ParallelCluster を構築するとき
の検証とテストのステップをス
キップするようにデフォルトの
動作を修正しました。

• ファイルハンドルの
リークインを修正しまし
たcomputemgtd。

• 起動したインスタンスがまだ 
EC2 DescribeInstances レスポ
ンスに含まれていなかったため
に起動したインスタンスがすぐ
に終了する原因となっていた競
合状態を修正します。

• ArmDisableSimultaneousMultithreading
プロセッサを搭載したインスタ
ンスタイプでのパラメータのサ
ポートを修正しました。

• 以前のバージョンから
アップグレードするとき
にAWS ParallelCluster 
API スタックの更新に失
敗する問題を修正しまし
た。ListImagePipelineImagesア
クションに使用されるリ
ソースパターンをに追加しま
すEcrImageDeletionLambdaRole。

• FSx for Lustre ファイルシス
テムを作成するときに、AWS 
ParallelCluster API が 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を追
加していない問題を修正しまし
た。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
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ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。
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AWS ParallelCluster今年度から
現在までのドキュメントのみの
更新

AWS ParallelClusterドキュメン
トのみの更新。

新しいセクション:

• ベストプラクティス:予算ア
ラート (p. 30)V3

• ベストプラクティス:AWS 
ParallelCluster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 (p. 30)V3

• Amazon S3 での使用 (p. 79)V3
• スポットインスタンスの操

作 (p. 80)V3
• Slurmクラスタ保護モー

ド (p. 90)V3
• AWS ParallelClusterリソース

とタグ付け (p. 114)V3

AWS ParallelClusterリソース
とタグ付け (p. 469) V2

• CloudWatch アマゾンダッシュ
ボード (p. 116)V3

• Amazon CloudWatch ログとの
統合 (p. 117)V3

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 120)V3

• AWS ParallelClusterカスタム 
AMI (p. 133)V3

• ODCR (オンデマンドキャパシ
ティ予約) を使用してインスタ
ンスを起動する (p. 135)V3

• AMI のパッチ適用と EC2 イン
スタンスの交換 (p. 141)V3

• AWS ParallelCluster の仕組
み (p. 305)V3

• AWS KMSキーによる共有スト
レージ暗号化の設定 (p. 342)V3

• マルチキューモードクラスター
でのジョブの実行 (p. 344)V3

• AWS ParallelCluster API の使
用 (p. 349)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. 29)V3: エラスティック
ファブリックアダプターの使用

2022 年 7 月 6 日
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に関するベストプラクティスを
追加しました。

• AWS Identity and Access 
ManagementAWS 
ParallelCluster3.x のパーミッ
ション (p. 41)V3: さまざまな
更新と追加Amazon FSx for 
LustreAWS ParallelCluster
pcluster を使用する場合の
追加ユーザーポリシー (p. 48).

AWS ParallelCluster に
おける AWS Identity and 
Access Management の役
割 (p. 427)V2: さまざまな更
新。

• AWS ParallelCluster のトラブ
ルシューティング (p. 362)V3: 
さまざまな更新。

AWS ParallelCluster のトラブ
ルシューティング (p. 593)V2: 
さまざまな更新。
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.4 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.4 リリース

機能強化

• DirectoryService (p. 237)/
PasswordSecretArn (p. 239)の
検証を追加して、シークレット
が存在しない場合に失敗するよ
うにします。

JWT 認証 Slurm を有効にする
サポートを追加します。

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 サポートを使用して 
Slurm をビルドします。

• 既存の
PlacementGroup (p. 200)/
Enabled (p. 200)trueを渡す
ときにPlacementGroup/を設
定する必要はありませんId。

• ParallelCluster 
APIlambda:TagResourceParallelClusterUserRole
スタックがクラスター作成とイ
メージ作成に使用するのに追加
します。

バグ修正:

• export-cluster-logs--
filtersオプション付きのコ
マンド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。

• /home共有ディレクトリを使
用してマルチノード並列ジョブ
の実行を調整するようにAWS 
Batch Docker エントリポイン
トを修正しました。

• slurm unhealthy static node を 
down に設定すると、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、ノード
アドレスをリセットします。

2022 年 5 月 16 日
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変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.7 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.7 リリース

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、
に掲載されている aws-
parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。

2022 年 5 月 13 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.3 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.3 がリリースされました。

機能強化

• たとえば、SSH ログイン中、
別のユーザーに切り替えたと
き、別のユーザーとしてコマ
ンドを実行する場合など、ホー
ムディレクトリの作成と同時
に SSH キーの作成を実行しま
す。

• 設定パラメータ
DirectoryService (p. 237)/
に FQDN と LDAP の両方の
識別名のサポートを追加しま
すDomainName (p. 238)。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。

• update_directory_service_password.shヘッ
ドノードにデプロイされた新
しいスクリプトは、SSSD 設定
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、クラスタ設定か
らAWS Secrets Manager as に
よって取得されます。

• 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 AMIbuild-
image やコマンドで作成され
た AMI の深い C-State を無効
にすることで、高いパフォーマ
ンスと低遅延が保証されます。

• OS パッケージの更新とセキュ
リティ修正。

• Amazon Linux 2 のベースイ
メージを、カーネル 5.10 の 
AMI を使用するように変更し
ます。

バグ修正:

• 新しい EC2 Image 
Builder ポリシーによ
り、DELETE_FAILEDイメージ
が正常にビルドされた後のビル

2022 年 4 月 20 日
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ドイメージスタックが修正され
ました。

• SSSD プロパティに複
数のドメインアドレ
スが含まれている場合
に、DirectoryServiceDomainAddr (p. 238) (p. 237)設
定パラメータ/変換を ldap_uri 
SSSD プロパティに修正しまし
た。

変更点の詳細については、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookのファイ
ルおよび上のパッケージを参照し
てください GitHub。

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.6 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.6 リリース

機能強化

• ネットワークが不足している場
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、
に掲載されている aws-
parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。

2022 年 4 月 19 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.2 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.2 リリース

変更:

• Slurm をバージョン21.08.6
(から21.08.5) にアップグ
レードしてください。

バグ修正:

• /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
たときのコンピュートノード上
のファイルの更新を修正しまし
た。

• クラスターに参加する前にエ
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、
に掲載されている aws-
parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。

2022 年 3 月 2 日
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AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.5 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.5 リリース

機能強化

• LustreAutoImportPolicy
オプションの 
fsXNEW_CHANGED_DELETED
の値としてのサポートを追加し
ます。

• SGE と Torque スケジュー
ラーのサポートを削除します。

• Amazon Linuxlog4j-
cve-2021-44228-hotpatch
のサービスを無効にして、潜在
的なパフォーマンス低下を回避
してください。

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
ジャーを470.103.01 (か
ら470.82.01) のバージョン
にアップグレードします。

• CUDA ライブラリをバージョ
ン 11.4.4 から 11.4.3 に
アップグレードします。

• インテル MPI (p. 476) はバー
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、インテ
ル® MPI ライブラリ 2021 アッ
プデート 4 を参照してくださ
い。

• ヘッドノード作成のタイムアウ
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。

変更点の詳細については、
に掲載されている aws-

2022 年 3 月 1 日
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parallelclusterCHANGELOG GitHub 
のパッケージのファイルを参照し
てください。
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AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.1 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.1.1 リリース

• で管理されている Active 
Directory (AD) ドメインと統
合することで (p. 237)、複数
のユーザークラスター環境の
サポートを追加しますAWS 
Directory Service。

• UseEc2Hostnames (p. 215)ク
ラスタ設定ファイルにのサポー
トを追加します。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。

• インターネットにアクセスで
きないサブネットでのクラス
ター作成のサポートを追加しま
す (p. 72)。

• 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
のサポートを追加します。

• ()、()、cluster-
name (-n)、cluster-
configuration/
regionimage-
configuration(-r-
c) の省略フラグをAWS 
ParallelCluster CLI に追加しま
す。image-id-i

• Lustre
AutoImportPolicy (p. 231)パ
ラメータの 
FSxNEW_CHANGED_DELETED
のオプションのサポートを追加
します。

• LaunchTemplatesコン
ピュートノードが使用する 
EC2parallelcluster:compute-
resource-name リソースに
タグを追加します。

• クラスター内で作成されるセ
キュリティグループを改善し
て、SecurityGroups一部の
ヘッドノードやキューにパラ
メーターが指定されている場合
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。

2022 年 2 月 10 日
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• ARM 用の NVIDIA ドライバー
と CUDA ライブラリをインス
トールします。

変更:

• Slurm をバージョン21.08.5
(から20.11.8) にアップグ
レードしてください。

• Slurm プラグインをバージョ
ン21.08 (から20.11) にアッ
プグレードします。

• NICE DCV をバージョ
ン2021.3-11591 (か
ら2021.1-10851) にアップグ
レードします。

• 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
ジャーを470.103.01 (か
ら470.57.02) のバージョン
にアップグレードします。

• CUDA をバージョン11.4.4
(から11.4.0) にアップグレー
ドします。

• インテル MPI (p. 476) はバー
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、インテ
ル® MPI ライブラリ 2021 アッ
プデート 4 を参照してくださ
い。

• PMix をバージョン3.2.3 (か
ら3.1.5) にアップグレードし
ます。

• 障害が発生したコンピュート
ノードのへのダンプを削除しま
す/home/logs/compute。コ
ンピュートノードのログファ
イルは、EC2 CloudWatch コン
ソールログ内および EC2 コン
ソールログにあります。

• SlurmQueuesComputeResourcesバ
リデーターの抑制と長さ制限を
可能にします。

• Amazon Linux 2 では、インス
タンス起動時にパッケージ更新
を無効にします。

• AWS ParallelClusterカスタ
ムイメージを作成するとき
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は、EC2 ImageBuilder 拡張イ
メージメタデータを無効にしま
す。

• cloud-initデータソースを明
示的に EC2 に設定します。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
ストが入らないように、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、後方互換性が
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 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。

• Slurm ノードを設定するとき
は、-コンピュートリソース名
を削除しないでください。

• NVIDIA ドライバーがイン
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。

• ecs:ListContainerInstancesの
権限を修正BatchUserRole。

• プレフィックスが指定されて
いない場合のクラスターログ
のエクスポートを修正しまし
た。None以前はプレフィック
スにエクスポートされていまし
た。

• 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。

• ecs:ListContainerInstancesの
権限を修正BatchUserRole。

• HeadNodeサポートされてい
ないものが指定された場合
にエラーを発生させること
でKmsKeyId、RootVolumeの
スキーマを修正します。

650
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• Amazon FSx CloudWatch が
ダッシュボードに表示されない
メトリクスを修正しました。

• 修
正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、誤ったエ
ラー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、aws-parallelcluster、aws-
parallelcluster-
cookbook、CHANGELOGaws-
parallelcluster-nodeおよびのパッ
ケージ用のファイルを参照してく
ださい GitHub。

AWS ParallelClusterバージョン 
3.0.3 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
3.0.3 がリリースされました。

• Amazon Linux 2 ではlog4j-
cve-2021-44228-hotpatch
agent (Log4jHotPatch) を無
効にして、潜在的なパフォーマ
ンス低下を回避してください。
詳細については、「Apache 
Log4j の Amazon Linux ホット
パッチのお知らせ」を参照して
ください。

変更点の詳細については、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookのファイ
ルと上のパッケージを参照してく
ださい GitHub。

2022年1月17日
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AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.4 リリース

AWS ParallelClusterバージョン 
2.11.4 リリース

 変更点は次の通りです。

• CentOS8 サポートが削除され
ました。 CentOS8 は 2021 年 
12 月 31 日に終了します。

• バージョン 20.11.8Slurm 
Workload Manager にアップグ
レードしてください。

• Cinc クライアントを 17.2.29
にアップグレードします。

• NICE (p. 478) DCV 2021.2-11
にアップデートされました。詳
細については、NICE DCV 管
理者ガイドに掲載されている 
DCV 2021 年 10 月 11 日

• 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
タンス起動時にパッケージ更新
を無効にします。

• Ubuntuおよび Amazon Linux 2 
でパッケージの無人アップデー
トを無効にする。

• CentOS7 とUbuntu 18.04 に 
Python 3 AWS CloudFormation
バージョンのヘルパースクリ
プトをインストールします。
(これらはアマゾンリナックス 
2 とUbuntu 20.04 ですでに使
用されていました。)

修正には以下が含まれます。

• ec2_iam_role (p. 511)パラ
メータの更新を無効にします。

• CpuOptionsT2インスタンス
の起動テンプレートの設定を修
正します。

変更点の詳細については、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookaws-

2021 年 12 月 20 日
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parallelcluster-nodeのファイルお
よび上のパッケージを参照してく
ださい 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. 474)
インストーラ 1.14.1 のアップグ
レード

• EFA 設定: efa-
config-1.9-1 (efa-
config-1.9 から)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1 (efa-
profile-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: rdma-
core-37.0 (rdma-core-35
から)

• Libfabric: libfabric-1.13.2
(libfabric-1.13.0 から)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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. 206)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、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookaws-
parallelcluster-nodeのファイルお
よび上のパッケージを参照してく
ださい GitHub。

2021 年 11 月 5 日
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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. 488) の不具合
を修正しました。

Elastic Fabric Adapter (p. 474)
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: efa-
config-1.9-1 (efa-
config-1.9 から)

• EFA プロファイル: efa-
profile-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: rdma-
core-37.0 (rdma-
core-35.0amzn から)

• Libfabric: libfabric-1.13.2
(libfabric-1.13.0amzn1.0
から)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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. 512)enable_efa_gdr (p. 547)お
よび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、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookaws-
parallelcluster-nodeのファイルお
よび上のパッケージを参照してく
ださい GitHub。

2021 年 11 月 3 日
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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、AWS 
ParallelClusterクラスター構
成をバージョン 2 形式から 
YAMLAWS ParallelCluster 
ベースのバージョン 3 形
式に移行できるようになり
ました。詳細については、
「pcluster3-config-
converter (p. 175)」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 リージョン~/.aws/
configデフォルトはファイルか
らの読み込み

• pcluster (p. 144)コマン
ドの場合、が設定ファイ
ル、環境、またはコマン
ドラインで指定されてい
ない場合、AWS リージョ
ンregion[default]~/.aws/
configファイルのセクション
の設定で指定されているデフォ
ルトが使用されます。AWS 
リージョン

変更点の詳細については、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookaws-
parallelcluster-nodeのファイルお
よび上のパッケージを参照してく
ださい GitHub。

2021 年 10 月 27 日
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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 build-
image (p. 145) 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、aws-
parallelclusterCHANGELOGaws-
parallelcluster-cookbookaws-
parallelcluster-nodeのファイルお
よび上のパッケージを参照してく
ださい GitHub。

2021 年 9 月 10 日
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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。

 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. 474)
インストーラーを 1.13.0 に更
新しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.9 (変更なし)

• EFA プロファイル: efa-
profile-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: rdma-
core-35.0amzn (rdma-
core-32.1amzn から)

• Libfabric:
libfabric-1.13.0amzn1.0
(libfabric-1.11.2amzn1.1
から)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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、aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbookおよび
上のパッケージの CHANGELOG 
ファイルを参照してください 
GitHub。

2021 年 8 月 27 日
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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. 474)
インストーラーを 1.12.3 に更
新しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.9 (efa-
config-1.8-1 から)

• EFA プロファイル: efa-
profile-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: rdma-
core-32.1amzn (変更なし)

• Libfabric:
libfabric-1.11.2amzn1.1
(変更なし)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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 aws-
parallelcluster 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。

• バージョン 1.247348.0 で
見られる問題を避けるた
め、Amazon CloudWatch 
エージェントのバージョン 
1.247347.6 に固定されていま
す。

変更点の詳細について
は、aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbookおよび
上のパッケージの CHANGELOG 

2021 年 7 月 23 日
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ファイルを参照してください 
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。

 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. 505)」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. 508)お
よ
びmaster_root_volume_size (p. 516)を
参照してください。

• Elastic Fabric Adapter (p. 474)
インストーラーを 1.12.2 に更
新しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.8-1 (efa-
config-1.7 から)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.5-1 (efa-
profile-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: rdma-
core-32.1amzn (rdma-
core-31.2amzn から)

• Libfabric:
libfabric-1.11.2amzn1.1
(libfabric-1.11.1amzn1.0
から)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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

2021 年 7 月 1 日
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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 nvidia-
fabricmanager-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。

• aws-parallelcluster-cookbook以
下のサードパーティーの依存関
係をアップグレードします。
• 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 (yum-
epel-3.3.0 から)。

変更点の詳細については、aws-
parallelcluster の CHANGELOG 
ファイルaws-parallelcluster-
cookbook、aws-parallelcluster-
nodeおよびにあるパッケージを
参照してください 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、に掲載
されている aws-parallelcluster の
パッケージのファイルを参照して
ください GitHub。

2021 年 5 月 15 日
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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中国の Arm-based 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AWS GovCloud (US)AWS 
リージョン。

• Elastic Fabric Adapter (p. 474)
インストーラーを 1.11.2 に更
新しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.7 (変更なし)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.4 (efa-
profile-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: rdma-
core-31.2amzn (変更なし)

• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
(変更なし)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.0 (変更なし)

変更点の詳細については、に掲載
されている aws-parallelcluster の
パッケージのファイルを参照して
ください GitHub。

2021 年 3 月 18 日
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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。

 変更点は次の通りです。

• --dry-runモードで Amazon 
EC2 RunInstancesAPI オペ
レーションを呼び出したとき
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。

• 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. 502) 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. 513)
= true を固定します。

変更点の詳細については、に掲載
されている aws-parallelcluster の
パッケージのファイルを参照して
ください GitHub。

2021 年 3 月 2 日
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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。

 変更点は次の通りです。

• アフリカ (ケープタウン)、
ヨーロッパ (ミラノ)、中東 
(バーレーン)、中東 (バーレー
ンaf-south-1)、中東 (バー
レーンme-south-1)、中東 
(バーレーン)、中東 (バーレー
ン)、中東 (バーレーンme-
south-1)AWS リージョン 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、これらのいずれにも対応
していませんAWS リージョ
ン。

• 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 EBSio2gp3 とボ
リュームタイプは、アフリカ 
(ケープタウン) とヨーロッパ 
(ミラノ) ではサポートされて
いませんAWS リージョン。

• 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. 529)および [raid] セク
ション (p. 548)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. 474)
のサポートを追加しました。詳
細については、「Elastic Fabric 
Adapter (p. 474)」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. 477)」を参
照してください。

• インテル MPI (p. 476) 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

2020 年 12 月 22 日
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は、「Intel® MPI Library 2019 
Update 8」(インテル MPI ライ
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、t2.microハードコー
ディングされたインスタンス
タイプからのAWS リージョン
（t2.microt3.microまたは
によってはAWS リージョン）
無料利用枠インスタンスタイプ
に変更されました。 AWS リー
ジョンt3.microインスタンス
タイプがデフォルトとなる無料
利用枠を持たないもの。

• Elastic Fabric Adapter (p. 474)
インストーラーを 1.11.1 に更
新しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.7 (efa-
config-1.5 から)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.3 (efa-
profile-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: rdma-
core-31.2amzn (rdma-
core-31.amzn0 から)

• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
(libfabric-1.10.1amzn1.1
から)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.1.0 (openmpi40-
aws-4.0.5 から)
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• vpc_settings (p. 524)、vpc_id (p. 555)、master_subnet_id (p. 554)
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. 478) 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、aws-
parallelcluster の CHANGELOG 
ファイルaws-parallelcluster-
cookbook、aws-parallelcluster-
nodeおよびにあるパッケージを
参照してください 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。

 変更点は次の通りです。

• (AWS中国とAWS リージョン
AWS GovCloud (米国) 地域
以外の) 全部でCentOS 8 つ
のサポートが追加されまし
た。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. 512) 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. 537)
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. 544)
および
drive_cache_type (p. 540)
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。

• ヘッドノードのメトリクスを
含む Amazon CloudWatch ダッ
シュボードを追加し、クラス
ターログに簡単にアクセスでき
るようになりました。詳細につ
いては、「 CloudWatch アマゾ
ンダッシュボード (p. 471)」を
参照してください。

• cluster_resource_bucket (p. 506)
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. 488) 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 --post-
install パラメータを追加
しました。

2020 年 11 月 18 日
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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. 497) コ
マンドを強化しました。
• アップデート時に
tags (p. 523) 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、上の
AWS ParallelCluster Wiki の
「all_or_nothing_batchロー
ンチの紹介」を参照してくださ
い GitHub。

• Elastic Fabric Adapter (p. 474)
インストーラーを 1.10.1 に更
新しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.5 (efa-
config-1.4 から)

• EFA プロファイル:efa-
profile-1.1 (efa-
profile-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: rdma-
core-31.amzn0 (rdma-
core-28.amzn0 から)

• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
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(libfabric-1.10.1amzn1.1
から)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.0.5 (openmpi40-
aws-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。

• AWS リージョンus-east-1の
デフォルトを削除しました。デ
フォルトでは、この検索順序を
使用します。
• AWS リージョン-r--
regionまたは引数で指定さ
れます。

• AWS_DEFAULT_REGION 環
境変数

• AWS ParallelCluster 設
定ファイルの [aws]
セクション (p. 502)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、aws-
parallelcluster の CHANGELOG 
ファイルaws-parallelcluster-
cookbook、aws-parallelcluster-
nodeおよびにあるパッケージを
参照してください 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. 456)」を参照
してください。

• Arm-based の AWS Graviton-
based のインスタンスにおけ
る NICE DCV (p. 478) 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. 474)
インストーラーを 1.9.5 に更新
しました。
• EFA 設定: efa-
config-1.4 (efa-
config-1.3 から)

• EFA のプロファイル: efa-
profile-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: rdma-
core-28.amzn0 (変更なし)

2020 年 9 月 11 日
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• Libfabric:
libfabric-1.10.1amzn1.1
(変更なし)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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. 478) 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。

• CloudWatch Logs に新
しいログストリームを
追加しました:chef-
clientclustermgtdcomputemgtdslurm_resume、、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。

• ではAWS GovCloud (US)AWS 
リージョン、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、aws-
parallelcluster の CHANGELOG 
ファイルaws-parallelcluster-
cookbook、aws-parallelcluster-
nodeおよびにあるパッケージを
参照してください 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 Graviton-
based のインスタンスタイ
プを含む場合の pcluster 
configure (p. 486) を修正し
ます。

変更点の詳細については、aws-
parallelcluster の CHANGELOG 
ファイルaws-parallelcluster-
cookbook、aws-parallelcluster-
nodeおよびにあるパッケージを
参照してください GitHub。

2020 年 8 月 4 日
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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。

 変更点は次の通りです。

• Arm-based の AWS Graviton-
based 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. 538)」、
「copy_tags_to_backups (p. 538)」、
「daily_automatic_backup_start_time (p. 539)」、
および
「fsx_backup_id (p. 541)」
を参照してください。

• pcluster 
createami (p. 488) から 
Berkshelf への依存を削除しま
した。

• pcluster update (p. 497) 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. 480)」
を参照してください。

• Elastic Fabric Adapter (p. 474)
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: rdma-
core-28.amzn0 (rdma-
core-25.0 から更新)

• Libfabric:
libfabric-1.10.1amzn1.1
(libfabric-
aws-1.9.0amzn1.1 から更
新)

• Open MPI: openmpi40-
aws-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

2020 年 7 月 23 日
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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、aws-
parallelcluster の CHANGELOG 
ファイルaws-parallelcluster-
cookbook、aws-parallelcluster-
nodeおよびにあるパッケージを
参照してください 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. 505) は必須パラ
メータになりました。

• scheduler (p. 521) は必須パ
ラメータになりました。

• NICE DCV (p. 478) 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. 476) 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. 474)
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: rdma-
core-25.0 (変更なし)

• Libfabric: libfabric-
aws-1.9.0amzn1.1 (変更
なし)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.0.3 (openmpi40-
aws-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、CentOS-7 (2003) 
Release Notes Notes Notes 
Notes Notes Notes」) -7)

2020 年 5 月 19 日
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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。

 変更点は次の通りです。

• Amazoncfn-wire
CloudWatch ログに保存さ
れているログから削除され
ましたcfn-init-cmd。詳
細については、「Amazon 
CloudWatch ログとの統
合 (p. 473)」を参照してくださ
い。

2020 年 4 月 17 日

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。

 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。

• CloudWatch クラスターとス
ケジューラのログの収集に 
Amazon Logs が使用されるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon CloudWatch ロ
グとの統合 (p. 473)」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. 536)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. 478)」を参照して
ください。

2020 年 2 月 27 日

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
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AWS ParallelClusterEFA のサ
ポートを導入

AWS ParallelCluster バージョン 
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。

2019 年 6 月 11 日

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. 613)

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。

2018 年 5 月 24 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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