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はじめに 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 

EC2) および Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスの開始と停止を自

動化します。 

このソリューションは、使用されていないリソースを停止し、キャパシティーが必要なときにリソース

を開始することで、運用コストを削減するのに役立ちます。例えば、企業は本番環境で AWS Instance 

Scheduler を使用して、毎日営業時間外にインスタンスを自動的に停止できます。すべてのインスタン

スをフル活用している場合は、このソリューションで通常の営業時間中にのみ必要なインスタンスに対

して最大 70% のコスト削減を実現できます（毎週の使用率は 168 時間から 50 時間に減少）。 

「AWS での Instance Scheduler」は、AWS リソースタグと AWS Lambda を使用して、独自に定義

されたスケジュールに従って、複数の AWS リージョンとアカウントにわたるインスタンスを自動的に

停止および再起動します。このソリューションでは、停止した Amazon EC2 インスタンスに休止 (ハ

イバネーション) を使用することもできます。 

この実装ガイドでは、AWS クラウドに「AWS での Instance Scheduler」ソリューションをデプロイ

するためのアーキテクチャ上の考慮事項と設定手順について説明します。 セキュリティと可用性に関す

る AWS ベストプラクティスを使用して、このソリューションを AWS にデプロイするために必要な 

AWS のサービスを起動、設定、実行する AWS CloudFormation テンプレートへのリンクが含まれて

います。 

このガイドは、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計の実務経験がある IT インフラストラクチ

ャアーキテクト、管理者、DevOps プロフェッショナルを対象としています。 
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コスト 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お

客様が負担します。2022 年 5 月時点で、米国東部（バージニア北部）リージョンで、デフォルト設定

でこのソリューションを実行するためのコストは、AWS Lambda の請求額で 1 か月あたり約 9.90 

USD になります。AWS Lambda の無料利用枠の月額利用クレジットがある場合はこれより安くなりま

す。これは、実行中の Amazon EC2 インスタンスの数とは無関係です。オプションのカスタム 

Amazon CloudWatch メトリクスには、スケジュールまたはスケジュールされたサービスごとに 1 か

月あたり 0.90 USD の追加料金が発生します。このソリューションでは、デフォルトで Amazon 

DynamoDB テーブルのオンデマンドスケーリングを使用して、十分な読み込みおよび書き込みキャパ

シティーを提供します。 

「AWS での Instance Scheduler」ソリューションでは、実行サイクルごとに異なる数の AWS 

Lambda 関数を実行するように設計されています。例えば、このソリューションが 1 つの AWS リー

ジョンで Amazon EC2インスタンスと Amazon RDS インスタンスの両方を管理するために 2 つのア

カウント (このソリューションをデプロイしたアカウントとクロスアカウント) を使用している場合に、

このソリューションでは 5 つの AWS Lambda 関数が実行されるとします。Amazon CloudWatch イ

ベントを処理するプロセスの初期起動時に、選択された頻度 (デフォルト: 5 分) に基づいて呼び出し、

各 AWS サービス、AWS アカウント、AWS リージョンで、個別の AWS Lambda 関数の実行 (2 つの 

AWS アカウント x 2 つの AWS サービス x 1 つの AWS リージョン ) によって処理されるとします。

実行あたりのこのソリューションのコストは、このソリューションによってタグ付けおよび管理される

インスタンスの数によって異なります。Amazon EC2 および Amazon RDS インスタンスの数が増え

ると、AWS Lambda 関数の実行時間も比例して増加することになります。 

次表のコストは、次の前提に基づいています。 

1. 米国東部 (バージニア北部) の AWS リージョンにデプロイ 

2. Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS インスタンスの両方を管理 

3. 追加のアカウントでインスタンスを管理 

4. 1 日あたりの実行の合計数: 1,440 回 (AWS Lambda を 5 分毎に実行するようスケジュール) 

https://aws.amazon.com/lambda/pricing/
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5. 各 AWS Lambda の平均実行時間 (想定): 8 秒 (スケジュールされるインスタンス数により異な

る) 

6. AWS Lambda 用に選択されたメモリ: 128 MB 

AWS サービス ディメンション コスト (1 か月あたり)  

AWS Lambda 1,440 実行 / 24 時間 

実行あたり 40 秒 (AWS Lambda ごと

に 8 秒) 

(0.0000021 USD / 秒 / 実行) 

7.25 USD  

 

AWS CloudWatch 

メトリクス (有効)  

スケジュールまたはスケジュールされた

サービスごとに 1か月 

0.90 USD  

 

AWS DynamoDB 1,080,000 (書き込み / 月) 

(100 万リクエストあたり 1.25 USD) 

1.25 USD 

AWS DynamoDB 1,080,000 (読み取り / 月) 

(100 万リクエストあたり 0.5 USD) 

0.50 USD 

AWS DynamoDB < 1 GB 

(最初の 25 GB は無料) 

0.0 USD 

 合計: 9.90 USD 

このコストは、実行中の Amazon EC2 と Amazon RDS のインスタンスの数とは無関係です。このソ

リューションでは、デフォルトで Amazon DynamoDB テーブルのオンデマンドスケーリングを使用し

て、十分な読み込みおよび書き込みキャパシティーを提供します。このソリューションで使用している 

AWS サービスは、「その他のリソース」に一覧表示されています。 

料金は変更される可能性があります。詳細については、このソリューションで使用する AWS の各サー

ビスの料金表ウェブページを参照してください。 
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アーキテクチャの概要 
このソリューションをデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築されます。 

 

図 1:「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのアーキテクチャ 

1. AWS CloudFormation テンプレートは、独自で定義された間隔で Amazon CloudWatch イベ

ントをセットアップします。このイベントは、AWS Lambda の Instance Scheduler 関数を呼

び出します。ユーザーは、セットアップ中に AWS のリージョンとアカウントを定義するだけで

なく、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションがスケジュールを該当する Amazon 

EC2 および Amazon RDS のインスタンスとクラスターに関連付けるために使用するカスタム

タグも指定します。 

2. これらの値は Amazon DynamoDB に保存され、AWS Lambda 関数が実行されるたびに取得

されます。その後、カスタムタグを該当するインスタンスに適用できます 
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3. 「AWS での Instance Scheduler」ソリューションの初期設定時に、該当する Amazon EC2 お

よび Amazon RDS インスタンスを識別するために使用するタグキーを定義します。スケジュー

ルを作成する時に指定した名前が、タグ付けされたリソースに適用するスケジュールを識別す

るタグの値として使用されます。例えば、ユーザーはこのソリューションのデフォルトタグ名 

(タグキー) Schedule を使用して、uk-office-hours というスケジュールを作成します 。

uk-office-hours スケジュールを使用するインスタンスを特定するには、対象インスタンス

に、キーが Schedule、値が uk-office-hours でタグを追加します。 

AWS Lambda 関数では、リソースに対するアクセス許可の要件に  AWS Identity Access 

Management (AWS IAM) 、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS トピック) と 

Amazon Dynamo DB テーブルの暗号化に AWS Key Management System (AWS KMS) を使用して

います。このソリューションの AWS Lambda 関数が実行されるたびに、適切にタグ付けされた各イン

スタンスの現在の状態が、関連付けられたスケジュールのターゲット状態 (インスタンスタグのスケジ

ュールで 1 つ以上の期間で定義) に対してチェックされ、必要に応じて適切な開始アクションまたは停

止アクションが適用されます。 

例えば、AWS Lambda 関数が金曜日の午前 9 時 (東部標準時) に呼び出され、停止した Amazon EC2 

または Amazon RDS インスタンスが Schedule=office-hours タグが付与されている場合、

Amazon DynamoDB から office-hours というスケジュールの設定を探します。office-hours ス

ケジュールに、月曜日から金曜日の午前 9 時 (東部標準時) から午後 5 時 (東部標準時) までインスタ

ンスを実行することを示す期間ルールが含まれている場合、AWS Lambda 関数はそのインスタンスを

起動します。 

AWS Lambda 関数は、スケジュールの名前、そのスケジュールに関連付けられているインスタンスの

数、実行中のインスタンスの数も、Amazon CloudWatch オプションのカスタムメトリクスとして記録

します。(「Amazon CloudWatch メトリクス」を参照) 

注意: Amazon EC2 インスタンスの停止は、Amazon EC2 インスタンスの終了とは異なることに注

意してください。Amazon EC2 インスタンスは、デフォルトでシャットダウン時に停止し、終了し

ないように設定されていますが、独自にこの動作を変更することもできます。このソリューションを

使用する前に、必要に応じてインスタンスを停止または終了するように設定されていることを確認し

てください。 
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ソリューションコンポーネント 

スケジューラ設定テーブル 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、デプロイ時にグローバル構成設定を含む 

Amazon DynamoDB テーブルを作成します。このソリューションのデプロイ後にこれらのグローバル

構成設定を変更するには、AWS CloudFormation スタックを更新する必要があります。Amazon 

DynamoDB テーブルでこれらの値を変更しないでください。Amazon DynamoDB テーブルでこれら

の値を変更すると、スタックに保存されたパラメータとテーブル内の値の間に競合が発生します。 

グローバル構成設定が格納されているのは、設定テーブル内の type 属性に config の値を持つ項目で

す。スケジュールと期間の設定は、それぞれ type 属性に schedule と period の値を持つ項目です。

Amazon DynamoDB コンソールまたはこのソリューションのコマンドラインインターフェイスを使用

して、設定テーブルのスケジュールと期間を追加、更新、または削除できます。 

スケジュール 
スケジュールでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスと Amazon 

Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを実行するタイミングを指定します。各ス

ケジュールには一意の名前が必要です。この名前は、タグ付けされたリソースに適用するスケジュール

を識別するタグ値として使用されます。 

期間 
各スケジュールには、インスタンスが起動しているべき期間を少なくとも 1 つ含める必要があります。

スケジュールには複数の期間を含めることができます。スケジュールで 1 つ以上の期間が使用されてい

る場合、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、少なくとも 1 つの期間ルールが true 

であれば、適切な開始アクションを適用します。詳細については、「期間ルール」を参照してください。 

タイムゾーン 
スケジュールのタイムゾーンを指定することもできます。タイムゾーンを指定しない場合は、このソリ

ューションを起動するときに指定したデフォルトのタイムゾーンがスケジュールで使用されます。許容
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されるタイムゾーン値のリストについては、TZ データベースのタイムゾーンのリストの TZ 列を参照

してください。 

hibernate フィールド 
hibernate フィールドでは、Amazon EC2 インスタンスを停止させる際に休止 (ハイバネーション) 

を使用できます。hibernate フィールドを true に設定する場合は、Amazon EC2 インスタンスに休

止がサポートされている Amazon Machine Image (AMI) を使用するか、休止をサポートするように 

AMI を設定する必要があります。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud Linux インスタ

ンス用ユーザーガイドの「オンデマンドまたはリザーブドの Linux もしくは インスタンスを休止状態

にする」を参照してください。インスタンスの休止では、インスタンスメモリ (RAM) から Amazon 

Elastic Block Store (Amazon EBS) ルートボリュームにコンテンツを保存します。このフィールドが 

true に設定されている場合は、このソリューションがインスタンスを停止すると、インスタンスが休

止状態になります。 

インスタンスの休止を使用するようにこのソリューションを設定したが、インスタンスの休止が有効に

なっていない、または休止の前提条件を満たしていない場合、このソリューションは警告をログに記録

し、インスタンスは休止ではなく停止します。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud 

Linux インスタンス用ユーザーガイドの「オンデマンドまたはリザーブドの Linux もしくは インスタ

ンスを休止状態にする」を参照してください。 

enforced フィールド 
スケジュールには、インスタンスが実行期間外に手動で起動されたり、実行期間中に手動で停止された

りすることを防ぐための enforced フィールドが含まれています。このフィールドを true に設定し

た状態でユーザーが実行期間外に手動でインスタンスを起動すると、このソリューションはそのインス

タンスを停止します。このフィールドを true に設定した状態で実行期間中に手動でインスタンスを停

止すると、このソリューションはそのインスタンスを再起動します。 

retain_running フィールド 
retain_running フィールドでは、インスタンスが期間の開始前に手動で起動されていた場合に、実

行期間の終了時にそのインスタンスを停止することを防ぎます。例えば、午前 9 時から午後 5 時まで

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html#enabling-hibernation
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html#hibernating-prerequisites
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html
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の期間のインスタンスが午前 9 時より前に手動で起動された場合、このソリューションは午後 5 時に

そのインスタンスを停止しません。 

ssm-maintenance-window フィールド 
ssm-maintenance-window フィールドを使用すると、AWS Systems Manager メンテナンスウィン

ドウで指定されている時間帯を実行期間としてスケジュールに自動的に追加できます。Amazon EC2 

インスタンスと同じアカウントと AWS リージョンに存在するメンテナンスウィンドウの名前を指定す

ると、このソリューションはメンテナンス時間が開始される前にインスタンスを起動し、他の実行期間

でインスタンスの実行が指定されていない場合、およびメンテナンスイベントが完了した場合に、メン

テナンスウィンドウの終了時にインスタンスを停止します。 

このソリューションの初期設定時に指定した AWS Lambda の実行頻度によって、メンテナンスウィン

ドウのどのくらい前からインスタンスが起動するのか決まります。AWS CloudFormation パラメータ

の Frequency を 10 分以下に設定した場合は、このソリューションはメンテナンスウィンドウの 10 

分前にインスタンスを起動します。Frequency を 10 分以上に設定すると、スケジューラは指定した実

行頻度と同じ分数でインスタンスを起動します。例えば、Frequency を 30 分に設定した場合、スケジ

ューラはメンテナンスウィンドウの 30 分前にインスタンスを起動します。 

このソリューションのスタックにある  AWS CloudFormation パラメータの  Enable SSM 

Maintenance windows を Yes に設定してスタックを更新し、このソリューションが AWS Lambda 

関数の実行時に使用される Amazon DynamoDB テーブルへの SSM メンテナンスウィンドウの読み込

みを開始するようにする必要があります。 

詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager メンテナンス

ウィンドウ」を参照してください。 

override_status フィールド 
スケジュールには、このソリューションの開始アクションと停止アクションを一時的に上書きできる 

override_status フィールドも含まれています。このフィールドを running に設定した場合、この

ソリューションは該当するインスタンスの起動は行いますが、停止は行いません。そのインスタンスは、

手動で停止するまで実行されます。フィールドを stopped に設定すると、このソリューションは該当

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
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するインスタンスの停止は行いますが、起動は行いません。そのインスタンスは、手動で起動するまで

実行されません。 

override_status フィールドを running に設定し、enforced フィールドを使用して実行期間外に

手動でインスタンスが起動しないようすると、このソリューションはそのインスタンスを停止すること

に注意してください。override_status フィールドを stopped に設定し、enforced フィールドを

使用して、実行期間中にインスタンスが手動で停止されないようにすると、このソリューションはイン

スタンスを再起動します。 

インスタンスタイプ 
Amazon EC2 インスタンスの場合のみ、スケジュール内の各期間にオプションとしてインスタンスタ

イプを指定できます。期間内にインスタンスタイプを指定すると、このソリューションは該当するイン

スタンスタイプで Amazon EC2 インスタンスを起動します。 

インスタンスタイプを指定するには、<period-name>@<instance-type> 構文を使用します。(例: 

weekends@t2.nano) Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS インスタンスをスケジュールする

期間にインスタンスタイプを指定した場合、そのインスタンスタイプは Amazon RDS インスタンスで

は無視されることに注意してください。 

実行中のインスタンスのインスタンスタイプが期間に指定されたインスタンスタイプと異なる場合、こ

のソリューションは実行中のインスタンスを停止し、指定されたインスタンスタイプが実行中のインス

タンスの設定と互換性がある場合、指定されたインスタンスタイプでそのインスタンスを再起動します。

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「インスタンスのサイズ変更

の互換性」を参照してください。 

スケジュールの定義 
Amazon DynamoDB 内の「AWS での Instance Scheduler」ソリューションの設定テーブルには、ス

ケジュール定義が含まれています。スケジュールの定義には、次のフィールドを含めることができます。 

フィールド 説明 

description スケジュールの説明 (オプション) 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-resize.html#resize-limitations
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-resize.html#resize-limitations
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フィールド 説明 

hibernate Amazon Linux を実行する Amazon EC2 インスタンスを休止するかどうかを

選択します。このフィールドが true に設定されている場合は、スケジューラ

はインスタンスを停止すると休止状態になります。インスタンスの休止を有効

にし、休止の前提条件を満たしている必要があることに注意してください。 

enforced スケジュールを強制するかどうかを選択します。このフィールドが true に設

定されている場合は、スケジューラはインスタンスが実行期間外に手動で起動

された場合は実行中のインスタンスを停止し、インスタンスが実行期間中に手

動で停止された場合はインスタンスを起動します。 

name スケジュールを識別するために使用される名前。この名前は一意である必要が

あります。 

override_status このフィールドが running に設定されている場合は、インスタンスは起動され

ますが、手動で停止するまで停止されません。このフィールドが stopped に設

定されている場合は、インスタンスは停止されますが、手動で起動するまで起

動されません。 

periods このスケジュールで使用される期間の名前。期間の name フィールドに表示さ

れているとおりに名前を入力します。 

<period-name>@<instance-type> 構文を使用して、期間のインスタンスタ

イプを指定することもできます。(例: weekdays@t2.large) 

retain_running インスタンスが期間の開始前に手動で起動された場合に、実行期間の終了時に

このソリューションがインスタンスを停止しないようにする (起動したままにす

る) かどうかを選択します。 

ssm_maintenance_window AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを実行期間として追加するか

どうかを選択します。メンテナンスウィンドウの名前を入力します。 

注意: このフィールドを使用するには、 

use_maintenance_window パラメータも trueに設定する必要があ

ります。 

stop_new_instances インスタンスが実行期間外に実行されている場合に、最初にタグ付けされたと

きにインスタンスを停止するかどうかを選択します。デフォルトでは、このフ

ィールドは true に設定されます。 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html#enabling-hibernation
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html#enabling-hibernation
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html#hibernating-prerequisites
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フィールド 説明 

timezone スケジュールが使用するタイムゾーン。タイムゾーンを指定しない場合は、デ

フォルトのタイムゾーン (UTC) が使用されます。許容されるタイムゾーン値の

リストについては、TZ データベースのタイムゾーンのリストの TZ 列を参照し

てください。 

use_maintenance_window このフィールドを使用して、Amazon RDS メンテナンスウィンドウを実行期間

として Amazon RDS インスタンススケジュールに追加したり、AWS Systems 

Manager メンテナンスウィンドウを実行期間として Amazon EC2 インスタン

ススケジュールに追加したりします。詳細については、「Amazon RDS メンテ

ナンスウィンドウ」および「SSM メンテナンスウィンドウフィールド」を参照

してください。 

use_metrics スケジュールレベルで Amazon CloudWatch メトリクスを有効にするかどうか

を選択します。このフィールドは、デプロイ時に指定した  Amazon 

CloudWatch メトリクス設定を上書きします。 

注意: この機能を有効にすると、スケジュールまたはスケジュールさ

れたサービスごとに 1 か月あたり 0.90 USD の料金が発生します。 

期間ルール (Period Rules) 
期間ルールには、インスタンスを実行する特定の時間、日、月を設定できる条件が含まれています。期

間ルールには複数の条件を含めることができますが、「AWS での Instance Scheduler」ソリューショ

ンで適切な開始アクションまたは停止アクションを適用するには、すべての条件が true である必要が

あります。 

開始時刻 (begintime) と停止時刻 (endtime) 
begintime フィールドと endtime フィールドは、「AWS での Instance Scheduler」ソリューショ

ンがインスタンスをいつ開始し、いつ停止するのかを定義します。開始時刻のみを指定する場合は、イ

ンスタンスを手動で停止する必要があります。weekdays フィールドに値を指定した場合は、このソリ

ューションはその値を使用してそのインスタンスを停止するタイミングを決定することに注意してくだ

さい。例えば、begintime を午前 9 時に指定し、 endtime なしで weekdays の値を月曜日から金曜

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
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日にすると、隣接する期間をスケジュールしていない限り、インスタンスは毎日の終わりの午後 11 時 

59 分に停止します。 

同様に、停止時刻のみを指定する場合は、インスタンスを手動で起動する必要があります。どちらの時

間も指定しない場合は、このソリューションは、曜日、月の日数、または月のルールを使用してインス

タンスを起動および停止します。 

期間の begintime と endtime の値は、スケジュールで指定されたタイムゾーンである必要がありま

す。スケジュールでタイムゾーンを指定しない場合、このソリューションの起動時に指定されたタイム

ゾーンを使用します。 

スケジュールに複数の期間が含まれる場合は、期間の begintime と endtime の両方を指定すること

をお勧めします。時間を指定しない場合は、このソリューションは他の期間で指定された時間を使用し

て、インスタンスをいつ開始し、いつ停止するのかを決定します。例えば、インスタンスを手動で停止

するまで実行したい場合を考えます。ある期間で endtime を指定せず begintime を午前 9 時に指定

していたとしても、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、翌日の午前 00:00 にイン

スタンスを停止します。このソリューションは、その特定の日の別の期間が見つかるまで、インスタン

スの起動と停止のどちらを維持するかを評価します。 

指定した開始時間より前にインスタンスを起動した場合は、そのインスタンスは実行期間の終了まで実

行されます。例えば、ユーザーがインスタンスを毎日午前 9 時に開始し、そのインスタンスを午後 5 

時に停止する期間を定義できます。 

 

図 2: 9 時から 5 時でスケジュールされた開始と停止 

ユーザーが午前 5 時にインスタンスを手動で開始した場合は、このソリューションは午後 5 時にイン

スタンスを停止します。retain running フィールドを使用する場合は、このソリューションは午後 5 時

にインスタンスを停止しないことに注意してください。 
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図 3: 午前 5 時に手動で起動 

指定した停止時間より前にインスタンスを停止した場合は、そのインスタンスは次の実行期間の開始ま

で実行されません。前述の例えから引き続き、ユーザーが水曜日の午後 1 時にインスタンスを停止した

場合は、このソリューションは木曜日の午前 9 時までそのインスタンスを起動しません。 

 

図 4: 午後 5 時にスケジュールされた停止 

隣接期間 
スケジュールに隣接する 2 つの実行期間が含まれている場合、このソリューションは実行インスタンス

を停止しません。例えば、ある期間の endtime が午後 11:59 で、別の期間の begintime が翌日の

午前 0 時である場合は、インスタンスを停止する weekdays、monthdays、または months のルール

がないとこのソリューションはインスタンスの実行を停止しません。 

月曜日の午前 9 時から金曜日の午後 5 時までインスタンスを実行するスケジュールを実装するには、

次の 3 つの期間が必要です。1 つ目は、月曜日の午前 9 時から午後 11 時 59 分までインスタンスを実

行する期間です。2 つ目は、火曜日の午前 0 時から木曜日の午後 11 時 59 分までインスタンスを実行

する期間です。3 つ目は、金曜日の午前 0 時から金曜日の午後 5 時までインスタンスを実行する期間

です。詳細については、「スケジュールのサンプル」を参照してください。 

weekdays フィールド 
weekdays フィールドは、インスタンスを実行する曜日を定義します。曜日のリスト、曜日の範囲、そ

の月の第 n 曜日 (その月で n 回目の該当曜日)、またはその月の最後曜日を指定できます。このソリュ

ーションでは、省略形の曜日名 (Mon) と数字 (0) がサポートされています。詳細については、「ステ

ップ 2」を参照してください。 
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monthdays フィールド 
monthdays フィールドは、インスタンスを実行する月の日数を定義します。日のリスト、日の範囲、

その月のある日を起点に n 日毎、月の最終日、または特定の日付に最も近い平日を指定できます。詳細

については、「ステップ 2」を参照してください。 

months フィールド 
months フィールドは、インスタンスを実行する月を定義します。月のリスト、月の範囲、またはその

年のある月を起点に n 月毎を指定できます。このソリューションでは、省略形の月名 (Jan) と数字 (1) 

がサポートされています。詳細については、「ステップ 2」を参照してください。 

期間の定義 
Amazon DynamoDB 内の AWS Instance Scheduler 設定テーブルには、期間の定義が含まれていま

す。期間の定義には、次のフィールドを含めることができます。一部のフィールドでは、Cron 非標準

文字がサポートされています。 

フィールド 説明 

重要: begintime、endtime、weekdays、months、または monthdays のうち、少なくとも 1 つ指定する必

要があります。 

begintime インスタンスが起動する時刻 (HH:MM 形式)  

description 期間ルールの説明 (オプション) 

endtime インスタンスが停止する時間 (HH:MM 形式) 

months インスタンスを実行する月のカンマ区切りリスト、またはハイフンで区切られた月範囲を入力

します。例えば、jan、feb、mar または 1, 2, 3 と入力して、その月にインスタンスを実行し

ます。または、jan-mar または 1-3 と入力することもできます。 

また、インスタンスを n 番目の月ごと、またはある範囲の n 番目の月ごとに実行するようにイ

ンスタンスをスケジュールすることもできます。例えば、Jan/3 または 1/3 と入力して、1 月

から 3 か月ごとにインスタンスを実行します。1 月から 7 月まで 1 か月おきに実行するには、 

Jan-Jul/2 と入力します。 

monthdays インスタンスを実行する月の日のカンマ区切りリスト、またはハイフンで区切られた日付範囲

を入力します。例えば、1, 2, 3 または 1-3 と入力して、月の最初の 3 日間にインスタンスを

https://en.wikipedia.org/wiki/Cron#Non-Standard_Characters
https://en.wikipedia.org/wiki/Cron#Non-Standard_Characters
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フィールド 説明 

実行します。複数の範囲を入力することもできます。例えば、1-3, 7-9 と入力して、1 日から 

3日、および 7日 から 9日にインスタンスを実行します。 

また、月の n 日ごと、またはある範囲の月の n 日ごとにインスタンスを実行するようにインス

タンスをスケジュールすることもできます。例えば、1 日目から 7 日ごとにインスタンスを実

行するには、1/7 と入力します。1 日から 15 日までの間で 1 日おきにインスタンスを実行する

には、1-15/2 と入力します。 

月の最終日にインスタンスを実行するには、L と入力します。指定した日付に最も近い平日にイ

ンスタンスを実行するには、日付と W を入力します。例えば、15 日に最も近い平日にインスタ

ンスを実行するには、15W と入力します。 

name 期間ルールを識別するために使用する名前。この名前は一意である必要があります。 

weekdays インスタンスを実行する曜日のカンマ区切りリスト、または曜日の範囲を入力します。例え

ば、0, 1, 2 または 0-2 と入力して、月曜日から水曜日にインスタンスを実行します。複数の範

囲を入力することもできます。例えば、木曜日を除いて毎日インスタンスを実行するには、0-

2, 4-6 と入力します 。 

また、その月の曜日の n 回ごとにインスタンスを実行するようにスケジュールすることもでき

ます。例えば、Mon#1 または 0#1 と入力して、月の最初の月曜日にインスタンスを実行しま

す。 

1 日と L を入力して、その月の曜日の最後の発生時にインスタンスを実行します。例えば、

friL または 4L と入力して、月の最終金曜日にインスタンスを実行します。 

期間ルールに複数の条件が含まれている場合は、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションが

適切なアクションを適用するには、すべての条件が true である必要があることに注意してください。

例えば、値が Mon#1 の weekdays フィールドと値が Jan/3 の months フィールドを含む期間ルール

では、四半期の最初の月曜日にアクションが適用されます。 

クロスアカウントインスタンスのスケジューリング 
このソリューションには、セカンダリアカウントでインスタンスを開始および停止するために必要な 

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成するテンプレート  (instance-

scheduler-remote) が含まれています。スタックを起動する前に、リモートテンプレートのアクセ

ス許可を確認および変更できます。 
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自動化された開始 / 停止スケジュールをセカンダリアカウントのリソースに適用するには、プライマリ

アカウントで主要なソリューションテンプレート (instance-scheduler) を起動します。次に、該当

する各セカンダリアカウントでリモートテンプレート (instance-scheduler-remote) を起動しま

す。各リモートスタックが起動されると、クロスアカウントロールの Amazon リソースネーム (ARN) 

が作成されます。Cross-account roles パラメータに適切な ARN を入力して、各クロスアカウント

ロール ARN で主要なソリューションスタックを更新し、「AWS での Instance Scheduler」ソリュー

ションがセカンダリアカウントのインスタンスで開始および停止アクションを実行できるようにします。 

AWS Systems Manager Parameter Store 
AWS Systems Manager Parameter Store を使用して、クロスアカウントロール ARN を保存できま

す。クロスアカウント ARN は、すべての項目が ARN であるリストパラメータとして、または ARN の

カンマ区切りリストを含む文字列パラメータとして保存できます。パラメータのフォーマットは、

{param:name} です。このフォーマットの name は、AWS Systems Manager Parameter Store 内

のパラメータの名前になります。 

この機能を使用するには、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックを AWS 

Systems Manager Parameter Store と同じアカウントで起動する必要があります。 

自動タグ付け 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、開始または停止するすべてのインスタンスにタ

グを自動的に追加できます。Started tags パラメータと Stopped tags パラメータで、タグ名または 

tagname=tagvalue ペアのリストを指定できます。このソリューションには、タグに変数情報を追加

できるマクロも含まれています。  

• {scheduler}:「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックの名前 

• {year}: 年 (4 桁) 

• {month}: 月 (2 桁) 

• {day}: 日 (2 桁) 

• {hour}: 時間 (2 桁、24 時間形式) 

• {minute}: 分 (2 桁) 



アマゾンウェブサービス -AWS での Instance Scheduler 2022 年 5 月 

22 / 61 ページ  

• {timezone}: タイムゾーン 

次の表は、さまざまな入力と結果のタグの例を示しています。  

パラメータ入力の例 「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのタグ 

ScheduleMessage=Started by scheduler 
{scheduler} 

ScheduleMessage=Started by scheduler 
MyScheduler 

ScheduleMessage=Started on 
{year}/{month}/{day} 

ScheduleMessage=Started on 2017/07/06 

ScheduleMessage=Started on 
{year}/{month}/{day} at {hour}:{minute} 

ScheduleMessage=Started on 2017/07/06 at 09:00 

ScheduleMessage=Started on 
{year}/{month}/{day} at {hour}:{minute} 
{timezone} 

ScheduleMessage=Started on 2017/07/06 at 09:00 
UTC 

Started tags パラメータを使用すると、スケジューラがインスタンスを停止すると、タグが自動的に

削除されます。Stopped tags パラメータを使用すると、インスタンスの起動時にタグが自動的に削除

されます。 

Scheduler コマンドラインインターフェイス 
AWS Instance Scheduler には、スケジュールと期間を設定するためのコマンドを提供するコマンドラ

インインターフェイス (CLI) が含まれています。CLI を使用すると、特定のスケジュールで削減できる

コストを見積もることができます。Scheduler CLI によって提供されるコストの見積もりは、概算のみ

を目的としています。Scheduler CLI の設定と使用の詳細については、「Scheduler CLI」を参照して

ください。 

セキュリティ 
AWS インフラストラクチャでシステムを構築する場合、セキュリティ上の責任はお客様と AWS の間

で共有されます。この責任共有モデルにより、AWS がホストオペレーティングシステムと仮想化レイ

ヤーからサービスが運用されている施設の物理的なセキュリティに至るまでの要素を運用、管理、およ

び制御するため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちます。AWS セキュリティの詳細につい

ては、AWS クラウドセキュリティを参照してください。 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/security/
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AWS Key Management System 
このソリューションでは、AWS マネージド型のカスタムマスターキー (CMK) が作成されます。これ

は、Amazon SNS トピックと Amazon DynamoDB テーブルのサーバーサイドの暗号化を設定するた

めに使用されます。 

Amazon Identity Access Management 
このソリューションによって作成された AWS Lambda 関数には、Amazon EC2 インスタンスと 

Amazon RDS インスタンスの両方を開始/停止、インスタンス属性の変更、インスタンスのタグの更新

にアクセス権限が必要です。必要なすべてのアクセス許可は、このソリューションのテンプレートの一

部として作成された AWS Lambda サービスロールに対して、このソリューションが提供します。さら

に、AWS Lambda サービスロールには、SSM get/put パラメータへのアクセス、Amazon 

CloudWatch ロググループへのアクセス、AWS KMS キーの暗号化/復号化、Amazon SNS トピックへ

のメッセージの発行も用意されています。サービスロールに付与される各アクセス許可の詳細について

は、「AWS CloudFormation テンプレート」を参照してください。 

設計に関する考慮事項 

部分的な自動化 
ユーザーは部分的な自動化を実装することもできます (例: 開始のみのアクションまたは停止のみのア

クションの設定)。例えば、あるチームがそれぞれのインスタンスの停止を（手動で）異なる時間に行

いたいが起動は毎朝一斉に行いたい、あるいはその逆の場合が考えられます。 

インスタンスのシャットダウン動作 
Amazon EC2 
このソリューションは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを自動的に停

止するように設計されており、インスタンスのシャットダウン動作が終了ではなく停止に設定されてい

ることを前提としています。Amazon EC2 インスタンスが終了 (停止ではなく) してしまった場合は、

再起動できないことに注意してください。 
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Amazon EC2 インスタンスは、デフォルトでシャットダウン時に停止し、終了しないように設定され

ていますが、独自にこの動作を変更することもできます。そのため、「AWS での Instance Scheduler」

ソリューションを使用して制御するインスタンスに停止のシャットダウン動作が設定されていることを

確認します。設定されていない場合は、インスタンスは終了します。 

Amazon RDS 
このソリューションは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを自動

的に停止し、削除しないように設計されています。Create RDS Instance Snapshot AWS 

CloudFormation テンプレートパラメータを使用して、このソリューションがインスタンスを停止する

前に RDS インスタンスのスナップショットを作成できます。スナップショットは、次回インスタンス

が停止されて新しいスナップショットが作成されるまで保持されます。スナップショットは Amazon 

Aurora クラスターでは利用できないことに注意してください。 

Schedule Aurora Clusters テンプレートパラメータを使用して、Amazon Aurora クラスターの一

部である、または Amazon Aurora データベースを管理する Amazon RDS インスタンスを起動および

停止できます。初期設定時に定義したタグキーと、そのクラスターをスケジュールするタグ値としてス

ケジュール名を使用して、クラスター (個々のインスタンスではない) にタグ付けする必要があります。 

Amazon RDS インスタンスの起動と停止の制限の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの

「一時的に Amazon RDS DB インスタンスを停止する」を参照してください。 

Amazon RDS インスタンスが停止すると、キャッシュがクリアされるため、そのインスタンスの再起

動時にパフォーマンスが低下する場合があります。 

Amazon RDS のメンテナンスウィンドウ 
すべての Amawzon RDS インスタンスには、週ごとのメンテナンスウィンドウがあります。その時間

内にシステムの変更が適用されます。メンテナンスウィンドウ中、Amazon RDS は 7 日以上停止した

インスタンスを自動的に起動し、メンテナンスを適用します。メンテナンスイベントが完了しても、

Amazon RDS はそのインスタンスを停止しないことに注意してください。 

「AWS での Instance Scheduler」ソリューションでは、Amazon RDS インスタンスの優先メンテナ

ンスウィンドウを実行期間としてスケジュールに追加するかどうかを指定できます。このソリューショ

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/terminating-instances.html#Using_ChangingInstanceInitiatedShutdownBehavior
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_StopInstance.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeDBInstance.Maintenance.html#Concepts.DBMaintenance
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ンでは、メンテナンスウィンドウの最初にインスタンスを起動し、他の実行期間でインスタンスの実行

が指定されていない場合、およびメンテナンスイベントが完了した場合は、メンテナンスウィンドウの

最後にインスタンスを停止します。 

メンテナンスウィンドウが終了してもメンテナンスイベントが完了しない場合、そのインスタンスはメ

ンテナンスイベントが完了してからスケジュール間隔まで実行されます。Amazon RDS メンテナンス

ウィンドウの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS のメンテナンス」を参

照してください。 

グローバルな構成設定 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションの AWS CloudFormation テンプレートをデプロイ

すると、グローバルな構成設定が Amazon DynamoDB テーブル (ConfigTable) に保存されます。

これらの設定を変更するには、AWS CloudFormation テンプレートを使用してソリューションスタッ

クを更新します。Amazon DynamoDB テーブルでこれらの設定を変更しないでください。 

パフォーマンス 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションの AWS Lambda 関数が、次の呼び出し前にスケジ

ュールされたインスタンスをすべて処理しない場合は、このソリューションは Amazon CloudWatch 

Logs にエラーを記録し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知をエラーの SNS 

トピックに送信します。次の呼び出し前にすべてのインスタンスが処理されるようにするため、AWS 

Lambda 関数が実行されるデフォルトの間隔を変更するか、異なるタグ名でこのソリューションを複数

デプロイして起動することができます。 

デフォルトの間隔を増やすと、スケジュールの詳細度が低下する可能性があります。例えば、15 分間

隔で実行するように設定された AWS Lambda 関数は、15 分ごとにのみ起動アクションと停止アクシ

ョンを実行します。 

多数のインスタンスをスケジュールするには、少なくとも 5 分間隔を使用し、「AWS での Instance 

Scheduler」ソリューションの主要な AWS Lambda 関数のメモリサイズを Memory Size パラメータ

を使用して増やすことをお勧めします。 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeDBInstance.Maintenance.html
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暗号化された Amazon EBS ボリューム 
Amazon EC2 インスタンスに暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム

が含まれている場合は、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションに、カスタマーマスターキ

ー (CMK) を使用してインスタンスを起動および停止するアクセス許可を付与する必要があります。

kms:CreateGrant アクセス許可を「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのロール 

(<stackname>-SchedulerRole-<id>) に追加します。 

デプロイ可能なリージョン 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、任意の AWS リージョンにデプロイできます。

このソリューションはデプロイされると、アカウントのすべての AWS リージョンでタグ付けされた 

Amazon EC2 および Amazon RDS インスタンスに適切な開始または停止アクションを適用します。

クロスアカウントのインスタンススケジューリングを使用すると、このソリューションはすべてのアカ

ウントのすべての AWS リージョンのインスタンスにアクションを適用します。  

重要: AWS Lambda 関数が 1 つのリージョンで実行されている場合でも、「AWS での Instance 

Scheduler」ソリューションのアクションは、アカウントのすべての AWS リージョンで適切にタグ

付けされたインスタンスに影響します。 

このソリューションを複数デプロイして使用すると、多数のインスタンス、または多くのアカウントと 

AWS リージョンのインスタンスをスケジュールできます。複数のスケジューラをデプロイする場合は、

スタックごとに異なるタグ名を使用し、デプロイごとに重複しない AWS リージョンのセットを設定し

ます。各デプロイでは、スケジュールするリソースを識別するタグキーについて、アカウントのすべて

の AWS リージョン内のすべてのインスタンスをチェックします。複数のデプロイで AWS リージョン

が重複している場合、各インスタンスは複数のデプロイによって確認されます。 
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注意:「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、次の AWS リージョンで検証済みです。 

• us-east-1 (バージニア北部) 

• us-east-2 (オハイオ) 

• us-west-1 (北カリフォルニア) 

• us-west-2 (オレゴン) 

• eu-west-1 (アイルランド) 

• eu-west-2 (ロンドン) 

• eu-west-3 (パリ) 

• eu-central-1 (フランクフルト) 

• sa-east-1 (サンパウロ) 

• ap-northeast-1 (東京) 

• ap-northeast-2 (ソウル) 

• ap-south-1 (ムンバイ) 

• ap-southeast-1 (シンガポール) 

• ap-southeast-2 (シドニー) 

• ca-central-1 (カナダ) 

• AWS GovCloud (米国東部、米国西部) 

 

ログ記録と通知 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、ログ記録に Amazon CloudWatch Logs を使

用します。このソリューションは、タグ付けされた各インスタンスの処理情報、インスタンスの期間ル

ール評価の結果、その期間中のインスタンスの望ましい状態、適用されたアクション、デバッグメッセ

ージを記録します。詳細については、「ソリューションリソース」を参照してください。 

警告とエラーメッセージは、このソリューションで作成された Amazon SNS のトピックにも発行され、

サブスクライブしている E メールアドレスにメッセージが送信されます (Amazon SNS 開発者ガイド

の「トピックをサブスクライブする」を参照) 。Amazon SNS のトピックの名前は、このソリューショ

ンスタックの出力タブで確認できます。 

AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、AWS クラウドへの「AWS での 

Instance Scheduler」ソリューションのデプロイを自動化します。それには、次の  AWS 

CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

http://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/SubscribeTopic.html
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aws-instance-scheduler.template: このテンプレートを使用して、「AWS での  Instance 

Scheduler」ソリューションとすべての関連コンポーネントを起動します。デフォルト設定では、AWS 

Lambda 関数、 Amazon DynamoDB テーブル、 Amazon CloudWatch イベント、 Amazon 

CloudWatch カスタムメトリクスがデプロイされますが、特定のニーズに基づいてテンプレートをカス

タマイズすることもできます。 

aws-instance-scheduler-remote.template: このテンプレートを使用して、セカンダリアカウン

トのインスタンスにアクセス許可を設定します。デフォルト設定では、セカンダリアカウントでインス

タンスを起動および停止するために必要な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが

作成されます。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、設定、およびその他の考

慮事項をよくお読みください。このセクションの手順に従って、AWS アカウントに「AWS Instance 

Scheduler」ソリューションを設定してデプロイします。 

デプロイ時間: 約 5 分 

スタックの更新 
このソリューションをすでにデプロイしている場合は、この手順に従って「AWS での Instance 

Scheduler」ソリューションの AWS CloudFormation スタックを更新し、このソリューションのフレ

ームワークの最新バージョンを取得します。 

1. AWS CloudFormation コンソールにサインインし、既存の aws-instance-scheduler の AWS 

CloudFormation スタックを選択して、[更新] を選択します。 

2. [既存テンプレートを置き換える] を選択します。 

3. テンプレートの指定で、次の操作を行います。 

a. [Amazon S3 URL] を選択します。 

b. 最新テンプレートのリンクをコピーします。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler.template
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c. Amazon S3 URL テキストボックスにリンクを貼り付けます。 

d. 正しいテンプレートの URL が Amazon S3 URL テキストボックスに表示されていること

を確認し、[次へ] を選択します。もう一度、 [次へ] を選択します。 

4. パラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。パラメータの詳細

については、「ステップ 1. スタックの起動」を参照してください 。 

5. [次へ] を選択します。 

6. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します 。 

7. レビューページで、設定を確認します。テンプレートが AWS Identity and Access Management 

(IAM) リソースを作成することを承認するチェックボックスを必ずオンにします。 

8. [変更セットのプレビュー] を選択して、変更を確認します。 

9. [スタックの更新] を選択して、スタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で表示できます。約 15 

分で UPDATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

デプロイの概要 
このアーキテクチャを AWS にデプロイする手順は、次のステップで構成されます。詳細な手順につい

ては、各ステップのリンクを参照してください。 

ステップ 1. スタックの起動 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値を入力します: スタックの名前 

• 他のテンプレートパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. 期間 (Period) の設定 

• 期間 (Period) を作成し、期間の設定に必要なフィールドに設定します。 

ステップ 3. スケジュール (Schedule) の設定 

• スケジュール (Schedule) を作成し、スケジュールの指定に必要なフィールドを設定します。 
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ステップ 4. インスタンスへのタグ付け 

• 該当リソースにカスタムタグを付けます。 

ステップ 5.セカンダリアカウントでリモートスタックの起動 (オプション) 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値を入力します: Primary account 

ステップ 1. スタックの起動 
この自動化された AWS CloudFormation テンプレートは、「AWS での Instance Scheduler」ソリュ

ーションをデプロイし、関連コンポーネントを設定します。スタックを起動する前に、インスタンスの

設定を検証したことを確認してください。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、このガイドの「コスト」セクションで、このソリューションで使用されている

各  AWS サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、右側のボタンをクリッ

クして、aws-instance-scheduler Amazon CloudFormation テン

プレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでこのソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョン

セレクターを使用します。 

3. テンプレートの指定ページで、正しいテンプレートを選択したことを確認し、[次へ] を選択します。 

4. スタックの詳細を指定ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

注意: スタック名には 128 文字以上使用することはできません。 

5. パラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。 

このソリューションでは、次のデフォルト値を使用します。 

ソリューション 

の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler.template
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パラメータ デフォルト 説明 

Instance Scheduler 

tag name 

Schedule このタグは、自動化されたアクションを受け取るインスタンスを識別

するために使われます。また、カスタムの開始/停止パラメータも許可

します。 

デフォルト値を変更する場合は、すべての必要なインスタンスに一貫

して正しく適用しやすい名前を割り当ててください。 

Service(s) to 

schedule 

EC2 スケジュールするサービス。EC2、RDS、Both (両方) を選択しま

す。 

Schedule Aurora 

Clusters 

No Amazon Aurora クラスターをスケジュールするかどうかを選択しま

す。Amazon Aurora クラスターのスケジューリングをオンにするに

は、Service(s)to schedule パラメータで RDS または Both を選択

する必要があります。 

Create RDS instance 

snapshot 

Yes Amazon RDS インスタンスを停止する前にスナップショットを作成す

るかどうかを選択します。 

注意: スナップショットは Amazon Aurora クラスターでは使

用できません。 

Scheduling enabled Yes スケジュールを一時的にオフにするには、No を選択します。 

Region(s) <入力は任意> インスタンスがスケジュールされる AWS リージョンのリスト。(例: 

us-east-1、us-west-1) 

注意: このパラメータを空白のままにすると、このソリューシ

ョンは現在の AWS リージョンを使用します。 

Default time zone UTC スケジュールのデフォルトタイムゾーン。許容されるタイムゾーン値

のリストについては、TZ データベースのタイムゾーンのリストの TZ 

列を参照してください。 

Cross-account roles <入力は任意> クロスアカウントロールのカンマ区切りリスト。(例: 
arn:aws:iam::111122223333:role/<stackname>SchedulerCr

ossAccountRole) クロスアカウント ARN を AWS Systems 

Manager パラメータストアに保存する場合は、{param:name} フォ

ーマットを使用します。詳細については、AWS Systems Manager 

Parameter Store を参照してください。 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
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パラメータ デフォルト 説明 

注意: このパラメータには、セカンダリアカウントの 

CrossAccountRoleArn 値を入力します。 

This account Yes このアカウントのリソースを選択できるようにするには、タスクで 

Yes を選択します。 

注意 : このパラメータを No に設定した場合は、クロスアカウ

ントロールを設定する必要があります。 

Frequency 5 AWS Lambda 関数が実行される頻度 (分単位）。1、2、5、10、15、

30、または 60を選択します。 

Enable CloudWatch 

Metrics 

No すべてのスケジュールで Amazon CloudWatch メトリクスを使用して

データを収集するかどうかを選択します。個々のスケジュールを設定

するときに、このデフォルト設定を上書きできます (「ステップ 3」を

参照)。 

重要: この機能を有効にすると、スケジュールまたはスケジュ

ールされたサービスごとに 1 か月あたり 0.90 USD の料金が

発生します。 

Memory Size 128 このソリューションの主要な AWS Lambda 関数のメモリサイズ。デ

フォルトサイズを増やして、多数の Amazon EC2 および Amazon 

RDS インスタンスをスケジュールします。 

Enable CloudWatch 

Logs 

No Amazon CloudWatch Logs に詳細情報を記録するかどうかを選択しま

す。 

Enable SSM 

maintenance 

windows 

No このソリューションで SSM メンテナンスウィンドウをロードして、

Amazon EC2 インスタンスのスケジューリングに使用できるようにし

ます。 

Log retention days 30 ログの保持期間 (日数） 

Started tags <入力は任意> 起動したインスタンスに追加するタグ。tagname=tagvalue ペアのリ

ストを使用します。 

Stopped tags <入力は任意> 停止したインスタンスに追加するタグ。tagname=tagvalue ペアのリ

ストを使用します。 
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パラメータ デフォルト 説明 

Send anonymous 

usage data 

Yes 匿名のデータを AWS に送信して、顧客ベース全体におけるこのソリュ

ーションの使用状況とそれに関連するコスト削減を理解できるように

します。この機能をオプトアウトするには、Noを選択します。 

詳細については、「運用メトリクスの収集」を参照してください。 

6. [次へ] を選択します。 

7. スタックオプションの設定のページで、[次へ] をクリックします。 

8. レビューページで、設定を確認します。テンプレートが AWS Identity and Access Management 

(IAM) リソースを作成することを承認するチェックボックスを必ずオンにします。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で表示できます。約 5 

分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

ステップ 2.期間 (Period) の設定 
AWS CloudFormation テンプレートをデプロイすると、このソリューションによって Amazon 

DynamoDB テーブルが作成されます。このテーブルにはリファレンスとして使用できる期間ルールと

スケジュールのサンプルが含まれているので、独自のカスタム期間ルールとスケジュールを作成するこ

とができます。 

期間ルールを作成するには、Amazon DynamoDB コンソール、Scheduler CLI、または作成可能な  

AWS CloudFormation カスタムリソースを使用できます。このスタックのリソースタイプの詳細につ

いては、「カスタムリソース」を参照してください。 

注意: カスタムリソースを使用して期間を作成する場合、Amazon DynamoDB コンソールまたは 

Scheduler CLI を使用してその期間を削除または変更しないよう注意してください。そうすると、ス

タックに保存されたパラメータとテーブル内の値の間に競合が発生します。また、Amazon 

DynamoDB コンソールまたは Scheduler CLI を使用して作成されたスケジュールには、カスタム

リソースを使用して設定された期間を使用しないでください。 
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Amazon DynamoDB で期間ルールを作成するには、設定テーブル (ConfigTable) で期間 (Period) 

のいずれか 1 つ変更します。Scheduler CLI で期間を作成するには、該当するコマンドを使用します。

カスタムリソースを使用して期間を作成するには、このソリューションのカスタムリソースに該当する

フィールドを追加します。 

期間設定のサンプルについては、「スケジュールのサンプル」を参照してください。 

ステップ 3.スケジュール (Schedule) の設定 
スケジュールを作成するには、Amazon DynamoDB コンソール、Scheduler CLI、または作成可能な 

AWS CloudFormation カスタムリソースを使用できます。このスタックのリソースタイプの詳細につ

いては、「カスタムリソース」を参照してください。 

注意: カスタムリソースを使用してスケジュールを作成する場合、Amazon DynamoDB コンソール

または Scheduler CLI を使用してそのスケジュールを削除または変更することができないことに注

意してください。そうすると、スタックに保存されたパラメータとテーブル内の値の間に競合が発生

します。 

Amazon DynamoDB でスケジュールを作成するには、設定テーブル (ConfigTable) でスケジュール 

(Schedule) をいずれか 1 つ変更します 。Scheduler CLI でスケジュールを作成するには、 該当する

コマンドを使用します。カスタムリソースを使用してスケジュールを作成するには、このソリューショ

ンのカスタムリソースに該当するフィールドを追加します。 

スケジュール設定のサンプルについては、「スケジュールのサンプル」を参照してください。 

ステップ 4.インスタンスへのタグ付け 
AWS CloudFormation テンプレートをデプロイした際に、このソリューションのカスタムタグの名前

（タグキー）を定義しました。「AWS での Instance Scheduler」ソリューションが Amazon EC2 ま

たは  Amazon RDS インスタンスを認識するには、そのインスタンスのタグキーが  Amazon 

DynamoDB テーブルに保存されているカスタムタグ名と一致する必要があります。そのため、すべて

の該当するインスタンスに一貫して正しくタグを適用することが重要です。このソリューションを使用

している間も、インスタンスに対して既存のタグ付け戦略を引き続き使用できます。詳細については、

https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
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「Amazon EC2 リソースのタグ付け」および「Amazon RDS リソースのタグ付け」を参照してくださ

い。 

AWS マネジメントコンソールで、タグエディタを使用して、複数のリソースのタグを一度に適用また

は変更します。また、そのコンソールで手動でタグを適用および変更することもできます。 

タグ値の設定 
リソースにタグを適用する場合は、初期設定時に定義したタグキーを使用します。タグキーを 

Schedule に設定し、タグ値を Amazon DynamoDB テーブル内の同じスケジューラ名に設定して、

リソースをスケジュールします。Amazon DynamoDB テーブルのスケジューラ名を更新することもで

きます。 

注意: Amazon RDS インスタンスの場合、タグ値は 長さが 1~256 の Unicode 文字です。aws: を

プレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空

白 、 「 _ 」 、 「 . 」 、 「 / 」 、 「 = 」 、 「 + 」 、 「 - 」  (Java 正 規 表 現 : 

"^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)$") のみ使用できます。詳細については、「Amazon 

RDS リソースのタグ付け」を参照してください。 

ステップ 5.セカンダリアカウントでリモートスタックの起

動 (オプション) 
この自動化された AWS CloudFormation テンプレートは、セカンダリアカウントのアクセス許可を設

定します。 

1. 「AWS での Instance Scheduler」ソリューションスタックで出力タブに移動し、

SchedulerRole の値をコピーします。 

2. 該当するセカンダリアカウントの AWS マネジメントコンソールにサイン

インし、右側のボタンをクリックして aws-instance-scheduler-

remote AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

リモートスタック

の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler-remote.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler-remote.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler-remote.template
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Tagging.html
https://console.aws.amazon.com/resource-groups/tag-editor/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Tagging.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Tagging.html
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/aws-instance-scheduler-remote.template
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3. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでこのソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョン

セレクターを使用します。 

4. テンプレートの指定ページで、正しいテンプレートを選択したことを確認し、[次へ] を選択します。 

5. スタックの詳細を指定ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

6. パラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、変更します。 

パラメータ デフォルト 説明 

Primary account <入力が必須> 主要な「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタッ

クを持つアカウントのアカウント番号を入力します。このパラメータ

は、このアカウントの Amazon EC2 および Amazon RDS インスタ

ンスをスケジュールするアクセス許可をこのソリューションに付与し

ます。 

 
7. [次へ] を選択します。 

8. スタックオプションの設定のページで、[次へ] をクリックします。 

9. レビューページで、設定を確認します。テンプレートによって IAM リソースが作成されることを承

認するチェックボックスを必ずオンにします。 

10. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で表示できます。約 5 

分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

Amazon CloudWatch メトリクス 
こ の ソ リ ュ ー シ ョ ン で は 、 新 し い カ ス タ ム  Amazon CloudWatch メ ト リ ク ス 

(<stackname>:InstanceScheduler) が作成されます。AWS Lambda 関数が実行されるたびに、該

当する各インスタンスのメトリクスデータが更新され、適切な開始アクションまたは停止アクションが

適用されます。このデータには、スケジュールの名前、そのスケジュールに関連付けられたインスタン

スの数、実行中のインスタンスの数が含まれます。 
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「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのメト

リクスの表示 
1. AWS マネジメントコンソールで、Amazon CloudWatch コンソールを開きます。 

2. Custom Namespaces ドロップダウンフィールドで、<stackname>:InstanceScheduler を

選択します。 

 

図 5: Custom Namespaces フィールド 

3. スケジュールとサービスのディメンションを選択します。 

 

図 6: インスタンスの選択 

4. ステータスを表示するスケジュールとサービスを選択します。 

 
図 7: スケジュールの選択 

次のサンプルのように、ページ下部に選択したスケジュールごとに個別のグラフが表示されます。

値 0 は停止したインスタンスで、値 1.00 は実行中のインスタンスです。 
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図 8: メトリクスグラフ 

その他のリソース 
• Amazon Elastic Compute Cloud 

• Amazon Relational Database Service 

• AWS Lambda 

• Amazon DynamoDB 

• Amazon CloudWatch 

• AWS CloudFormation 

• AWS Identity Access Management 

• Amazon Simple Notification Systems 

• AWS Key Management System 

Scheduler CLI 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用す

ると、スケジュールと期間を設定し、特定のスケジュールのコスト削減を見積もることができます。 

https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/kms/
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認証情報 
Scheduler CLI を使用するには、AWS CLI の認証情報が必要です。詳細については、AWS CLI ユーザ

ーガイドの「設定ファイルと認証情報ファイル」を参照してください。 

認証情報には、次のアクセス権限が必要です。 

• lambda:InvokeFunction - スケジューラスタックで InstanceSchedulerMain 関数を呼び出

し、コマンドラインからスケジューラ設定データベースのスケジュールと期間の情報を更新します。 

• cloudformation:DescribeStackResource - スタックから AWS Lambda 関数の物理リソー

ス ID を取得し、CLI リクエストを処理します。 

Scheduler CLI とレスポンスによって行われたリクエストは、AdminCliRequestHandler-

yyyymmdd ログストリームに記録されます。 

注意: profile-name 引数を使用してプロファイルを指定する場合、指定するプロファイルにこれ

らのアクセス許可が必要です。profile-name 引数の詳細については、「共通の引数」を参照して

ください。 

Scheduler CLI のインストール 
1. Scheduler CLI パッケージをダウンロードして解凍します。 

2. scheduler-cli ディレクトリで、Python の setup スクリプトを実行します。 

Python setup.py install 

コマンドの構造 
Scheduler CLI は、コマンドラインでマルチパート構造を使用します。次のパートでは、Scheduler 

CLI の Python スクリプトを指定します。Scheduler CLI には、期間とスケジュールで実行するオペレ

ーションを指定するコマンドがあります。オペレーションの特定の引数は、コマンドラインで任意の順

序で指定できます。 

scheduler-cli <command> <arguments> 

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-config-files.html
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/aws-instance-scheduler/latest/scheduler-cli.zip
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共通の引数 
Scheduler CLI では、すべてのコマンドで使用できる次の引数がサポートされています。 

使用できるコマンド 
• create-period 

• create-schedule 

• delete-period 

• delete-schedule 

• describe-periods 

• describe-schedules 

引数 説明 

--stack <stackname> 「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックの名前 

重要: この引数はすべてのコマンドで必須です。 

--region <regionname> 「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックをデプロイしたリー

ジョンの名前 

注意: デフォルトの設定ファイルと認証情報ファイルがこのソリューション

のスタックと同じ AWS リージョンにインストールされていない場合は、

この引数を使用する必要があります。 

--profile-name 
<profilename> 

コマンドの実行に使用するプロファイルの名前。プロファイル名を指定しない場合、

デフォルトのプロファイルが使用されます。 

--query コマンド出力を制御する JMESPath 式。出力制御の詳細については、AWS CLI ユー

ザーガイドの「AWS CLI からのコマンド出力の制御」を参照してください。 

--help Scheduler CLI の有効なコマンドと引数を表示します。特定のコマンドとともに使用

すると、そのコマンドの有効なサブコマンドと引数が表示されます。 

--version Scheduler CLI のバージョン番号を表示します。 

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/controlling-output.html


アマゾンウェブサービス -AWS での Instance Scheduler 2022 年 5 月 

41 / 61 ページ  

• describe-schedule-usage 

• update-period 

• update-schedule 

• help 

create-period 

説明 
期間を作成します。期間には、begintime、endtime、weekdays、months、または monthdays う

ち少なくとも 1 つが含まれている必要があります。 

引数 
--name 

期間の名前 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

--description 

期間の説明 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

--begintime 

実行期間が開始される時刻。begintime と endtime を指定しない場合、実行期間は 00:00 - 

23:59 です。 

タイプ: 文字列 

制約 : H:MM または HH:MM 形式 

必須: いいえ 
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--endtime 

実行期間が停止する時間。begintime と endtime を指定しない場合、実行期間は 00:00 - 23:59 

です。 

タイプ: 文字列 

制約 : H:MM または HH:MM 形式 

必須: いいえ 

--weekdays 

期間の曜日 

タイプ: 文字列 

制約: 短縮された曜日名 (mon) または数字 (0) のカンマ区切りリスト 。「-」を使用して、範囲を

指定します。「/」を使用して、n 番目の曜日ごとに指定します。 

必須: いいえ 

--months 

期間の月数 

タイプ: 文字列 

制約: 月名 (jan) または数字 (1) のカンマ区切りリスト 。「-」を使用して、範囲を指定します。

「/」を使用して、n 番目の月ごとに指定します。 

必須: いいえ 

--monthdays 

期間の日数 

タイプ: 文字列 

制約: 月名 (jan) または数字 (1) のカンマ区切りリスト 。「-」を使用して、範囲を指定します。

「/」を使用して、月の n 日ごとに指定します。 

必須: いいえ 
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例: 
$ scheduler-cli create-period --name "weekdays" --begintime 09:00 --
endtime 18:00 --weekdays mon-fri --stack Scheduler 
{ 
   "Period": { 
      "Name": "weekdays",  
      "Endtime": "18:00",  
      "Type": "period",  
      "Begintime": "09:00",  
      "Weekdays": [ 
         "mon-fri" 
      ] 
   } 
} 

create-schedule 

説明 
スケジュールを作成します。 

引数 

--name 

スケジュールの名前 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

--description 

スケジュールの説明 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

--enforced 

インスタンスにスケジュールされた状態を適用します。 

必須: いいえ 
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--use-metrics 

Amazon CloudWatch メトリクスを収集します。 

必須: いいえ 

--override-status 

インスタンスのステータスを上書きして、指定した状態にインスタンスを維持します。 

タイプ: 文字列 

制約: 許容値は running または stopped です。 

必須: いいえ 

--periods 

スケジュールの実行期間のリスト。複数の期間が指定されている場合、期間ルールのいずれかが 

true の場合、このソリューションはインスタンスを起動します。 

タイプ: 文字列 

制約: 期間のカンマ区切りリスト。<period-name>@<instance type> を使用して、期間のイン

スタンスタイプを指定します。(例: weekdays@t2.large) 

必須: はい (override-status を使用しない場合) 

--retain-running 

インスタンスが期間の開始前に手動で起動された場合、実行期間の終了時にこのソリューションに

よって停止されるのを防ぎます。 

必須: いいえ 

--ssm-maintenance-window 

実行期間として AWS Systems Manager のメンテナンスウィンドウを Amazon EC2 インスタン

ススケジュールに追加します。このコマンドを使用するには、use-maintenance-window コマン

ドを使用する必要があります。 

タイプ: 文字列 



アマゾンウェブサービス -AWS での Instance Scheduler 2022 年 5 月 

45 / 61 ページ  

必須: いいえ 

--do-not-stop-new-instances 

インスタンスが実行期間外で実行されている場合、最初にタグ付けされたインスタンスを停止しな

いでください。 

必須: いいえ 

--timezone 

スケジュールが使用するタイムゾーン 

タイプ: 文字列の配列 

必須 : いいえ (この引数を使用しない場合、主要なソリューションスタックのデフォルトのタイム

ゾーンが使用されます) 

--use-maintenance-window 

実行期間として Amazon RDS メンテナンスウィンドウを Amazon RDS インスタンススケジュー

ルに追加するか、もしくは実行期間として AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを 

Amazon EC2 インスタンススケジュールに追加します。 

必須: いいえ 

例: 
$ scheduler-cli create-schedule --name LondonOfficeHours --periods 
weekdays,weekends --timezone Europe/London --stack Scheduler 
{ 
   "Schedule": { 
      "Enforced": false,  
      "Name": "LondonOfficeHours",  
      "StopNewInstances": true,  
      "Periods": [ 
         "weekends",  
         "weekdays" 
      ],  
      "Timezone": "Europe/London",  
      "Type": "schedule" 
   } 
} 



アマゾンウェブサービス -AWS での Instance Scheduler 2022 年 5 月 

46 / 61 ページ  

delete-period 

説明 
既存の期間を削除します。 

引数 

--name 

該当する期間の名前 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

重要: 期間が既存のスケジュールで使用されている場合は、削除する前にその期間をスケジュールか

ら削除する必要があります。 

例: 
$ scheduler-cli delete-period --name weekdays --stack Scheduler 
{ 
   "Period": "weekdays" 
} 

delete-schedule 

説明 
既存のスケジュールを削除します。 

引数 
--name 

該当するスケジュールの名前 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

例: 
$ scheduler-cli delete-schedule --name LondonOfficeHours --stack 
Scheduler 
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{ 
   "Schedule": "LondonOfficeHours" 
} 

describe-periods 

説明 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックに設定された期間を一覧表示します。 

引数 
--name 

説明する特定の期間の名前 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

例: 
$ scheduler-cli describe-periods --stack Scheduler 
{ 
   "Periods": [ 
      { 
         "Name": "first-monday-in-quarter",  
         "Months": [ 
            "jan/3" 
         ],  
         "Type": "period",  
         "Weekdays": [ 
            "mon#1" 
         ],  
         "Description": "Every first Monday of each quarter" 
      },  
      { 
         "Description": "Office hours",  
         "Weekdays": [ 
            "mon-fri" 
         ],  
         "Begintime": "09:00",  
         "Endtime": "17:00",  
         "Type": "period",  
         "Name": "office-hours" 
      },  
      
      { 
         "Name": "weekdays",  
         "Endtime": "18:00",  
         "Type": "period",  
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         "Weekdays": [ 
            "mon-fri" 
         ],  
         "Begintime": "09:00" 
      },  
      { 
         "Name": "weekends",  
         "Type": "period",  
         "Weekdays": [ 
            "sat-sun" 
         ],  
         "Description": "Days in weekend" 
      } 
   ] 
} 

describe-schedules 

説明 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックに設定されたスケジュールを一覧表示し

ます。 

引数 
--name 

説明する特定のスケジュールの名前 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

例: 
$ scheduler-cli describe-schedules --stack Scheduler 
 
{ 
   "Schedules": [ 
      { 
         "OverrideStatus": "running",  
         "Type": "schedule",  
         "Name": "Running",  
         "UseMetrics": false 
      },  
      { 
         "Timezone": "UTC",  
         "Type": "schedule",  
         "Periods": [ 
            "working-days@t2.micro",  



アマゾンウェブサービス -AWS での Instance Scheduler 2022 年 5 月 

49 / 61 ページ  

            "weekends@t2.nano" 
         ],  
         "Name": "scale-up-down" 
      },  
      { 
         "Timezone": "US/Pacific",  
         "Type": "schedule",  
         "Periods": [ 
            "office-hours" 
         ],  
         "Name": "seattle-office-hours" 
      },  
      { 
         "OverrideStatus": "stopped",  
         "Type": "schedule",  
         "Name": "stopped",  
         "UseMetrics": true 
      } 
   ] 
} 

describe-schedule-usage 

説明 
スケジュール内で実行されているすべての期間を一覧表示し、インスタンスの請求時間を計算します。

このコマンドを使用して、スケジュールを作成または更新した後の削減額と実行期間を計算するスケジ

ュールをシミュレートします。 

引数 
--name 

該当するスケジュールの名前 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

--startdate 

計算に使用する期間の開始日。デフォルトの日付は現在の日付です。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 



アマゾンウェブサービス -AWS での Instance Scheduler 2022 年 5 月 

50 / 61 ページ  

--enddate 

計算に使用する期間の終了日。デフォルトの日付は現在の日付です。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

例: 
$ scheduler-cli describe-schedule-usage --stack InstanceScheduler --
name seattle-office-hours 
{ 
   "Usage": { 
      "2017-12-04": { 
         "BillingHours": 8,  
         "RunningPeriods": { 
            "Office-hours": { 
               "Begin": "12/04/17 09:00:00",  
               "End": "12/04/17 17:00:00",  
               "BillingHours": 8,  
               "BillingSeconds": 28800 
            } 
         },  
         "BillingSeconds": 28800 
      } 
   },  
   "Schedule": "seattle-office-hours" 

update-period 

説明 
既存の期間を更新します。 

引数 
update-period コマンドは、create-period コマンドと同じ引数をサポートします。引数の詳細に

ついては、「create period コマンド」を参照してください。 

引数を指定しない場合は、その引数は期間から削除されることに注意してください。 

update-schedule 

説明 
既存のスケジュールを更新します。 
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引数 
update-schedule コマンドは、create-schedule コマンドと同じ引数をサポートします。引数の

詳細については、「create schedule コマンド」を参照してください。 

重要: 引数を指定しない場合、その引数はスケジュールから削除されます。 

help 
説明 
Scheduler CLI の有効なコマンドと引数のリストを表示します。 

例: 
$ scheduler-cli --help 
usage: scheduler-cli [-h] [--version] 
                     {create-period,create-schedule,delete-
period,delete-schedule,describe-periods,describe-schedule-
usage,describe-schedules,update-period,update-schedule} 
                     ... 
 
optional arguments: 
  -h, --help            show this help message and exit 
  --version             show program's version number and exit 
 
subcommands: 
  Valid subcommands 
 
  {create-period,create-schedule,delete-period,delete-
schedule,describe-periods,describe-schedule-usage,describe-
schedules,update-period,update-schedule} 
                        Commands help 
    create-period       Creates a period 
    create-schedule     Creates a schedule 
    delete-period       Deletes a period 
    delete-schedule     Deletes a schedule 
    describe-periods    Describes configured periods 
    describe-schedule-usage 
                        Calculates periods and billing hours in which 
                        instances are running 
    describe-schedules  Described configured schedules 
    update-period       Updates a period 
    update-schedule     Updates a schedule 

特定のコマンドと使用すると、--help 引数はそのコマンドの有効なサブコマンドと引数を表示します。 
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特定のコマンドの例: 
$ scheduler-cli describe-schedules --help 
usage: scheduler-cli describe-schedules [-h] [--name NAME] [--query 
QUERY] 
                                        [--region REGION] --stack STACK 
 
optional arguments: 
  -h, --help         show this help message and exit 
  --name NAME        Name of the schedule 
  --query QUERY      JMESPath query to transform or filter the result 
  --region REGION    Region in which the Instance Scheduler stack is 
                        deployed 
  --stack STACK, -s STACK 
                     Name of the Instance Scheduler stack 

ソリューションリソース 
次のリソースは、「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックの一部として作成され

ます。 

リソース名 タイプ 説明 

Main AWS::Lambda::Function AWS Lambda の Instance Scheduler 関数 

Scheduler Config Helper Custom::ServiceSetup グローバル構成設定を Amazon DynamoDB 

に保存します。 

Scheduler Invoke 

Permission 

AWS::Lambda::Permission Amazon CloudWatch イ ベ ン ト が  AWS 

Lambda の Instance Scheduler 関数を呼び出

すことを許可します。 

Scheduler Logs AWS::Logs::LogGroup 「AWS での Instance Scheduler」ソリューシ

ョン用の Amazon CloudWatch ロググループ 

Scheduler Policy AWS::IAM::Policy スケジューラがアクションの開始と停止の実

行、Amazon EC2 インスタンス属性の変更、

タグの設定、スケジューラリソースへのアクセ

スを許可するポリシー 

Scheduler Rule AWS::Events::Rule スケジューラの AWS Lambda 関数を呼び出す 

Amazon CloudWatch イベントルール 

State Table AWS::DynamoDB::Table インスタンスの最後の目的の状態を保存する 

Amazon DynamoDB テーブル 
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リソース名 タイプ 説明 

Config Table AWS::DynamoDB::Table グローバル設定、スケジュール、および期間の

データを保存する Amazon DynamoDB テーブ

ル 

Instance Scheduler SNS 

Topic 

AWS::SNS::Topic サブスクライブした E メールアドレスに警告メ

ッセージとエラーメッセージを送信します。 

ログファイル 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、デフォルトの AWS Lambda ログファイルを含

むロググループと、次のログファイルを含むロググループを作成します。 

• InstanceScheduler-yyyymmdd: 一般的なスケジューラメッセージをログに記録します。 

• CloudWatchEventHandler-yyyymmdd: 一般的な Amazon CloudWatch イベントルール情

報をログに記録します。 

• SchedulerSetupHandler: 設定アクションの出力をログに記録します。 

• Scheduler-<service>-<account>-<region>-yyyymmdd: スケジュールされた各インス

タンスのサービス、アカウント、およびリージョンをログに記録します。 

• AdminCliRequestHandler-yyyymmdd: Admin CLI からのリクエストをログに記録します。 

カスタムリソース 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションの AWS CloudFormation カスタムリソース 

(ServiceInstanceSchedule) を使用して、スケジュールと期間を設定できます。テンプレートをダ

ウンロードし、 ServiceToken 値を「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックで

生成された値に更新し、そのテンプレートを使用して新しいスタックを作成し、スケジュールと期間を

追加します。カスタムリソースでは、Amazon DynamoDB の設定テーブルのフィールドと同じ名前と

構文を使用します。スケジュールのフィールドの詳細については、「スケジュールの定義」を参照して

ください。期間のフィールドの詳細については、「期間の定義」を参照してください。 
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カスタムリソースを使用してスケジュールまたは期間を設定する場合は、ServiceToken フィールド

に、アカウント、AWS リージョン、デプロイされたスケジュールスタックの名前を含める必要があり

ます。 

カスタムリソースを使用してスケジュールを作成すると、そのスケジュールの名前はデフォルトでカス

タムリソースの論理リソース名になります。別の名前を指定するには、カスタムリソースの Name プロ

パティを使用します。また、このソリューションはデフォルトでプレフィックスとしてスケジュール名

にスタック名を追加します。スタック名をプレフィックスとして追加しない場合は、NoStackPrefix 

プロパティを使用します。 

Name プロパティと NoStackPrefix プロパティを使用する場合は、必ず一意のスケジュール名を選択

していることを確認してください。同じ名前のスケジュールが既に存在する場合は、リソースは作成ま

たは更新されません。 

次のカスタムリソースのサンプルコードでは、2 つの期間を含むスケジュール (NL-OfficeHours) を

示しています。 

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09  
Metadata: 
  'AWS::CloudFormation::Designer': {} 
Resources: 
  DutchOfficehours: 
    Type: 'Custom::ServiceInstanceSchedule' 
    Properties: 
      Name: NL-OfficeHours 
      NoStackPrefix: 'True' 
      Description: Office hours in NL 
      ServiceToken: >- 
        arn:aws:lambda:[Region]:[AccountId]:function:[stackName]-
InstanceSchedulerMain 
      Enforced: 'True' 
      Hibernate: 'True' 
      Timezone: Europe/Amsterdam 
      Periods: 
        - Description: Opening hours on weekdays 
          BeginTime: '08:00' 
          EndTime: '18:00' 
          WeekDays: Mon-Fri 
        - Description: Opening hours in weekend 
          BeginTime: '09:00' 
          EndTime: '17:00' 
          WeekDays: Sat-Sun 
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Amazon DynamoDB コンソールまたは Scheduler CLI を使用して、カスタムリソースを使用して設

定されたスケジュールと期間を削除または変更しないでください。そうすると、スタックに保存された

パラメータとテーブル内の値の間に競合が発生します。また、Amazon DynamoDB コンソールまたは 

Scheduler CLI を使用して作成されたスケジュールには、カスタムリソースを使用して設定された期間

を使用しないでください。 

主要な「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのスタックを削除する前に、カスタムリソー

スを使用して作成されたスケジュールと期間を含むすべての追加スタックを削除する必要があります。

カスタムリソーススタックには、主要なスタックの Amazon DynamoDB テーブルへの依存関係が含ま

れているためです。 

Amazon DynamoDB の設定テーブルで、カスタムリソースで設定されたスケジュールと期間は  

configured_in_stack 属性で識別できます。その属性には、項目の作成に使用されたスタックの 

Amazon リソースネームが含まれます。 

スケジュールのサンプル 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションを使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) および Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを自動的

に開始および停止できます。次のセクションでは、月曜日の午前 9 時 (東部標準時） から金曜日の午後 

5 時 (東部標準時） までのインスタンスを実行するために必要な期間とスケジュールを設定する方法を

示します。月曜日と金曜日は終日ではないため、このスケジュールには、月曜日、火曜日から木曜日、

金曜日の 3 つの期間が含まれます。 

期間 

1 つ目の期間は、タグ付けされたインスタンスを月曜日の午前 9 時に開始し、深夜に停止します。この

期間には、次のフィールドと値が含まれます。 

フィールド 値 

begintime 09:00 

endtime 23:59 
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フィールド 値 

name mon-start-9am 

weekdays mon 

2 つ目の期間は、火曜日から木曜日までにタグ付けされたインスタンスを毎日実行します。この期間に

は、次のフィールドと値が含まれます。 

フィールド 値 

name tue-thu-full-day 

weekdays tue-thu 

3 つ目の期間は、タグ付けされたインスタンスを金曜日の午後 5 時に停止します。この期間には、次の

フィールドと値が含まれます。 

フィールド 値 

begintime 00:00 

endtime 16:59 

name fri-stop-5pm 

weekdays fri 

スケジュール 
スケジュールは、3 つの期間をタグ付けされたインスタンスのスケジュールに結合します。スケジュー

ルには、次のフィールドと値が含まれます。 

フィールド 値 

name mon-9am-fri-5pm 

periods mon-start-9am,tue-thu-full-day,fri-stop-5pm 

timezone America/New_York 

インスタンスのタグ 
このスケジュールをインスタンスに適用するには、Schedule=mon-9am-fri-5pm タグをインスタン

スに追加する必要があります。AWS CloudFormation の Instance Scheduler tag name パラメー
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タでデフォルトのタグ名 (Schedule) を変更した場合は、タグが異なることに注意してください。例え

ば、タグ名として Sked と入力した場合、タグは Sked=mon-9am-fri-5pm になります。 

Scheduler CLI 
Scheduler CLI を使用して上記のスケジュールを設定するには、次のコマンドを使用します。 

scheduler-cli create-period --stack <stackname> --name mon-start-9am 
--weekdays mon --begintime 9:00 --endtime 23:59 
scheduler-cli create-period --stack <stackname> --name tue-thu-full-
day --weekdays tue-thu 
scheduler-cli create-period --stack <stackname> --name fri-stop-5pm -
-weekdays fri --begintime 0:00 --endtime 17:00 
  
scheduler-cli create-schedule --stack <stackname> --name mon-9am-fri-
5pm --periods mon-start-9am,tue-thu-full-day,fri-stop-5pm –timezone 
America/New_York 

ソリューションのアンインストール 
「AWS での Instance Scheduler」ソリューションをアンインストールするには、次の手順を使用しま

す。 

AWS マネジメントコンソールの使用 
1. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. このソリューションのインストール用のスタックを選択します。 

3. [削除] を選択します。 

AWS Command Line Interfaceの使用 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) がお客様の環境で使用できるかどうかを確認します。イ

ンストールの手順については、AWS CLI ユーザーズガイドの「AWS Command Line Interface とは

どのようなものですか」を参照してください。AWS CLI が使用可能になったことを確認したら、次の

コマンドを実行します。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
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$ aws cloudformation delete-stack --stack-name <installation-stack-
name> 

運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様によるこのソリューションの使用状況をよりよく理解し、提供する

サービスや製品の改善に役立てます。このオプションをオンにすると、「AWS での  Instance 

Scheduler」ソリューションの AWS Lambda 関数が実行されるたびに、次の情報が収集され、AWS 

に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Unique ID (UUID): ソリューションのデプロイごとにランダムに生成された一意の識別子  

• Timestamp: データ収集タイムスタンプ 

• Instance Data: 各 AWS リージョンで「AWS での Instance Scheduler」ソリューションに

よって管理されるインスタンスの状態とタイプの数 

データのサンプル: 

Running: {t2.micro: 2}, {m3.large:2} 

Stopped: {t2.large: 1}, {m3.xlarge:3} 

Resized: {t2.large-t2.small:3} 

 
次の情報が収集され、スタックの作成または削除時に AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Unique ID (UUID): ソリューションのデプロイごとにランダムに生成された一意の識別子 

• Timestamp: データ収集タイムスタンプ 

• Stack Version: 作成または削除されたスタックのバージョン 

• Status: スタックのステータス (stack_created または stack_deleted) 

• Region: スタックがデプロイされるリージョン 
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このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。データ収集には、AWS プライバシーポリ

シーが適用されます。この機能を無効にするには、次のように AWS CloudFormation テンプレートの

マッピングセクションを変更します。 

"Send" : { 
"AnonymousUsage" : { "Data" : "Yes" } 
}, 

次のように変更します。 

"Send" : { 
"AnonymousUsage" : { "Data" : "No" } 
}, 

ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのソースファイルをダウンロードし、カスタ

マイズを他のユーザーと共有できます。「AWS での Instance Scheduler」ソリューションのテンプレ

ートは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して生成されています。詳細は、

README.md ファイルを参照してください。 

ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2018 年 2 月 初回リリース 

2018 年 7 月 begintime と endtime の明確化を追加。スケジュール設定のサンプルを追加。 

2018 年 10 月 暗号化された Amazon EBS ボリュームに関する情報を追加。スタック名の長さと 

Amazon RDS タグの制限に関する説明を追加。 

2019 年 5 月 Amazon EC2 インスタンスの休止、Amazon Aurora クラスターの一部である RDS イ

ンスタンスのスケジュール、新しいスケジュール CLI の引数、SSM のメンテナンスウ

ィンドウ、パラメータストアの統合、および隣接する実行期間のスケジュールの明確化

に関する情報を追加。 

http://aws.amazon.com/privacy/
http://aws.amazon.com/privacy/
http://github.com/awslabs/aws-instance-scheduler
https://github.com/awslabs/aws-instance-scheduler/blob/master/README.md
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日付 変更 

2019 年 10 月 「AWS での Instance Scheduler」ソリューションが検証された AWS リージョンに

関する情報を追加。 

2020 年 3 月 バグ修正 

2020 年 6 月 期間ルールの開始時刻と停止時刻のタイムゾーン情報を明確化。(v1.3.2 の更新と変更

については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照) 

2020 年 9 月 AWS Cloud Development Kit(AWS CDK) 変換とドキュメントの機能強化。(v1.3.3 

の変更の詳細については、GitHub リポジトリ CHANGELOG.md ファイルを参照) 

2020 年 10 月 付録 D のテンプレートを更新し、hibernate フィールドのセクションを更新しまし

た。 

2021 年 4 月 Amazon EC2 インスタンスのスケジューリング用の SSM メンテナンスウィンドウの

機能をアップデート、このソリューションを AWS GovCloud で動作するように設定、

およびバグ修正。(v1.4.0 の詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md 

ファイルを参照) 

2022 年 5 月 マイナーアップデートとバグ修正。(v1.4.1 の詳細については、GitHub リポジトリの 

CHANGELOG.md ファイルを参照) 

 

寄稿者 
• Arie Leeuwesteijn 

• Mahmoud ElZayet 

• Ruald Andreae 

• Nikhil Reddy 

https://github.com/awslabs/aws-instance-scheduler/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/aws-instance-scheduler/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/aws-instance-scheduler/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/aws-instance-scheduler/blob/master/CHANGELOG.md
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注意 
お客様は、この文書に記載されている情報を独自に評価する責任を負うものとします。このドキュメン

トは、(a) 情報提供のみを目的としており、(b) AWS の現行製品とプラクティスを表したものであり、

予告なしに変更されることがあり、(c) AWS およびその関連会社、サプライヤー、またはライセンサー

からの契約義務や確約を意味するものではありません。AWS の製品やサービスは、明示または暗示を

問わず、いかなる保証、表明、条件を伴うことなく「現状のまま」提供されます。お客様に対する 

AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS とお客様の間で行われるいかなる契約

の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するものでもありません。 

「AWS での Instance Scheduler」ソリューションは、

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 で閲覧可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 

の条項に基づいてライセンスされます。 
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