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  AWS クラウド財務
管理のガイド
財務プロセスをクラウド対
応に適応させます。

Bowen Wang
AWS クラウド財務管理ストラテジスト
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企業は、さらに速く動き、もっとイノベーションを起
こし、競争力を維持するためのデジタル変革を競い合
っています。このガイドでは、デジタルトランスフォ
ーメーションに財務管理プロセスのシフトと進化が必
要な理由、組織が適応するための方法、成功に役立つ 
AWS ソリューションについて、アマゾン ウェブ サ
ービス (AWS) の視点を共有しています。 

要約
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財務リーダーと話していると、大企業の
デジタルトランスフォーメーションをサ
ポートし、場合によっては主導するため
に、財務組織の役割がどのように進化し
てきたかをますます認識するようになり
ます。財務チームは、組織がクラウドテ
クノロジーの価値を理解して、ビジネス
とその顧客を潜在的なリスクから保護
し、財務慣行の進化を可能にします。ま
た、場合によっては組織の障壁を打ち破
って、これらの技術を採用することによ
る価値を完全に実現するよう支援する上
で重要な役割を果たします。

財務リーダーはこの進化における戦略的
パートナーであり、ビジネスを管理する

序文
必要があります。これは、適切な財務慣
行とポリシーを実装し、組織がクラウド
の価値を追跡および確認するよう支援
し、新しいテクノロジーで何を達成でき
るかを理解し、市場での競争優位を維持
することを意味します。また、スケーリ
ング中に最適化のためのオポチュニティ
を特定し、回復力のあるビジネス運用で
より優れた顧客体験を提供することも重
要です。

AWS では、世界中のお客様と緊密に連
携して、お客様のビジネス目標を理解
し、AWS の完全な価値を確実に実現で
きるようにしています。リーダーは、ク
ラウドへの支出を最適化して効果的に管

4

理するために、当社の幅広いテクノロ
ジーとコンサルティングサービスを利
用しています。

このガイドをお読みになり、あなたとあ
なたのチームが取り組んでいるプロジェ
クトに関連する何かが見つかることを願
っています。お客様の成功事例を聞いて 
IT 財務を管理し、ビジネスをさらに差
別化してビジネスの成果を向上させるた
めに、サービスを改善する方法について
理解してください。

ビジネスの成長に合わせて AWS を検討
し、提携していただきありがとうござい
ます。

Gopi Krishnan、
AWS 財務部門バイ
スプレジデント
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このホワイトペーパーをお読みになってい
る場合は、組織がすでにクラウドサービス
を使用しているか、クラウドがビジネスに
どのように役立つかを積極的に調査してい
る可能性があります。デジタルトランスフ
ォーメーションとイノベーションの推進、
時には業界全体を再定義することさえも、
ビジネスの俊敏性、回復力、生産性の向上
を目指すリーダーにとって、クラウドを魅
力的な戦略的投資にしています。失敗した
実験のコストに悩まされることもありませ
ん。

IT 支出の管理
方法を再考する
時間
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最近の Gartner の研究論文1 では、クラウ
ドの支出が組織の年間 IT 支出において占
めているシェアが増加していることを指摘
しています。リーダーは、全体的なクラウ
ド管理戦略に沿ったクラウドサービスの経
費管理機能を活用してデプロイする必要が
あります。この増加支出は変動が大きい傾
向にあり、財務チームに一連の新たな課題
をもたらしているため、クラウド支出の確
認、調整、および最適化を行う方法を変革
する必要があります。

クラウド支出の管理は、物理サーバー (ま
たは他のハードウェア) やオンプレミスの
ソフトウェアライセンスなどの従来の IT 
での支出管理とは異なる業務です。従来の
支出モデルでは、財務チームが予算を承認
し、調達チームがリソースを購入してベ
ンダーを管理し、サプライチェーンチーム
とテクノロジーチームが新しいインフラス
トラクチャのインストールとプロビジョニ
ングを担当します。ただし、クラウドによ
り、あらゆる業種のエンドユーザーが独立
してほぼ瞬時にテクノロジーリソースを取
得できるようになりました。

顧客の所有またはコロケーションのデータ
センターを含むオンプレミスインフラスト
ラクチャに関して、IT チームは通常、イン
フラストラクチャのコストをリアルタイム
で可視化して運用しているわけではありま
せん。これらの投資はすでに承認 (および
購入) されているため、チームは、容量の
制約に直面し始めるまで、すでに調達した
リソースをさらに最適化する方法について
の理解を深めるように動機付けられている
と感じることはありません。同時に、ほと
んどのテクノロジーチームは、この情報を

追跡および収集するためのツールにアクセ
スできないか、ツールを処理する方法がわ
かりません。クラウド環境では、クラウド
プロバイダーのネイティブコスト管理ツー
ルやサードパーティーソリューションを介
して、コストと使用状況のデータにほぼリ
アルタイムでアクセスできます。これによ
り、投資収益率を最大化するためのタイム
リーな意思決定が可能になります。

クラウドはまた、テクノロジーの投資に
おける予算と計画に関する方法を変えまし
た。物理データセンターでの規模と容量の
拡大は、新しいハードウェアへの投資を意
味します。これは、数か月、場合によって
は数年前にわたって計画されたイベントで
す。しかし、クラウドでは、オンデマンド
料金により、組織全体の従業員が継続的に
リソースを拡大および縮小している可能性
があり、その結果、月額、場合によっては
週額、または日額というように、支出にば
らつきが生じます。また、従量課金制の場
合は容量を購入するのが最も簡単ですが、
最も高価なオプションでもあります。チー
ムは、幅広い AWS クラウド料金モデルと
さまざまな節約方法を利用して、はるかに
低い単価でクラウドプロジェクトを強化し
ていますか? 

1 Gartner、「パブリッククラウド IaaS 管理コストのソリューションを特定
する方法」、Brandon Medford、Craig Lowery、2018 年 1 月 22 日。ID: 
G00347479。

 
Gartner は、調査報告書に掲載された特定のベンダー、製品、またはサービス
を推奨するものではありません。また、最高の評価を得たベンダーや、その他
の特定のベンダーのみを選択するようテクノロジーの利用者に助言するもので
はありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナーのリサーチ団体
の見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナー
は、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、本リサーチに関する一切
の責任を、明示または黙示を問わず負うものでありません。
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従来の静的なウォーターフォール計画と IT 予算およびコスト評価モデルを動的なクラウ
ドの使用に適用すると、計画が不正確になったり可視性が低下したりするなどのリスク
が生じる可能性があります。最終的に、これにより、コストを効果的に最適化および制
御し、長期的なビジネス価値を実現するオポチュニティが失われることになります。ガ
ートナーでは、クラウドコスト管理の明確な計画がない組織は、70% (またはそれ以上) 
の支出を超えている可能性があると推定しています。2 次のセクションは、従来の財務管
理手法によって組織がクラウドコストの管理に関して迷う可能性がある領域で構成され
ています。

従来のプロセスをクラウド
対応に適応させる

7
2 Gartner、「パブリッククラウドの支出を管理するための 90 日間の計画」、2019 年 2 月 14 日。ID: G00382575。
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トレーサビリティの不足

組織がクラウドジャーニーを開始すると
すぐに、コストの可視性と説明責任のため
のポリシーとプロセスを含む基盤を確立
するオポチュニティを備えます。ただし、
組織は通常、複数のアカウントを管理す
るため、クラウドリソースの正確なインベ
ントリを維持するのは難しい場合があり
ます。AWS は、チームがクラウドリソー
スを特定のチーム、プロジェクト、および
ビジネスイニシアチブにリンクする際に役
に立つタグ付けポリシーを提供します。し
かし、多くの場合、チームメンバーは、新
しいプロジェクトを開始するときに、これ
らの対策を実装するための時間を費やして
いない場合があります。時間の経過ととも
に、クラウドサービスの採用が増えるにつ
れて、組織は支出の追跡 (またはそれを測
定することさえ)、承認されたイニシアチブ
までの支出の追跡、または適切なビジネス
ユニットやプロジェクトへのコストの割り
当てに対して困ることが増えます。

8

予期しない請求または説明できない請求

クラウドはすべての人のためにテクノロジ
ーを民主化しました。ただし、クラウドの
支出を制御して管理するためのガードレー
ルがないと、購入者からの自律性により、
請求額が異なり、予期しないコストや説明
できないコストが発生し、コンプライアン
スとセキュリティのリスクが高まる可能性
があります。AWS は、チームが請求を統合
し、使用法や消費習慣を理解して、アクセ
ス許可のコントロールを設定する際に役に
立つツールを提供します。多くの場合、ク
ラウドユーザーは、これらのツールを認識
していないか、積極的に利用して、毎月の
請求書を処理および理解し、効果的なガバ
ナンスメカニズム を実装している可能性
があります。
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不正確な予測

予算編成と財務差異分析における従来の方
法は、クラウドでうまく変換されません。
テクノロジーチームと財務チームでは、使
用量を正確に予測し、コストを抑制しなが
ら、クラウドへの投資をビジネス目標に効
果的に合わせることができる、効果的で一
元化された予算編成と監視のメカニズムが
不足している可能性があります。実際の支
出、定期的な予測、予算を一元的に把握せ
ずに機能 (技術、製品、ビジネス) 全体を使
って作業を行うと、定期的な予測と予算編
成により、コストと使用状況の傾向を把握
したり、または新しいビジネスイニシアチ
ブの準備をしたりするときに、将来のコス
トを見積もり、財務予測可能性をまとめる
ことが難しい場合があります。

不十分なコスト監視

テクノロジーチームがコストを意識した方
法を使って運用するという明確な要件がな
い場合、アーキテクチャ設計のパフォーマ
ンス、信頼性、セキュリティなど、他の IT 
の優先順位のみに基づいてクラウドへの投
資を優先する場合があります。たとえば、
オンプレミスのデプロイを複製する方法で
クラウドに移行することができます。また
は、オンデマンド料金と比べて単価を改善
できるさまざまな AWS サービス、アベイ
ラビリティーゾーン、または料金モデルの
影響を十分に考慮していない可能性があり
ます3。コストが一連の建築設計要件の一部
ではない場合、チームは費用対効果の悪い
リソースを購入することになります (オン
デマンド料金のみを支払う、特大のリソー
スを選択するなど)。

3 オンデマンド料金は従量課金モデルを使用します。これにより、予算を過剰
に投入したり、変更への対応を改善したりすることなく、変化するビジネス
ニーズに簡単に適応できます。 詳細については、料金ページをご覧ください
https://aws.amazon.com/pricing
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AWS クラウド財務管理の紹介

10

451 Research4 による最近の調査によれ
ば、クラウド財務管理ツールと実践を少
なくとも 2〜3 年間一貫して活用している
企業では、51% のコスト削減が見られま
した。さらに、5 年以上クラウド財務を
管理していた企業では、節約は最大 60% 
になりました。 ベネフィットはコスト削
減だけではありませんでした。同じ調査
では、クラウド財務管理を実施した企業
の 67% は結果として収益も増え、64% 
が収益性を高めたことがわかりました。

これらの落とし穴を回避するために、組織
は、クラウドでネイティブにアプリケーシ
ョンを構築する場合でも、ワークロードを
クラウドに移行する場合でも、クラウドサ
ービスの採用を拡大する場合でも、クラウ
ドジャーニー全体でクラウドコストを積極
的に管理する必要があります。AWS クラ
ウド財務管理 (CFM) は、ビジネスの俊敏
性を維持しながら、クラウドコストを管
理、最適化、および計画するための一連の
機能を提供します。クラウド財務管理は、
コストを効果的に管理するだけでなく、投
資を期待できるビジネス成果を促進するこ
とを保証するうえで最も重要です。

4 クラウド財務管理、小さな変化が大きな影響を与える可能性がある、451 Research および AWS、2020 年、All Rights Reserved.

AWS は、コストの透明性、制御、予測、
および最適化を通じてビジネスを変革す
る場合に役に立つクラウド財務管理ソリ
ューションを提供します。 これらのソリ
ューションは、すべてのチームと機能に
わたる説明責任を担い、期待されるビジ
ネス成果を推進するためのコスト意識の
高い文化を実現することもできます。 

AWS のサービスポートフォリオは、財務
チームがコストの発生源を確認し、予期
しない費用を最小限に抑えながら運用を
実施し、動的なクラウドの使用を計画し
て、チームが AWS での採用を拡大しなが
らクラウドの請求額を節約することがで
きます。
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参照 — ユーザー定義のメソッド
を使用して整理および報告する

11

AWS のコストを理解し、支出を最適化でき
るようにするには、それらのコストがどこ
から来ているのかを知る必要があります。
これには、アカウントとリソースの慎重な
構造が必要です。これにより、財務は支出
フローを追跡し、チームが収益の各部分に
責任を持つようにすることができます。

このプロセスは、次の手順を実行すること
でコストのトレーサビリティを保証する、
統合された AWS アカウント構造を設定す
ることから始まります。

 コスト割り当てタグを使用して組織の消
費パターンの詳細なビューを作成し、
構造化されたリソースタグ付け戦略を
形成します。コストレポートの場合、
所有者、スタックタイプ、関連するア
プリケーションなどの情報で使用され
るすべての AWS サービスにタグを付け
ます。タグポリシーを使用して、タグ
キーとキー値の優先事例処理など、一貫
したタグを維持できます。AWS リソー
スグループ を使用して、リソースを管
理および整理することもできます。タグ
を作成するためのさまざまな戦略につい
て読むには、 AWS タグ付けのベストプ
ラクティスをご覧ください。

11

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-tagging-best-practices.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-tagging-best-practices.pdf
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 AWS Cost Categories を使用して、ニ
ーズに基づいて、コストと使用状況の
情報を有意義なカテゴリにグループ化
します。ルールを記述し、請求明細書
のカスタムグループを作成できます。ア
カウント、タグ、サービス、料金の種類
など、さまざまなグループ化属性を利用
できます。 Cost Categories の作成方法
をご覧ください 。  

 タグと Cost Categories でフィルタリン
グすると、チームやアプリケーションご
とに IT コストを確認して共有できるよ
うになり、人々のコストに対する意識が
高まります。この可視性により、チーム
は AWS の使用に対するコストをより意
識することができます。

 事前設定されたブループリント用に 
AWS Control Tower  を使用して新しい 
AWS アカウントを作成およびプロビジ
ョニングして (ディレクトリとアクセス
用の AWS Single Sign-On など)、新し
い安全なマルチアカウント AWS 環境を
簡単にセットアップおよび管理します。

 AWS Organizations を使用して、ビジ
ネスニーズを反映し、すべての AWS ア
カウントに対して 1 回の支払いで請求
を簡素化することにより、組織の AWS 
アカウントの全体像を作成します。

executive
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https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-categories/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/create-cost-categories.html
https://aws.amazon.com/controltower/
https://aws.amazon.com/organizations/
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ビジネスに必要なアカウント構造を作成し
たら、内部コスト配分モデルを決める必要
があります。 AWS は、説明責任とコスト
意識の高いクラウド消費を促進するため
に、開発し、利害関係者の賛同を得て、監
視し、コスト配分モデルを積極的に設計お
よび実装する専任者またはチームを任命す
ることをお勧めします。クラウドおよび内
部コストをビジネス機能または製品チーム
に請求しますか (内部チャージバック)? ま
たは、単にコストを表示しますか (ショー
バックモデル)? 前者は説明責任を推進しま
すが、税金と見なすことができます。後者
は、管理に必要なオーバーヘッドが少なく
て済みますが、コストに対する説明責任を
それほど促進できない可能性があります。 

AWS がコスト配分に関して内部調整を達
成することを推奨するうえで、いくつかの
シナリオがあります。たとえば、リザーブ
ドインスタンス と AWS Savings Plans に
関連する前払い料金と運用費を割り当てる
アプローチに合わせる必要があります。サ
ービスの購入者やサービスのベネフィット
を受けた人に基づいてコストを割り当てる

ことができるためです。もう 1 つのシナ
リオは、共有コストの割り当て、具体的に
は、AWS サポート、データ転送、またはす
べてのエンドユーザーが共有するその他の
コストに関連するコストを割り当てる方法
です。コスト配分を成功させるために、

AWS は、コストを理解できる、さまざ
まなレベルの詳細ソリューションをい
くつか提供しています。 
具体的には次のとおりです。

• AWS Cost Explorer  を使用すれば、設定
した期間における AWS のコストと使用
状況を視覚化、理解、および管理するこ
とができます。データを高レベル (グラ
フおよび表形式) で探索することから始
めて、フィルターとグループ化を通じて
より具体的なビューを作成することによ
り、追加の詳細情報を探すことができま
す。たとえば、最初にサービスごとに上
位のコストドライバーを調べてから、さ
らに調査して、チームのタグまたは Cost 
Categories を介してそのサービスを使用
したユーザーを把握できます。
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https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/savingsplans/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
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図 1: AWS Cost Explorer レポート UI の例 — グループ化機能

図 2: AWS Cost Explorer レポート UI の例 — グループ化およびフィルタリング機能

executive
insights



15

• AWS のコストと使用状況レポート 
(CUR) は、AWS のコストと使用状況デ
ータに関して最も包括的な一式の情報
を提供します。これには、AWS サービ
ス、料金、料金モデルに関する詳細 (リ
ザーブドインスタンス、Savings Plans)
、および作成したタグと Cost Categories 
に関する追加のメタデータが含まれま
す。AWS は、指定した Amazon S3 バ

ケットに CUR を 1 日に複数回配信し
ます。そこから、レポートを Amazon 
Athena、Amazon Redshift、Amazon 
QuickSight などのサービスと統合できま
す。コストと使用状況のデータをビジネ
ス運用データと組み合わせてビジネスユ
ニットコスト KPI (販売単位あたりのク
ラウドコスト) を生成するなど、さらに
分析を行うためにデータを独自のシステ
ムに取り込むこともできます。

15

図 3: AWS のコストと使用状況レポートの例

AWS は、AWS Cost Explorer を使用してコ
ストと使用状況のレポート作成を開始す
ることについて、お客様にアドバイスし

ています。より詳細なデータと分析のカ
スタマイズに対するビジネスニーズに応
じて、CUR を使用するように、いつでも
進化させることができます。

AWS のすべてのインスタ
ンスにタグを付けること
で、アプリケーション層
からアプリケーションに
関連付けられたすべての
リソースに至るまでの特
定のコストを確認できる
ようになりました。これ
により、アプリケーショ
ンを運用するための隠れ
たコストを明らかにする
ことができました」。
 
Chad Marino
Kaplan テクノロジーサービス部
門エグゼクティブディレクター

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-and-usage-reporting/
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実行 — 請求を管理し、
コストを管理する
ガードレールを確立し、ガバナンスを設
定して、経費が予算と一致するように設
定できます。AWS には、開始するにあ
たり役に立ついくつかのツールが用意さ
れています。

AWS 請求とコスト管理コンソール は、
全体的な支出、サービスごとの支出、
および当月の無料利用枠の使用に焦点
を当てた高レベルの KPI を提供しま
す。また、AWS 請求とコスト管理の使
用を開始するためのリンク、およびコ
スト管理サービス、請求の詳細、設定
に移動する機能も提供します。

これにより、毎月の支出が前月の支出や
予測実行率と一致しているかどうかをす
ばやく評価することができます。請求
とコスト管理コンソールは、上位のサー
ビス別に各月の内訳も提供するため、こ
れらのコストが予想どおりであるかどう
かを判断できます。そうでない場合は、
調査後に修正措置を講じることをお勧め
します。また、今月の請求詳細 (サービ
ス、アカウント、リージョンごとの費用
など) や、アカウントの存続期間中の前
月の請求詳細に関する情報を取得するこ
ともできます。

図 4: 請求情報とコスト管理ダッシュボードの例

executive
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https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-getting-started.html
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詳細については、AWS 請求コンソール入門
ブログ。
を参照してください。
コスト管理は共通の責任ですが、アクセス
許可とアクセシビリティを導くための基本
的なガバナンスポリシーを確立することが
重要となります。これを成功させたお客様
は、Cloud Center of Excellence (CCoE) や 
Cloud Business Office (CBO) など、指定され
たチームを通じて一元化された所有権を持ち
ます。これらのチームは、ガバナンスメカニ
ズムの設計と実装を支援し、全社的なベスト
プラクティスを推進します。

AWS は、クラウドの使用と支出における
制限を定義および適用するガードレールを
設定するためのツールを提供します。AWS 
Identity & Access Management (IAM) を使用
して、ユーザーとグループを作成および管
理し、AWS リソースへのアクセスを許可す
るアクセス許可を使用できます。 サービス
コントロールポリシー (SCP)  を使用して、
組織内のすべてのアカウントにおけるアク
セス許可を一元管理することもできます。

チームが承認されたサービスを一元的にプ
ロビジョニングおよび共有し、エンドユー
ザーがこれらの IT サービスをすばやく検
索してデプロイできる運用モデルを好む場
合は、AWS Service Catalog  を使用できま
す。AWS Service Catalog を使用すれば、IT 
サービスのカタログを作成および管理する
ことができます。Service Catalog は AWS 

Budgets とも統合されているため、予算を作
成して製品やポートフォリオに関連付け、チ
ームの支出を追跡することができます。

前のセクションで説明したように、AWS 
Control Tower  は、マルチアカウントの 
AWS 環境をセットアップするための合理化
された方法を提供します。また、新しいアカ
ウントのポリシー管理を自動化し、アカウン
トのアクセス許可とガードレールのコンプラ
イアンスステータスの統合ダッシュボードビ
ューを提供する、重要なガバナンスツールで
もあります。

重要なのは、コスト超過の原因となるアクテ
ィビティを早期に検出してとらえることで
す。 AWS コスト異常の検出を使用すれば、
支出の傾向を調査し、支出と予想を比べ、根
本原因の分析を使用して異常アラートを送信
するため、特定のアカウント、サービス、リ
ージョンなどを評価できます。

コストと使用量が予算の制約を超えた場合、
特定の IAM または SCP ポリシーを適用でき
る AWS Budget アクションを事前設定した
り、アカウントでインスタンスを実行してい
るターゲット EC2 または RDS を停止したり
することで、意図しない支出を防ぐことがで
きます。 これらのアクションは、自動的に
実行することも、ワークフローの承認を得る
ようにすることもできます。 
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エグゼクティブスポンサ
ーシップを確保し、財
務、テクノロジーグルー
プ、IT の間で三者間の
パートナーシップを確立
することは、コスト管理
の取り組みにとって非常
に重要でした」。 
 

Sveta Shandilya
IT 計画部門責任者、
Rubrik

https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/back-to-basics-getting-started-with-the-billing-console/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/back-to-basics-getting-started-with-the-billing-console/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html#orgs_manage_policies_scp
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html#orgs_manage_policies_scp
https://aws.amazon.com/servicecatalog/?aws-service-catalog.sort-by=item.additionalFields.createdDate&aws-service-catalog.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/controltower/
https://aws.amazon.com/controltower/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-anomaly-detection/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/get-started-with-aws-budgets-actions/
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計画 — 柔軟な予算編成と予測
による計画の改善
可視性とコスト管理を確立したら、クラウ
ドプロジェクトへの支出計画と期待を設定
する必要があります。AWS は、動的な予
測および予算編成プロセスを構築する際に
柔軟性を与えるため、コストが予算制約に
準拠しているか、制約を超えているかを常
に把握することができます。

AWS Cost Explorer を使用して、過去の
支出に基づいて定義された将来の時間範
囲のコストを予測できます。 AWS Cost 
Explorer の予測エンジンは、料金タイプ (
リザーブドインスタンスなど) に基づいて

履歴データをセグメント化し、機械学習と
ルールベースのモデルの組み合わせを使用
して、すべての料金タイプにかかる費用を
個別で予測します。この複数の時系列ベー
スのアプローチでは、使用した AWS サー
ビスに関係なく、AWS Cost Explorer を介し
てより高度な予測精度を得ることができま
す。

AWS Cost Explorer を使用してカスタム使用
量を予測する方法については、AWS コスト
管理ブログの AWS Cost Explorer で利用可
能になった使用ベースの予測 を参照してく
ださい。

図 5: AWS Cost Explorer UI の例 — 予測機能

executive
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https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/launch-usage-based-forecasting-now-available-in-aws-cost-explorer/
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AWS Budgets  を使用して、期間、繰り返
し、または金額 (固定費または可変費) を
指定し、サービス、AWS リージョン、タ
グなどのフィルターを追加することで、
カスタム予算を詳細レベルで設定するこ
ともできます。 

既存の予算のパフォーマンスに関する情
報を常に入手するために、AWS Budget 
レポート を作成してスケジュールを組
み、利害関係者に定期的な電子メールで
送信することができます。

また、実際のコストに基づいて予算アラ
ート を作成することもできます。これ
は反応型で、予測されたコストに基づ
いて、潜在的なコストを超える場合の

緩和策を実装するための時間を提供しま
す。コストまたは使用量が予算額を超え
るか、超えると予測されると、アラート
が表示されます。リザーブドインスタン
スまたは Savings Plans を購入した場合
は、AWS Budgets を使用して、リザーブ
ドインスタンスと Savings Plans の使用
率または補償範囲の目標を設定すること
もできます。使用率または補償範囲が定
義されたしきい値を下回ると、アラート
が送信されます。アラート通知は、E メ
ール、Amazon SNS トピック、Slack メ
ッセージ、または Amazon Chime メッセ
ージ (AWS Chatbot サービスを利用) を
介して配信できます。これらの機能によ
り、予測された支出のマイナス変動に対
応して迅速に行動し、過剰支出や投資収
益率における目標を達成できないといっ
たリスクを軽減できます。

19

私たちにとって、予期し
ない請求について心配す
ることなく支出を予測で
きることは、大きな安堵
につながります。AWS 
Cost Explorer は、私た
ちのお金がどこに向かっ
ているのか、そしてコス
トをさらに削減するため
に何ができるのかを正確
に教えてくれます」。
  
Dean Jezard
CTO 兼共同創業者、
Tigerspike

図 6: AWS Budgets UI の例

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/reporting-cost-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/reporting-cost-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-best-practices.html#budgets-best-practices-alerts
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-best-practices.html#budgets-best-practices-alerts
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節約 — 料金と推奨リソースを
使用してコストを最適化する

コストの最適化は、新しいクラウド運用モ
デルに対して明確に定義された戦略を持つ
ことから始まります。クラウドジャーニー
のできるだけ早い段階から始め、適切なプ
ロセスと動作によって強化されたコスト意
識の高い文化の準備を整えるのが理想的で
す。

クラウドのコストを最適化するには、さま
ざまな方法があります。AWS では、お客
様が以下のことに集中することをお勧めし
ます。 

適切な購入モデルを選択する

AWS サービスは、複数の料金モデルを通
じて調達できます。1 年または 3 年の期
間ベースの契約を選択すると、オンデマン
ドの従量課金制でクラウドリソースを購入
したり、割引を受けたりすることができま
す。予備のコンピューティング容量をはる
かに低い料金で購入することもできます。

考慮すべきいくつかの戦略:

• 財務状況によって長期契約が可能であ
り、Amazon EC2 や Amazon RDS (一部
の例) のようなインスタンスのワークロ
ードを予測できる場合、リザーブドイ
ンスタンス  (RI) を使用してコストを削
減できます (オンデマンド料金から最大 
72% 割引)。3 つの支払いオプション (
全額支払い、部分支払い、前払いなし) 
から柔軟に選択できます。請求コンソー
ルで予約済みインスタンスの共有を有効
にすることで、組織の一括請求 (コンソ
リデーティッドビリング) ファミリーの
他のアカウントにインスタンス割引を適
用することもできます。

executive
insights

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
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• 特定のインスタンスではなく、1 時間あ
たりの金額を確約したい場合、Savings 
Plans は別の確約ベースの購入オプシ
ョンであり、オンデマンド料金から最
大 72% の割引を提供します。Compute 
Savings Plan を使用すれば、インスタ
ンスファミリー間または AWS リージ
ョン間でワークロードを移動する場合
や、AWS Fargate を使用して Amazon 
EC2 から Amazon ECS に移動する場合で
も、自動的に割引が適用されます。EC2 
Instance Savings Plans では、選択した 
AWS リージョンの特定のファミリー内
にある限り、インスタンスサイズ、オペ
レーティングシステム、テナンシーに関
係なく、自動的に割引が適用されます。

• ステートレスで耐障害性があるか、あ
るいは柔軟なワークロードがある場合に 
Amazon  EC2  スポットインスタンスを
使用すれば、未使用の EC2 容量を大幅
な割引 (オンデマンド料金から最大 90% 
割引) で利用できます。ビッグデータ、
コンテナ化されたワークロード、継続的
インテグレーション/継続的デリバリー 

(CI/CD)、ウェブサーバー、高性能コン
ピューティング (HPC)、その他のテスト
および開発ワークロードなどに適用でき
ます。

 単一の Auto Scaling グループでスポ
ットインスタンスを他の購入モデルと
組み合わせることでコンピューティ
ングコストを削減する方法について
は、AWS ニュースブログで複数のイ
ンスタンスタイプと購入オプションを
備えた EC2 Auto Scaling グループを
参照してください。スポットインスタ
ンスは予備の容量であるため、EC2 は 
2 分間の通知で、必要なときにいつで
もその容量を再利用することができま
す。スポットインスタンスは、Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon EMR、AWS 
Batch、Amazon ECS、Amazon EKS な
どの AWS マネージドサービスと統合さ
れており、中断をシームレスに処理でき
ます。中断通知を利用する方法について
は、AWS コンピューティングブログで 
EC2 スポットインスタンスの中断を処理
するためのベストプラクティスを参照し
てください。
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https://aws.amazon.com/savingsplans/
https://aws.amazon.com/savingsplans/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/?cards.sort-by=item.additionalFields.startDateTime&cards.sort-order=asc
https://aws.amazon.com/ec2/spot/?cards.sort-by=item.additionalFields.startDateTime&cards.sort-order=asc
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-ec2-auto-scaling-groups-with-multiple-instance-types-purchase-options/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/best-practices-for-handling-ec2-spot-instance-interruptions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/best-practices-for-handling-ec2-spot-instance-interruptions/
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需要に応じたキャパシティー
プロビジョニングするリソースのサイズと
タイプが、実際に必要なものと一致してい
る必要があります。アーキテクチャ設計内
で、チームは特定のデータタイプに最適な
送信先を検討し、データに適切なストレー
ジ層を選択する必要があります。以下のす
べての選択肢により、コストをさらに削減
できます。

たとえば、ストレージとデータベースのプ
ロビジョニングを最適化するには、次のよ
うにします。 

• Amazon S3 Intelligent Tiering  は、最も
費用対効果の高いアクセス層に自動的に
データを移動することで、コストを最適
化することができます。これは、オブジ
ェクトを 2 つのアクセス層に保存するこ
とによって機能します。1 つは頻繁なア
クセス用に最適化され、もう 1 つはまれ
なアクセス用に最適化されています。オ
ブジェクトごとに少額の監視料金および
自動化料金が毎月請求されます。

• Amazon DynamoDB を使用する場合、
データの読み取り、書き込み、および 
DynamoDB テーブルへの保存に対して請
求が行われます。DynamoDB オンデマ
ンド容量モード では、DynamoDB がワ
ークロードの増加または減少に対応する
ため、アプリケーションが実行する読み
取りおよび書き込みスループットの量を
指定する必要はありません。これは、予
測できないアプリケーショントラフィッ
クがある場合、または不明なワークロー
ド用に新しいテーブルを作成する必要が
ある場合に特に有用です。容量プランを
考慮する必要はありません。ワークロー
ドによって実行される読み取りと書き込
みに対してのみ料金をお支払いいただき
ます。 ただし、DynamoDB オンデマン
ド容量モードは、 プロビジョニングされ
た容量モードよりも高価なオプションで
あるので、ご注意ください。

EC2 の容量を次の方法で最適化することもでき
ます。 

• Amazon EC2 Auto Scaling を使用すれば、
需要の変化に対応するためにコンピューテ
ィング容量を追加または削除できます。た
とえば、EC2 インスタンスの状態を監視
し、異常なインスタンスを自動的に置き換
えることができます。ウェブアプリケーシ
ョンの既知のトラフィックパターンに合わ
せて、事前にスケーリングのスケジュール
を組むことができます。または、機械学習
に依存して定期的に発生するスパイクを含
め、将来のトラフィックを予測する予測ス
ケーリングを使用して、EC2 インスタンス
を事前に提供することもできます。

•  AWS Instance Scheduler を使用すると、EC2 
および RDS インスタンスのカスタム開始スケ
ジュールと停止スケジュールを設定できるた
め、環境の実行コストを削減できます。この
ソリューションを使用して営業時間中にイン
スタンスを実行するお客様は、それらのイン
スタンスを 24 時間年中無休で実行した時点か
ら最大 70% 節約することができました。

executive
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https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/on-demand/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/on-demand/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/provisioned/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/provisioned/
https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling/
https://aws.amazon.com/solutions/implementations/instance-scheduler/
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リソースの選択を簡素化および
最適化する
最後に、AWS ツールを使用してリソースの
最適化に関するガイダンスを受け取ること
ができるため、低コストで高いパフォーマ
ンスが得られます。AWS では、お客様が以
下から始めることをお勧めします (これら
のサービスをまだ利用していない場合)。

•  AWS Cost Explorer リソース推奨 
は、機械学習ベースの推奨エンジンを使
用して、ワークロードの設定とリソース
使用率を分析します。また、顧客固有の
コストと節約に関する情報 (請求、利用
可能なクレジット、RI、Savings Plans な
ど) も考慮に入れて、EC2 インスタンス
ファミリーだけでなく、インスタンスご
とにダウンサイジングされる可能性があ
り、十分に活用されていない EC2 インス
タンスを特定する場合に役に立ちます。

• AWS Compute Optimizer  は、AWS 
コンピューティングリソースの推奨事項
を提供し、最適な AWS コンピューティ
ングリソースを素早く特定できます。機
械学習を使用して、過去の使用率指標を
分析し、コストを最大 25% 削減できる
推奨事項を提供します。

• EC2 コンソールとその API の両方で提供
される EC2 インスタンスタイプを使用し
て、すべての Amazon EC2 インスタン
スタイプと機能を最新の状態に保つこと
ができます。このサービスは、すべての 
EC2 インスタンスタイプに信頼できる唯
一の情報源を提供し、オプションを比べ
て最新情報に簡単にアクセスできるよう
にします。

• Amazon S3 分析 — ストレージクラス
分析は、データアクセスパターンを監視
して、アクセス頻度の低い STANDARD 
ストレージを STANDARD_IA (IA、アクセ
ス頻度の低い場合) ストレージクラスに
移行するタイミングを決定する際に役に
立ちます。 

• AWS Trusted Advisor は、コストの最
適化、パフォーマンス、セキュリティ、
耐障害性、サービスの制限など、AWS の 
ベストプラクティスに従ってリソースを
プロビジョニングするためにリアルタイ
ムのガイダンスを提供するオンラインツ
ールです。

稼働後、リソース使
用率の監視を開始
し、インフラストラ
クチャのサイズを微
調整しました。これ
により、当初プロビ
ジョニングされたイ
ンフラストラクチャ
が、予測よりもさら
に 20% 削減されま
した。これは、オン
プレミス環境では不
可能でした」。
 

Paddy Raghavan
共同設立者、
CMPUTE.IO

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/right-sizing/
https://aws.amazon.com/compute-optimizer/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/it-just-got-easier-to-discover-and-compare-ec2-instance-types/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/it-just-got-easier-to-discover-and-compare-ec2-instance-types/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/analytics-storage-class.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/analytics-storage-class.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/
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クラウド財務管
理は、コストだ
けでなく改善を
行う 

24

CFM のベネフィットは、コストを回避す
ることや削減することだけではありませ
ん。CFM を実装して成功を収めるには、財
務、テクノロジー、ビジネスの各チーム間の
コラボレーションと、組織全体でのクラウド
支出の伝達方法と評価方法における変化が必
要です。上記の主な CFM 戦略と戦術を採用
し、自信をつけたら、CFM の価値をよりう
まく伝えることに集中できます。

executive
insights



25

クラウドのビジ
ネス価値 
財務部門は、テクノロジーチームと提携し
て、IT バリューの事例を作成およびソーシャ
ル化し、テクノロジー支出がビジネスの成果
にどのように関連しているかをビジネスで理
解できるようにする必要があります。このよ
うに、技術支出はコストではなく投資と見な
されます。

IT バリューの事例を伝えるには、テクノロ
ジーへの投資が成長指向かビジネス指向かを
識別し、ビジネスへの影響を定量化できる一
連のメトリックを定義して承認する必要があ
ります。成長主導型でありながら、新規販売
注文の数や新製品の市場投入までの時間を短
縮するなど、収益を生み出す活動に関連付け
ることができるテクノロジー投資の価値を示
すのは比較的簡単です。実行中のテクノロジ
ーへの投資は定量化が難しいように見えるか
もしれませんが、システム、アプリケーショ
ン、およびテクノロジーリソースがサポート
しているビジネスアクティビティの可用性の
向上 (計画外のダウンタイムの短縮など) やパ
フォーマンス (トランザクション処理時間の
短縮など) のように、リーダーが価値を確認
するための効果的な方法もあります。
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AWS は最近、クラウドの価値ベンチマーク
調査5 を実施しました。この調査では、クラ
ウドのビジネスへの影響を、コスト削減、ス
タッフの生産性、運用の回復力、ビジネスの
俊敏性という 4 つの価値領域に対して測定し
ました。詳細については、Cloud Value のベ
ンチマーク調査によるクラウド導入のベネフ
ィットの定量化を参照してください。

ビジネスリスクを軽減する
リスク管理と軽減は、ビジネスリーダーにと
ってもう 1 つの重要なポイントです。財務部
門はテクノロジーチームと協力して、AWS 
の俊敏性が実験を通じて、また可逆的な決定
を可能にすることで、失敗にかかるコストを
削減する方法について事業体を教育する必要
があります。Amazon では、これを「双方向
ドア6」の意思決定モデルと呼んでいます。将
来のアプリケーションに向けて準備をすると
き、チームは相対的なコスト、技術的能力、
デプロイする時間、およびリスクについて評
価する必要があります。 

AWS が提供する俊敏性とは、技術チームが多
額の初期資本コストに制約されることなく、
イノベーションを行えるようにすることを意
味します。ビジネスの透明性が向上し、組織
は、リソースをすばやく特定または中止し、
影響の大きい他の領域に再配置することで、
失敗した実験に関連するリスクを最小限に抑
えることができます。埋没費用やハードウェ
アの制約を受けることはありません。AWS 
は、ビジネスの俊敏性を向上させ、IT 予算を
より広範囲のビジネス目標に合わせ、既存の
ワークロードと将来のワークロードの KPI を
ベンチマークする際に役に立ちます。

5 AWS「Cloud Value のベンチマーク調査によるクラウド導入のベネフィットの
定量化」、2020 年 6 月。

6 Amazon の 2015 年度株主宛て手紙の「Amazon の Invention Machine: 一方向
ドアの決定と双方向ドアの決定」を参照してください。

27.4% のコスト (ユーザ
ー 1 人あたり) 削減

56.7% のアプリケーショ
ンのダウンタイムが減少

37.1% の時間 (新製品や
新規サービスの市場投入ま
で) を短縮

https://pages.awscloud.com/CVFWhitepaper_eBook.html
https://pages.awscloud.com/CVFWhitepaper_eBook.html
https://pages.awscloud.com/CVFWhitepaper_eBook.html
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/annual/2015-Letter-to-Shareholders.PDF
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/annual/2015-Letter-to-Shareholders.PDF
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お客様導入事例
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Zynga の最初の大規模な AWS 移行プロジェクト
は、プレイヤー中心のデータ駆動型企業にとって重
要な分析プラットフォームでした。AWS の支援を受
けて、Zynga は概念実証 (PoC) を実施し、最新の 
Amazon EC2 インスタンスクラスに対して分析プラ
ットフォームのインフラストラクチャをテストしま
した。その結果、230 ノードの zCloud クラスターを 
AWS で実行されている 115 ノードのクラスターに削
減する分析管理ソリューションがまず実現しました。
追加の PoC 作業により、ソリューションを 70 ノー
ドのクラスターで実行できるようになったため、効率
とパフォーマンスがさらに向上しました。

今日、AWS のおかげで、
さまざまなことを検討し
て自由に試すことができ
るため、ゲームを通じて
世界をつなぐという当社
の使命に向けて前進する
ことが可能になっていま
す。AWS を使用するこ
とで、Zynga はすばらし
いゲームの開発、製品イ
ノベーションへの投資、
プレイヤーエクスペリエ
ンスの向上に注力するこ
とができます」。
 

Dorion Carroll
最高情報責任者、Zynga
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MedStar Health では、ウェブサイトの運用と保守の
コストが月に 40% 以上減少しました。同時に、ダウ
ンタイムは 1 か月あたり 120 分から 5 分未満に減少
され、ページのダウンロード時間は平均 1,500 ミリ
秒から 120 ミリ秒に減少しました。その結果、患者
はウェブサイトでより多くの時間を費やし、検索を放
棄する人が少なくなります。

AWS クラウドが提供する価値を理解し、障害に関連す
るリスクを軽減することで、クラウド投資のパフォーマ
ンスを客観的に評価し、適切なレベルの資金を確保し
て、プロジェクトのポートフォリオ全体においてリソー
スに効果的に優先順位を付けることができます。

AWS でウェブサイト
を運営することで、ユ
ーザー体験が劇的に向
上しました。 ウェブサ
イトでの直帰率は大幅
に低下し、ページでの
滞在時間が大幅に増加
しました。最新の数値
は、ページビュー数が
増加していることを示
しています」。
 

Christine M. 
Swearingen、MedStar Health 
計画・マーケティング・コミュ
ニティ関係部門のエグゼクティ
ブバイスプレジデント
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クラウド財務を管理するには、コストの透明
性、制御、計画、および最適化を確立して運
用するために、既存の財務プロセスをクラウ
ド対応に進化させる必要があります。

クラウド財務管理は、コストを抑えるだけで
はありません。クラウドがビジネスにもた
らす価値を最大化するために、AWS の俊敏
性、イノベーション、規模をどのように取り
入れるかについての内容です。

クラウドテクノロジーとその財務を管理する
ことは、もはやサイロ化された取り組みでは
ありません。財務部門およびテクノロジーチ
ームは、IT コストがビジネスの目標と基本
的に一致していることを確認する必要があり
ます。また、関連するリスク、軽減、実装、
および価値における目標を理解する必要があ
ります。
AWS は、CFM のベストプラクティスを採用
できる一連のソリューションを提供します
が、組織の変革は大規模であるため、一夜に

して行う必要はありません。アナリストの調
査7 が示しているように、測定された小さな
改善は、時間の経過とともに大きな影響をも
たらす可能性があります。組織がクラウド
財務管理の手法を一貫して採用すると、これ
らの行動は作業や意思決定といった方法に深
く浸透します。その結果、新しいクラウドで
生まれたアプリケーションを設計するデベロ
ッパーから、これらの新しいクラウド投資の 
ROI を分析する財務マネージャーまで、より
コストを意識した文化が生まれます。

このリファレンスガイドに含まれているリソ
ースとツールは、組織のクラウド財務管理の
導入に不可欠であり、ビジネス価値の実現を
加速することができます。 顧客の成功スト
ーリー から詳細を学び、クラウド財務管理
のウェブポータルで追加の戦略について確認
し、またブログチャネルでソリューションの
立ち上げとベストプラクティスを読むことが
できます。
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まとめ

クラウドコンピュー
ティングは単なるテク
ノロジーではありませ
ん。 これは、テクノ
ロジーとビジネスモデ
ルの緊密な結合による
ものす。両方をよく
理解することで、顧客
は、IT 予算を効果的に
活用しながら、組織が
より優れたサービスを
顧客に提供できるよう
にする選択を行うこと
ができます」。
 
Jeff Barr、AWS バイスプレジ
デント兼チーフエバンジェリ
スト

7 クラウド財務管理、小さな変化が大きな影響を与える可能性がある、451 Research および AWS、2020 年、All Rights Reserved.

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/customers/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/customers/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/
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