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このガイドについて 
この実装ガイドでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドに「AWS でのクォータモニタ」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 のコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、その他さまざまな

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。 

概要 
「AWS でのクォータモニタ」ソリューションを使用すると、予期せずサービスクォータ (以前は制限と

呼ばれていました) に到達することのないように、AWS リソースの使用率を積極的に追跡できます。

このソリューションでは、リソースの使用率を積極的に追跡して上限に近づくと通知を送信するための

サービスを自動的にプロビジョ二ングできます。 

このソリューションでは AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックと Service Quotas を活

用し、特定の AWS サービスの使用率とクォータをチェックして、クォータを一元的に管理できます。

ソリューションからの通知は E メールを介して、あるいは既存の Slack チャンネルを通じて受信でき

ます。これにより、上限に達する前にクォータの引き上げをリクエストすることも、リソースをシャッ

トダウンすることもできます。 

また、このソリューションを使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の 仮想中央

演算処理装置ベース (vCPU ベース) のオンデマンドインスタンスクォータを自動的にモニタリングする

こともできます。詳細については、「サポートされているサービスクォータのチェック」を参照してく

ださい。 

注意: このソリューションを使用するには、AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックに

アクセスするために、各アカウントにビジネスレベルまたはエンタープライズレベルの AWS サポー

トプランが必要です。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/manage-service-limits/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/intro.html
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
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コスト 
「AWS でのクォータモニタ」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。このソリューションを実行するための合計コストは、AWS Lambda 関数の実行間

隔、モニタリング対象アカウント数の他、このソリューションを使用して vCPU ベースのインスタンス

クォータをモニタリングするかどうかによって異なります。 

vCPU クォータのモニタリングにこのソリューションを使用していない場合は、米国東部 (バージニア

北部) にあるプライマリアカウントでこのソリューションを実行するためのコストは、2021 年 3 月の

時点では、2.00 USD/月未満となります。また、セカンダリアカウントでのコストは、約 0.50 USD/

月となります。 

vCPU クォータのモニタリングにこのソリューションを使用している場合は、米国東部 (バージニア北

部) にあるプライマリアカウントでこのソリューションを実行するためのコストは、2021 年 3 月の時

点では、6.00 USD/月未満となります。また、セカンダリアカウントでのコストは、約 4.00 USD/

月となります。  

表 1: AWS サービスの月額コスト (vCPU クォータをモニタリングしない場合) 

AWS のサービス 月額コスト  

 プライマリアカウント セカンダリアカウント 

AWS Lambda  ~ 0.50 USD ~ 0.50 USD 

Amazon DynamoDB 1.50 USD 該当なし 

合計コスト ~ 2.00 USD ~ 0.50 USD 

表 2: AWS サービスの月額コスト (vCPU クォータをモニタリングする場合) 

AWS のサービス 月額コスト  

 プライマリアカウント セカンダリアカウント 

AWS Lambda  3.50 USD 3.00 USD 

Amazon DynamoDB 1.50 USD 該当なし 

Amazon CloudWatch ~ 1.00 USD ~ 1.00 USD 

合計コスト ~ 6.00 USD ~ 4.00 USD 
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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。 

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 でのクォータモニタ」ソリューションのアーキテクチャ 



アマゾン ウェブ サービス — AWS でのクォータモニタ 2021 年 5 月 

7 / 28 ページ 

「AWS でのクォータモニタ」ソリューションには、プライマリアカウントでデプロイするためのテンプ

レートが含まれています。このテンプレートでは次のワークフローを開始できます。 

1. 24 時間ごとに実行される AWS Lambda 関数。この AWS Lambda 関数は、API コールを通じ

て、AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックを更新し、最新の使用率とクォータの

データを取得します。AWS Trusted Advisor は、クォータに照らし合わせて使用率を計算し、

そのステータスが OK (使用率 80% 未満)、WARN (使用率 80～99%)、または ERROR (使用

率 100%) のどれに相当するのかを判断します。 

2. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) での仮想中央演算処理装置ベース (vCPU 

ベース) によるクォータのモニタリングをオプトインした場合、このテンプレートでは 5 分間

隔で実行される別の AWS Lambda 関数が起動されます。この関数では、Service Quotas を

チェックして、すべての AWS リージョンでの vCPU の使用率とクォータデータを取得できし

ます。この関数では、クォータに照らし合わせて vCPU の使用率を計算し、そのステータスが 

OK (使用率 80% 未満)、WARN (使用率 80～99%)、または ERROR (使用率 100%) のどれに

相当するのかを判断します。 

3. Amazon CloudWatch Events では、AWS Trusted Advisor と vCPU のモニタリング用の AWS 

Lambda 関数からステータスイベントをキャプチャします。また、ソリューションの初期デプ

ロイ時に選択したすべてのターゲットに対し、一連の Amazon CloudWatch Events ルールを

使用してステータスイベントを送信します。ターゲットには、Amazon Simple Queue Service 

(Amazon SQS) のキュー、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピック (オ

プション)、Slack 通知用の AWS Lambda 関数 (オプション) を指定できます。 

4. 初期デプロイ時に Slack 通知をアクティブにした場合は、このソリューションによって、既

存の Slack チャンネルに通知を送信する AWS Lambda 関数がデプロイされます。また、Slack 

チャンネルへのメッセージ送信に使用する Slack Webhook URL 用に、可用性、安全性、耐久

性に優れたストレージを提供するために、AWS Systems Manager Parameter Store もデプロ

イされます。詳細については、「Slack の統合」を参照してください。 

5. Amazon SQS が、すべてのステータス  (OK、WARN、ERROR) を受信します。AWS 

Lambda の  Limit Summarizer 関数は、キューから受信したメッセ―ジを  Amazon 

https://aws.amazon.com/lambda
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/sqs
https://aws.amazon.com/sns
https://aws.amazon.com/dynamodb/
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DynamoDB テーブルに保存します。これにより、アカウント内でのクォータ関連のすべてのイ

ベントについて、その履歴の参照が可能になります。Limit Summarizer 関数で読み取ることが

できなかったメッセージはすべて、デッドレターキューに保存されます。Amazon SNS と 

Slack が受け取るのは、デフォルトで、WARN および ERROR ステータスのイベントのみで

す。ただし、特定の要件に合わせて、通知をカスタマイズすることもできます。 

このソリューションには、セカンダリアカウントへのデプロイに使用できる、セカンダリテンプレー

トも含まれています。このテンプレートでは次のワークフローを開始できます。 

6. セカンダリアカウントで AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックを更新する AWS 

Lambda 関数。 

7. このテンプレートをアクティブにすると、Service Quotas で vCPU クォータを確認する AWS 

Lambda 関数も起動されます。 

8. セカンダリアカウントの Amazon CloudWatch Events はステータスイベントをキャプチャ

し、Amazon CloudWatch Event Bus を使用して、それらのイベントをプライマリアカウン

トに送信します。これらのイベントがプライマリアカウントで受信されると、Amazon 

CloudWatch Events のルールによって、選択したターゲットにイベントが送信されます。 

注意: AWS CloudFormation のリソースは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) のコン

ポーネントから作成されています。 

考慮事項 

サポートされているサービスクォータチェック 
「AWS でのクォータモニタ」ソリューションでは、AWS Trusted Advisor を使用して、サービス

クォータに対する使用率をチェックします。AWS Trusted Advisor がチェックするサービスクォー

タのリストについては、AWS Trusted Advisor のよくある質問を参照してください。デフォルトの

サービスクォータのリストとクォータの引き上げをリクエストする方法については、「AWS サービス

クォータ」を参照してください。 

https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/cdk
https://aws.amazon.com/premiumsupport/ta-faqs/#service-limits-check-questions
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
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Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) では、オンデマンドインスタンスのクォータについ

て、現在のインスタンス数ベースのクォータから新しい仮想中央演算処理装置ベース (vCPU ベース) の

オンデマンドインスタンスクォータへの移行が行われています。これにより、AWS のお客様に対する

制限管理エクスペリエンスが簡素化されます。vCPU ベースのインスタンスクォータをオプトインする

こともできます。詳細については、「EC2 オンデマンドインスタンス制限」を参照してください。

「AWS でのクォータモニタ」ソリューションでは、vCPU ベースのオンデマンドインスタンスクォー

タをモニタリングすることもできます。 

カスタマイズ 
このソリューションのデフォルトでは、AWS Trusted Advisor でチェックされるすべてのサービス

クォータがチェック対象になります。AWS CloudFormation テンプレートの Mappings を変更する

ことによって、プライマリアカウントとセカンダリアカウントの両方でどのサービスクォータをチェッ

クするかを指定することもできます。詳細については、「モニタリング対象サービスの変更」を参照し

てください。 

通知 
通知を受信するかどうかについては、指定することが可能です。通知の受信を選択した場合は、通知対

象のステータスイベントとして、WARN または ERROR、あるいはその両方を選択できます。通知の受

信を選択しなかった場合も、使用率の情報は Amazon DynamoDB に保存されます。 

Slack の統合 
このソリューションには、既存の Slack チャンネルに通知を送信するオプション設定も含まれていま

す。この機能を使用するには、既存の Slack チャンネルが必要になります。また、Slack Webhook と

チャンネルのパラメータを指定する必要があります。これらのパラメータは、設定データ管理とシーク

レット管理のためのセキュアで階層的なストレージを提供する AWS Systems Manager Parameter 

Store に保存されます。Parameter Store に存在するパラメータを指定した場合は、既存のパラメータ

が使用されます。新しいパラメータは作成されません。 

https://aws.amazon.com/ec2/faqs/#EC2_On-Demand_Instance_limits
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Parameter Store に存在しないパラメータを指定した場合は、パラメータがダミー値と共に作成され

ます。次に、Slack 通知を受信するために、Parameter Store でソリューションに独自の Slack 

Webhook URL を追加する必要があります。詳細については、「ステップ 3」を参照してください。 

 

図 2: Slack 通知の例 

Amazon SQS デッドレターキュー 
「AWS でのクォータモニタ」ソリューションでは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 

デッドレターキューもデプロイされます。AWS Lambda の Limit Summarizer 関数では、メッセー

ジの処理が 3 回試行されます。3 回試行してもメッセージを処理できない場合、メッセージはデッドレ

ターキューに送信され、そこでデバッグを実行できます。 

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html
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ソリューションの更新 
メインスタックの更新 
AWS CloudFormation のメインスタックを最新のバージョンに更新するには、次の手順を実行しま

す。 

1. 「AWS でのクォータモニタ」ソリューションのプライマリテンプレートがデプロイされているメ

インアカウントから、AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. スタックページで、「AWS でのクォータモニタ」ソリューションのプライマリスタックを選択し、

[更新] を選択します。 

3. スタックの更新ページで、[既存テンプレートを置き換える] が選択されていることを確認します。 

• テンプレートの指定セクションで、[Amazon S3 URL] を選択します。 

• 最新テンプレートのリンクをコピーします。 

• Amazon S3 URL テキストボックスにリンクを貼り付けます。 

• テンプレートの正しい 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。 

4. スタックの詳細を指定ページのパラメータで、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. [変更セットの表示] を選択して、変更を確認します。 

9. [実行] 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確認できます。約 5 分

で UPDATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
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スポークスタックの更新 
セカンダリアカウントで AWS CloudFormation のスポークスタックを最新のバージョンに更新す

るには、次の手順を実行します。 

1. 「AWS でのクォータモニタ」ソリューションのスポークテンプレートがデプロイされているセカン

ダリアカウントから、AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. スタックページで、「AWS でのクォータモニタ」ソリューションのプライマリスタックを選択し、

[更新] を選択します。 

3. スタックの更新ページで、[既存テンプレートを置き換える] が選択されていることを確認します。 

• テンプレートの指定セクションで、[Amazon S3 URL] を選択します。 

• 最新テンプレートのリンクをコピーします。 

• Amazon S3 URL テキストボックスにリンクを貼り付けます。 

• テンプレートの正しい 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。 

4. スタックの詳細を指定ページのパラメータで、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、設定を見直して確認します。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. [変更セットの表示] を選択して、変更を確認します。 

9. [実行] を選択して、スタックをデプロイします。 

スポークテンプレートを含む追加のセカンダリアカウントを更新するには、これらのステップを繰り返

します。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
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Node.js のバージョンについて 
バージョン 5.3.0 およびそれ以前のバージョンの「AWS でのウォータモニター」ソリューションでは、

Node.js 8.10 ランタイムが使用されます。このランタイムは、2019 年 12 月 31 日にサポートが終了し

ました。現在 AWS Lambda では、作成操作と更新操作の両方がブロックされます。詳細については、

AWS Lambda デベロッパーガイドの「ランタイムサポートポリシー」を参照してください。このソ

リューションの最新の機能と改善を適用して引き続き使用するには、スタックを更新する必要がありま

す。 

デプロイ可能な AWS リージョン 
このソリューションの AWS CloudFormation テンプレートは、米国東部 (バージニア北部) リージョン

で起動する必要があります。ただし、デプロイの完了後は、アカウントのすべての AWS リージョンに

ついて、クォータのモニタリングが行われます。 

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 でのクォータモニタ」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。 

limit-monitor.template: このテンプレートを使用して、「AWS 

でのクォータモニタ」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 

CloudWatch Events ルール、Amazon Simple Queue Service キュー、Amazon DynamoDB テーブ

ルがデプロイされます。通知を有効にすると、Amazon Simple Notification Service トピックがデプ

ロイされます。Slack 通知をアクティブにすると、追加の AWS Lambda 関数と AWS Systems 

Manager Parameter Store もデプロイされます。また、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。テンプレートをカスタマイズするためのガイダンスについては、

GitHub リポジトリの README.md ファイルを参照してください。 

limit-monitor-spoke.template: このテンプレートを使用して、セ

カンダリアカウントで「AWS でのクォータモニタ」ソリューションと

テンプレートを表示

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/README.md
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template�
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template�
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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 関数と Amazon 

CloudWatch Events ルール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。テンプレートをカスタマイズするためのガイダンスについては、GitHub リ

ポジトリの README.md ファイルを参照してください。 

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、およびその他の考慮事

項をよくお読みください。AWS アカウントで「AWS でのクォータモニタ」ソリューションを設定して

デプロイするには、このセクションの手順を実行します。 

デプロイ時間: 約 5 分 

前提条件 
• このソリューションを使用するには、AWS Trusted Advisor のサービス制限チェックにアクセスす

るために、各アカウントにビジネスレベルまたはエンタープライズレベルの AWS サポートプラン

が必要です。 

• このソリューションの Slack 通知機能を使用するには、既存の Slack チャンネルが必要です。 

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、Email Address 

• 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.スポークスタックの起動 (オプション) 

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

https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/README.md
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
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• 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 3.Slack 通知の設定 (オプション) 

• AWS Systems Manager Parameter Store に Webhook URL を追加します。 

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 でのクォータモニタ」ソリュー

ションを AWS アカウントにデプロイします。スタックを起動する前に、AWS アカウントにビジネス

レベルまたはエンタープライズレベルの AWS サポートプランがあり、必要に応じて既存の Slack 

チャンネルがある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、「コスト」セクションを参照してください。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。 

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、limit-monitor AWS CloudFormation テンプレー

トを起動します。 

または、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。テンプ

レートをカスタマイズするためのガイダンスについては、GitHub リポジトリの README.md ファ

イルを参照してください。 

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。 

注意: このソリューションは、米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動する必要があります。 

3. スタックの作成ページで、正しいテンプレート URL が Amazon S3 URL テキストボックスに示

されていることを確認し、[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。 

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?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template
https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/README.md
https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/README.md
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor.template�
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パラメータ デフォルト 説明 

Account List <入力は任意> クォータのモニタリングに使用するアカウント ID のリスト。形

式は、二重引用符とカンマ区切り (複数の値を指定する場合) で

あり、値は正規表現 ^"\d{12}"(,"\d{12}")*$|(^\s*)$ と

一致する必要があります。 セカンダリアカウントにスポーク

テンプレートをデプロイする前に、このパラメータにセカンダ

リアカウント ID を入力します。プライマリテンプレートを起動

した後にアカウントを追加するには、プライマリスタックの 

Account List パラメータをセカンダリアカウント ID で更新し

ます。次に、プライマリスタックを更新し、セカンダリアカ

ウントにスポークテンプレートをデプロイします。 

注意: このパラメータを空白のままにすると、プライマリア

カウントのクォータのみがモニタリング対象となります。セ

カンダリアカウント ID を入力する場合は、このパラメー

タにプライマリアカウント ID も入力する必要があります。 

Email Notification 

Level 

"WARN", "ERROR" 通知を開始するステータスイベントレベルを選択します。例え

ば、"WARN", "ERROR" などです。形式は、二重引用符とカンマ

区切り (複数の値を指定する場合) です。 

注意: Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 

通知を受信しない場合は、このパラメータを空白にしておき

ます。Amazon SNS 通知コンポーネントはデプロイされま

せん。 

Email Address <入力は任意> サービスクォータのアラートに関する Amazon SNS 通知を受

信するための有効な E メールアドレス。 

Slack Notification 

Level 

"WARN", "ERROR" Slack 通知を開始するステータスイベントレベルを選択しま

す。例えば、"WARN", "ERROR" などです。形式は、二重引用

符とカンマ区切り (複数の値を指定する場合) です。 

注意: Slack 通知を受信しない場合は、このパラメータを空

白にしておきます。Slack 通知コンポーネントはデプロイさ

れません。 
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パラメータ デフォルト 説明 

Slack Hook URL Key 

Name 

<入力は任意> Slack の Incoming Webhook 用の AWS Systems Manager 

パラメータキー。 

注意: このパラメータキーがパラメータストアに存在しない

場合は、ダミー値と共に新しく作成されます。パラメータ

名の先頭にプレフィックス aws または ssm を付けることは

できません (大文字と小文字は区別されません)。 

Slack Channel Key 

Name 

<入力は任意> Slack チャンネル用の AWS Systems Manager パラメータ

キー。 

注意: このパラメータキーがパラメータストアに存在しない

場合は、ダミー値と共に新しく作成されます。パラメータ

名の先頭にプレフィックス aws または ssm を付けることは

できません (大文字と小文字は区別されません)。 

6. [次へ] を選択します。 

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. [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。 

10. サブスクリプション通知 E メールで、SubscribeURL リンクを選択して Amazon SNS 通知を有

効にします。 

注意 : 主要な  AWS Lambda 関数に加えて、このソリューションには  AWS Lambda の 

HelperFunction 関数が含まれています。この関数は、初期設定時かリソースの更新または削除

時にのみ実行されます。 

このソリューションを実行すると、HelperFunction 関数は非アクティブになります。ただし、関連

付けられたリソースの管理に必要になるため、HelperFunction 関数は削除しないでください。 
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ステップ 2. スポークスタックの起動 (オプション) 
セカンダリアカウントでクォータのモニタリングに必要なコンポーネントを起動するには、この手順を

使用します。セカンダリアカウントでこのテンプレートを起動する前に、プライマリテンプレートの 

Account List パラメータにセカンダリアカウント ID を入力する必要があります。 

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、「コスト」セクションを参照してください。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。 

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、limit-monitor-spoke AWS CloudFormation テンプレー

トを起動します。 

または、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。 

注意: このソリューションは、米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動する必要があります。 

3. スタックの作成ページで、正しいテンプレート URL が Amazon S3 URL テキストボックスに示さ

れていることを確認し、[次へ] を選択します。 

4. スタックの詳細を指定ページで、ソリューションスタックに名前を付けます。 

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。 

パラメータ デフォルト 説明 

Primary Account <入力が必須> プライマリアカウントのアカウント ID。この値は正規表現 

^\d{12}$ に合致する必要があります。 

6. [次へ] を選択します。 

7. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。 

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。 

ソリューション 
の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=LimitMonitor&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/limit-monitor/latest/limit-monitor-spoke.template�
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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 3. Slack 通知の設定 (オプション) 

注意: この手順は、AWS Systems Manager Parameter Store に存在しないパラメータを指定した

場合に使用してください。既存のパラメータを指定した場合に、このステップを実行する必要はあり

ません。詳細については、「Slack の統合」を参照してください。 

1. Slack の Incoming Webhooks アプリに移動します。 

2. 必要に応じて Slack にログインします。 

3. [Slack に追加] を選択します。 

4. チャンネルへの投稿ドロップダウンメニューで、チャンネルを選択します。次に、[Incoming 

Webhook インテグレーションの追加] を選択します。 

5. Webhook URL をコピーします。 

6. AWS Systems Manager コンソールの左ペインのアプリケーション管理で、[パラメータストア] を

選択します。 

7. スタックのデプロイ時に指定した Slack Hook URL Key を選択し、[編集] を選択します。 

8. SLACK_DUMMY の値を Webhook URL に置き換え、[変更を保存] を選択します。 

9. スタックのデプロイ時に指定した Slack Channel Key を選択し、[編集] を選択します。 

10. SLACK_DUMMY 値を指定のチャンネルに置き換え、[変更を保存] を選択します。例えば、Slack チャン

ネル名が #limitmonitor であれば、値として limitmonitor を入力します。 

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、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システムの物理的なセキュリティに至るまでのコンポーネントについて、

https://slack.com/apps/A0F7XDUAZ-incoming-webhooks?page=1
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AWS が運用、管理、および制御します。そのため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちま

す。AWS の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。 

その他のリソース 

AWS のサービス 

• AWS Lambda 

• AWS Trusted Advisor 

• Amazon CloudWatch 

• Amazon Simple Queue Service 

• Amazon Simple Notification Service  

• Amazon DynamoDB 

• AWS Systems Manager 

• AWS CloudFormation 

 

トラブルシューティング 
「AWS でのクォータモニタ」ソリューションでは、AWS Lambda 関数のエラー、警告、情報、デバッ

グの各メッセージがログに記録されます。記録するメッセージのタイプを選択するには、AWS 

Lambda コンソールで該当する関数を探して、LOG_LEVEL 環境変数を該当するタイプのメッセー

ジに変更します。 

レベル 説明 

ERROR ログには、オペレーションの失敗の原因となるすべての情報が含まれます。 

WARNING ログには、関数の不整合を引き起こす可能性はあるが、必ずしもオペレーションの失

敗の原因となるとは限らないすべての情報が含まれます。ログには ERROR メッセー

ジも含まれます。 

INFO ログには、関数の動作に関するハイレベル情報が含まれます。ログには ERROR およ

び WARN メッセージも含まれます。 

DEBUG  ログには、関数の問題をデバッグする際に役立つ可能性のある情報が含まれます。ロ

グには ERROR、WARNING、INFO メッセージも含まれます。 

http://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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一般的なエラー 
Amazon CloudWatch イベントバスのアクセス許可エラー 
スポークスタックのデプロイ中に、TAWarnRule または TASErrorRule の CREATE_FAILED メッ

セージを受信した場合は、プライマリアカウントの Amazon CloudWatch イベントバスで、スポーク

アカウントからプライマリアカウントへのイベントの送信が許可されていることを確認します。 

解決方法 
セカンダリアカウントの ID でプライマリスタックを更新するか、次のタスクを実行します。*1 

1. プライマリアカウントで、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、[イベントバス] を選択します。 

3. [アクセス許可の追加] を選択します。 

4. プリンシパルに、該当するセカンダリアカウントの ID を入力します。 

5. 全員 (*) チェックボックスをオンにします。 

6. [追加] を選択します。 

*1 Amazon CloudWatch イベントバスは、現在、Amazon EventBridge に統合されています 

(Amazon EventBridge は、Amazon CloudWatch イベントをベースに構築された CloudWatch 

Events を拡張するサービスです)。イベントバスの設定を更新する場合は、AWS マネジメントコン

ソールより、Amazon EventBridge にて次のタスクを実行してください。 

1. プライマリアカウントで、Amazon EventBridge コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで、イベントの [イベントバス] を選択します。 

3. デフォルトのイベントバスで、[default] を選択します。 

4. リソースベースのポリシーで、[アクセス許可を管理] を選択します。 

5. プライマリアカウントの event-bus/default リソースに対して、event:PutEvents アク

ションを許可するプリンシパルにセカンダリアカウントを設定します。詳細は、「Amazon 

EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。 

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/events/home
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus-perms.html#eb-event-bus-example-policy-cross-account
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus-perms.html#eb-event-bus-example-policy-cross-account
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6. [更新] を選択します。 

Amazon DynamoDB テーブルにイベントが表示されない 
ソリューションの Amazon DynamoDB テーブルが更新されていない場合や、ソリューションの 

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージがない場合は、ソリューションの 

Account List パラメータにアカウント ID が正しく指定されている (二重引用符を使用し、カンマで区

切られている) ことを確認します。 

解決方法 
次のタスクを実行します。*2 

1. プライマリアカウントで、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、[ルール] を選択します。 

3. [TASNSRule] を選択して、account パラメータに、二重引用符で囲まれたカンマ区切り値が示さ

れていることを確認します。 

4. [TASQSRule] を選択して、account パラメータに、二重引用符で囲まれたカンマ区切り値が示さ

れていることを確認します。 

5. [TASlackRule] を選択して、account パラメータに、二重引用符で囲まれたカンマ区切り値が示

されていることを確認します。 

6. TASNSRule、TASQSRule、または TASlackRule ルールの account パラメータが正しい形式

で指定されていない場合は、正しい形式でスタックを更新します。 

*2 前述「*1」に記載の理由により、イベントのルールを確認する場合は、AWS マネジメントコン

ソールより、Amazon EventBridgeにて次のタスクを実行してください。 

1. プライマリアカウントで、Amazon EventBridge コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで、イベントの [ルール] を選択します。 

3. ルールで TASNSRule を検索し、名前に表示されるルールを選択します。 

4. イベントパターンに表示される account パラメータに、二重引用符で囲まれたカンマ区切り値が

示されていることを確認します。 

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/events/home
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5. ルールで TASQSRule を検索し、名前に表示されるルールを選択します。 

6. イベントパターンに表示される account パラメータに、二重引用符で囲まれたカンマ区切り値が

示されていることを確認します。 

7. ルールで TASlackRule を検索し、名前に表示されるルールを選択します。 

8. イベントパターンに表示される account パラメータに、二重引用符で囲まれたカンマ区切り値が

示されていることを確認します。 

9. TASNSRule、TASQSRule、または TASlackRule ルールの account パラメータが正しい形式

で指定されていない場合は、正しい形式でスタックを更新します。 

Slack 通知が届かない 
WARN イベントまたは  ERROR イベントに関する  Slack 通知が届かない場合は、Amazon 

CloudWatch Logs でエラーメッセージを確認します。 

1. プライマリアカウントで、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] を選択します。 

3. ロググループ  /aws/lambda/<stackname>-SlackNotifier-<randomstring> を選択しま

す。 

4. 一番上 (最新) のログストリームを選択します。 

5. 次のエラーを探します。 

 

図 3: Slack 通知エラー 

解決方法 
次のタスクを実行します。 

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
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1. プライマリアカウントで、AWS Systems Manager コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインのアプリケーション管理で、[パラメータストア] を選択します。 

3. SlackChannel パラメータを選択し、パラメータに正しい値が表示されていることを確認します。 

4. SlackHookURL パラメータを選択し、パラメータに正しい値が表示されていることを確認しま

す。 

E メール通知が届かない 
E メール通知が届かない場合は、Amazon SNS トピックをサブスクライブしていることを確認しま

す。 

1. プライマリアカウントで、Amazon SNS コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで、[トピック] を選択します。 

3. Amazon リソースネーム (ARN) 値 <stackname>-SNSTopic-<randomstring> を選択します。 

4. Subscription ID に ARN 値が表示されていることを確認します。 

解決方法 
Subscription ID フィールドに「保留中の確認」と表示されている場合は、次のタスクを実行しま

す。  

1. 「保留中の確認」の横にあるチェックボックスをオンにします。 

2. サブスクリプションで、[リクエストの確認] を選択します。 

3. 該当する E メール受信トレイに移動します。 

4. サブスクリプション通知の E メールで、SubscribeURL リンクを選択します。 

5. Amazon SNS コンソールで、表示を更新し、Subscription ID に ARN 値が含まれていることを

確認します。 

https://console.aws.amazon.com/systems-manager
https://console.aws.amazon.com/sns/
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カスタマイズ 

AWS Lambda の実行間隔の変更 
デフォルトでは、AWS Lambda 関数が 24 時間に 1 回実行され、AWS Trusted Advisor によるサー

ビス制限チェックが更新されます。ただし、AWS CloudFormation テンプレートで Mappings を変更

することにより、AWS Lambda 関数が呼び出される頻度を変更できます。AWS Lambda 関数が 12 

時間に 1 回以上実行されるように設定した場合は、イベントが Amazon DynamoDB に届くまでに遅

延が生じることがあります。 

実行間隔を変更するには、AWS CloudFormation テンプレートで次の Mappings を変更します。 

RefreshRate: 
    CronSchedule: 
      Default: rate(1 day) 

有効な rate 式の詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの「rate 式」を参照

してください。 

モニタリング対象サービスの変更 
このソリューションのデフォルトでは、AWS Trusted Advisor でチェックされるすべてのサービス

クォータがチェック対象になります。チェックするサービスクォータを指定するには、AWS 

CloudFormation テンプレートで次の Mappings を変更します。 

EventsMap: 
   Checks: 
     Services:                
'"AutoScaling","CloudFormation","EBS","EC2","ELB","IAM","Kinesis", 
"RDS","SES","VPC"'        

セカンダリアカウントでチェックされるのは、プライマリアカウントで指定したサービスのみです。例

えば、プライマリアカウントで Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のみを指定し、セ

カンダリアカウントで Amazon EC2 と Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を指定した場

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html#RateExpressions
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合、プライマリアカウントでは Amazon EBS を指定していないため、セカンダリアカウントから 

Amazon EBS のステータスイベントは届きません。 

プライマリアカウントで Amazon EC2 と Amazon EBS を指定し、セカンダリアカウントで Amazon 

EC2 のみを指定した場合は、セカンダリアカウントで Amazon EBS を指定していないため、セカンダ

リアカウントから Amazon EBS のステータスイベントは届きません。 

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、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどのように使用

しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。アクティブにすると、

AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックが更新されるたびに、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): 「AWS でのクォータモニタ」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 

• SNS Events: Amazon Simple Notification Service 通知がアクティブかどうか  

• Slack Events: Slack 通知がアクティブかどうか 

• Spoke Count: スポークアカウントの数 

• Service: 通知を開始したサービス 

• Limit Name: 通知を開始したリソース 

• Status Level: 通知のステータスレベル 

• Region: リソースが配置されている AWS リージョン  

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、次のタスクを実行します。 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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AWS CloudFormation テンプレートの次の Mappings セクションを特定します。 

Mappings: 
    Send-Data: 
      SendAnonymousData: "Yes" 

これを次のように変更します。 

Mappings: 
    Send-Data: 
      SendAnonymousData: "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 でのクォータモニタ」ソリューションのテンプレー

トは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して作成されます。詳細については、

README.md ファイルを参照してください。 

改訂 
日付 変更 

2016 年 9 月 初回リリース 

2017 年 2 月 AWS Lambda の子関数を 2 つ作成するようにソリューションを更新 

2018 年 6 月 AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックのサービスレベルの詳細度、サービ

ス使用率の詳細を保存する Amazon DynamoDB、および Amazon CloudWatch Events 

ルールの統合を追加 

2018 年 7 月 ソリューションの Amazon SNS トピックのサブスクライブに関する情報と、ソリュー

ションのパラメータストア用のサンプル Slack チャンネル値を追加 

2019 年 4 月 Slack Incoming Webhook URL およびチャンネルの新しいパラメータと、アカウント 

ID の正規表現に関する情報を追加 

2019 年 9 月 サービスクォータと vCPU クォータのチェック機能に関する情報を追加 

https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor
https://aws.amazon.com/cdk/
https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/README.md
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日付 変更 

2019 年 12 月 Node.js の更新のサポートに関する情報を追加 

2020 年 2 月 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) サーバー側の暗号化キーに関するバ

グを修正し、AWS Trusted Advisor によるサービス制限チェックを追加 

2020 年 10 月 バグを修正し、AWS CloudFormation テンプレートを更新 (詳細については、GitHub リ

ポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照) 

2021 年 3 月 詳細なコスト情報の提供、アーキテクチャフローに関する説明の修正、包摂的でない表

現の削除によりドキュメントを改善 

2021 年 5 月 リソース  v5.3.4 — バージョン 5.3.4 の詳細については、GitHub リポジトリの 

CHANGELOG.md ファイルを参照 

 

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 でのクォータモニタ」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供与されます。 

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

 

https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/aws-limit-monitor/blob/master/CHANGELOG.md
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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