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注意 

本書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。本書の発行時点に

おける AWS の現行製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更さ

れることがあります。お客様は本書の情報および AWS 製品の使用について独

自に評価する責任を負うものとします。これらの情報は、明示または黙示を問

わずいかなる保証も伴うことなく、「現状のまま」提供されるものです。本書

のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤー、またはライセンサーか

らの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するものではありません。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。 
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要約 

AWS が提供するサービスの数とタイプは飛躍的に増加しましたが、料金設定

における当社の理念は変わっていません。毎月月末にご利用分のみお支払いい

ただき、製品の使用はいつでも開始または停止することができます。長期的な

契約は一切必要ありません。 

ウェブサイト上の各サービスに対する料金設定情報は、AWS 料金表でご覧い

ただけます。1 各サービスの料金を設定する当社の戦略は、それぞれのプロジ

ェクトに必要なサービスを選択して使用分の料金のみを支払うという極めて高

い柔軟性を単独的に提供します。 

本ホワイトペーパーは、AWS で特定のプロジェクトを実行するコストを効率

的に見積もる方法について理解するためにお役立ていただけます。 本ホワイト

ペーパーでは、AWS 簡易見積もりツールを活用する例をいくつか提供します。 

さらに、各例についてそのアーキテクチャ、各サービスの使用例、各サービス

のコスト内訳、および推定される月額料金総額について説明します。 

 

http://aws.amazon.com/pricing/
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
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はじめに 

アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、幅広いクラウドコンピューティングサー

ビスを提供しています。各サービスでは、お客様が実際に必要とするリソース

の量だけの料金をお支払いいただきます。以下は、この実用本位型料金モデル

の説明です。 

AWS 無料利用枠 

新しい AWS のお客様によるクラウド使用開始を支援するため、AWS では無

料利用枠を提供しています。AWS を新しくご利用のお客様は、1 年間無料の 

Amazon EC2 マイクロインスタンスを実行できるのと同時に、Amazon S3、

Amazon Elastic Block Store、Amazon Elastic Load Balancing、AWS データ転

送、および AWS のその他サービスの無料利用枠も活用できます。詳細につい

ては、AWS 無料利用枠を参照してください。2 

 従量制料金。最小契約条件はなく、長期契約も必要ありません。初期費

用を低額の変動費に変え、使用分の料金だけを支払います。 余分なキャ

パシティーに対する料金を前払いする必要はなく、キャパシティーの計

画不足で事後に不都合が起こることもありません。 コンピューティング

リソースの料金は、リソースの起動時からそれを停止する時まで、時間

単位 (サービスに応じて時間単位が異なります) でのお支払いになります。 

データストレージと転送については、1 GB 単位でのお支払いです。 当

社では、使用される基盤となるインフラストラクチャとサービスに基づ

いて課金を行います。 クラウドリソースが必要ではない時は、稼働を止

め、支払いを停止することができます。 

 予約して節約。特定の製品については、リザーブドキャパシティーに投

資して、大幅に割引された 1 時間あたりの料金を利用できます。これは、

同等のオンデマンドキャパシティーと比較して、全体で最大 60% の節

約につながります (予約するインスタンスのタイプに応じて異なります)。 

 より多くのご利用でユニットあたりの料金をさらにお安く。利用規模が

大きくなるほど節約額も大きくなります。ストレージとデータ転送では、

料金設定が階層化されており、使用量が増えるほど、ギガバイトあたり

の料金が安くなります。コンピューティングでは、より多くのご予約で、

最大 10% のボリュームディスカウントを受けることができます。 

http://aws.amazon.com/free
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 AWS の成長によりさらに低料金化。最も重要な点は、当社が常にデー

タセンターハードウェアコストの削減に焦点を当てており、運用効率を

向上させ、電力消費を削減し、業務を行うためのコストを全般的に低減

させていることです。これらの最適化と、AWS の大幅な、ますます拡

大するスケールメリットは、お客様に対する低価格という形での還元に

つながります。2006 年以来、AWS では料金を 60 回以上値下げしまし

た。 

 カスタム料金。AWS のどの料金モデルもお客様のプロジェクトに適さ

ない場合はどうすればよいでしょうか。ユニークな要件を伴う高容量の

プロジェクトには、カスタム料金をご利用いただけます。カスタム料金

に関するサポートについては、当社にお問合せの上、AWS 営業担当者

にご相談ください。3 

AWS では、追加料金なしのサービスも各種提供しています。 

 Amazon VPC4: Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、AWS ク

ラウドの論理的に分離されたセクションのプロビジョニングを可能にし

ます。そこでは、お客様定義の仮想ネットワーク内で AWS リソースを

起動することができます。 

 AWS Elastic Beanstalk5: AWS Elastic Beanstalk は、AWS クラウドでア

プリケーションを迅速にデプロイして管理するためのさらに簡単な方法

です。 

 AWS CloudFormation6: AWS CloudFormation は開発者とシステム管理

者に、関連する AWS リソースのコレクションを作成し、それらを秩序

立った予測可能な方法でプロビジョニングするための簡単な方法を提供

します。 

 AWS Identity and Access Management (IAM)7: AWS IAM は、AWS のサ

ービスおよびリソースへのユーザーによるアクセスを制御します。 

 Auto Scaling8: Auto Scaling は、お客様定義の条件に従って Amazon 

Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスを自動的に追加または削除し

ます。Auto Scaling を使用することにより、需要がスパイクしている間

はパフォーマンスを維持するために使用している Amazon EC2 インスタ

ンスの数がシームレスに増加され、需要が収束するとコストを最小化す

るためにインスタンスの数が自動的に減らされます。 

 AWS OpsWorks9: AWS OpsWorks は、あらゆる種類とサイズのアプリケ

ーションのデプロイと操作を容易にするアプリケーション管理サービス

です。 

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/?nc2=h_ql_cu&awsm=ql-0
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/opsworks/
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 さらに、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) を使用して全アカウ

ントを統合し、階層化のメリットを得ることができます。10 

基本的な料金特性 

AWS には、コンピューティング、ストレージ、およびデータ転送 (アウト) と

いう、支払い対象となる 3 つの基本的特性があります。 これらの特性は、使用

している AWS 製品に応じてわずかに異なりますが、 基本的には、これらがコ

ストに最大の影響を与えるコアとなる特性です。 

データ転送 (アウト) は有料ですが、インバウンドデータ転送、または同じリー

ジョン内のその他アマゾン ウェブ サービス間でのデータ転送は無料です。ア

ウトバウンドデータ転送は、Amazon EC2、Amazon S3、Amazon RDS、

Amazon SimpleDB、Amazon SQS、Amazon SNS、および Amazon VPC 全体で

集約されてから、アウトバウンドデータ転送の料金が課されます。この料金は、

毎月の明細書に AWS データ転送 (アウト) として表示されます。 

無料のインバウンドデータ転送 

インバウンドデータ転送は、すべてのリージョンにおけるすべてのアマゾン ウ

ェブ サービス全体で無料です。同じリージョン内のアマゾン ウェブ サービス

間でのアウトバウンドデータ転送に料金はかかりません。 

このセクションの残りの部分では、よく使用される 4 つの AWS 製品である

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3)、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、Amazon 

Relational Database Service (Amazon RDS)、および Amazon CloudFront の料

金特性の内訳を説明します。 

AWS の各製品とその具体的な料金特性に対する料金は、AWS 料金表でご覧い

ただけます。 

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 

Amazon EC2 は、クラウド内にサイズ変更可能なコンピューティングキャパシ

ティーを提供するウェブサービスです。11Amazon EC2 のシンプルなウェブサ

ービスインターフェイスによって、最低限の操作でキャパシティーを取得し、

設定することが可能になり、アマゾンの実績あるコンピューティング環境での

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
http://aws.amazon.com/pricing/
https://aws.amazon.com/ec2/
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コンピューティングリソースの完全な制御を提供します。Amazon EC2 は、実

際に使用するキャパシティーのみについて料金を請求することにより、コンピ

ューティングの経済性を変革します。 

Amazon EC2 の使用コストの見積もりを開始するときは、以下を考慮する必要

があります。 

 サーバーの実働時間 – リソースの料金はそれらが実行されているときに

発生します。例えば、Amazon EC2 インスタンスが起動されてから終了

されるまで、または Elastic IP が割り当てられてから割り当て解除され

るまでの時間です。 

 マシン構成 – 選択する Amazon EC2 インスタンスの物理的容量を考慮し

ます。インスタンスの料金設定は、AWS リージョン、OS、コア数、お

よびメモリに応じて異なります。 

 マシン購入タイプ – オンデマンドインスタンスでは、コンピューティン

グキャパシティーに対して 1 時間単位で料金を支払い、必要最小限のコ

ミットメントもありません。 リザーブドインスタンスは、予約したい各

インスタンスに対して 1 回限りの低額料金を支払う (または支払いゼロ) 

オプションを提供し、そうすることによってインスタンスの 1 時間ごと

の使用料金に大幅な割引を受けます。 スポットインスタンスでは、使用

されていない Amazon EC2 キャパシティーを指定することができます。 

リザーブドインスタンスとスポットインスタンスを使用してコストをさ

らに節約する方法の詳細については、料金を参照してください。12 

 インスタンスの数 – ピーク負荷を処理するために、Amazon EC2 および 

Amazon EBS のリソースの複数のインスタンスをプロビジョニングする

ことができます。 

 負荷分散 – Amazon EC2 インスタンス間にトラフィックを分散するには 

Elastic Load Balancer を使用することができます。Elastic Load Balancer 

が実行される時間数、およびそれが処理するデータの量が月額コストに

反映されます。 

 詳細モニタリング – EC2 インスタンスの監視には Amazon CloudWatch 

を使用することができます。 13デフォルトでは基本モニタリングが有効

化され、追加料金なしで利用できますが、固定月額料金で詳細モニタリ

ングを選択することができます。このモニタリングには、1 分ごとに 1 

回記録される 7 個の事前選択されたメトリクスが含まれています。使用

が 1 月に満たない月は、1 時間あたりのインスタンス料金が時間割計算

で課金されます。 

https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
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 Auto Scaling – Auto Scaling は、お客様定義の条件に従ってデプロイ

メント内の Amazon EC2 インスタンスの数を自動的に調整します。この

サービスは、Amazon CloudWatch 料金以上の追加料金なしでご利用い

ただけます。 

 Elastic IP アドレス – 実行中のインスタンスに関連付けられた Elastic 

IP (EIP) アドレス 1 個を無料で使用できます。 

 オペレーティングシステムとソフトウェアパッケージ – オペレーティン

グシステムの料金はインスタンスの料金に含まれています。Amazon 

EC2 インスタンスと使用できる現在利用可能なオペレーティングシステ

ムのリスト、およびインスタンスの料金を見るには、Amazon EC2 を参

照してください。次の商用オペレーティングシステムを実行するための

追加のライセンス供与コストはかかりません。Red Hat Enterprise 

Linux14、SUSE Enterprise Linux15、Windows Server16、および Oracle 

Enterprise Linux17。さらに AWS では、お客様の手間を省くために 

Microsoft、IBM、およびその他数件のベンダーと提携し、Amazon EC2 

で商用ソフトウェアパッケージを実行できるようにしました (例えば、

Microsoft SQL Server on Windows、IBM ソフトウェア)。非標準的なオ

ペレーティングシステム、Oracle Application、Microsoft SharePoint お

よび Microsoft Exchange などの Windows Server アプリケーションとい

った AWS が提供しない商用ソフトウェアパッケージについては、お客

様がベンダーからライセンスを取得する必要があります。また、

Microsoft のソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ

などの特定のベンダープログラムを通じてクラウドに既存のライセンス

を持ち込むこともできます。18 

Amazon EC2 料金設定の詳細については、Amazon EC2 の料金を参照してくだ

さい。19 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

Amazon S3 はインターネット用のストレージです。20S3 は、ウェブ上のどこか

らでも、あらゆる量のデータをいつでも保存し、取得するために使用できるシ

ンプルなウェブサービスインターフェイスを提供します。 

Amazon S3 のコストの見積もりを開始するときは、以下の点を考慮する必要が

あります。 

 ストレージクラス – 標準ストレージは 99.999999999% の耐久力と 

99.99% の可用性を提供するよう設計されています。 標準 – 低頻度アク

https://aws.amazon.com/ec2/
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.suse.com/ja-jp/
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn636873(v=vs.85).aspx
https://www.oracle.com/jp/linux/index.html
https://www.oracle.com/jp/linux/index.html
https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx
https://aws.amazon.com/ec2/pricing/
https://aws.amazon.com/s3/
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セス (SIA) は、Amazon S3 の標準ストレージよりもわずかに低い冗長性

レベルで、あまり頻繁にアクセスされないデータを保存することでコス

トを削減する目的で使用できる、Amazon S3 内のストレージオプション

です。 標準 – 低頻度アクセスは、年間 99.9% の可用性で S3 と同じ 

99.999999999% の耐久性を提供するように設計されています。 各クラ

スには異なる料金設定があります。 

 ストレージ – Amazon S3 バケット内に保存されたオブジェクトの数と

サイズ、およびストレージのタイプです。 

 リクエスト – リクエストの数とタイプです。GET リクエストには、

PUT および COPY リクエストなどのその他リクエストとは異なるレート

での料金が発生します。 

 データ転送 – Amazon S3 リージョン外に転送されたデータの量です。 

Amazon S3 の料金設定の詳細については、Amazon S3 の料金を参照してくだ

さい。21 

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 

Amazon EBS は、Amazon EC2 インスタンスと併用するためのブロックレベル

のストレージボリュームを提供します。22Amazon EBS ボリュームは、EC2 イ

ンスタンスの寿命とは個別に永続するオフインスタンスストレージです。これ

らは、クラウド内の仮想ディスクに似ています。Amazon EBS は、汎用 (SSD)、

プロビジョンド IOPS (SSD)、およびマグネティックの 3 つのボリュームタイ

プを提供します。これら 3 つのボリュームタイプはパフォーマンス特性とコス

トの点で異なるため、アプリケーションのニーズに合わせて適切なストレージ

パフォーマンスと料金を選ぶことができます。 

 ボリューム – すべての EBS ボリュームタイプに対するボリュームスト

レージの料金は、お客様がそのストレージを解放するまで、1 月ごとに

プロビジョニングした容量 (GB 単位) に応じて課金されます。 

 1 秒当たりの入出力操作 (IOPS) – I/O は汎用 (SSD) ボリュームの料金

に含まれていますが、EBS マグネティックボリュームの場合、I/O はボ

リュームに対して行われたリクエストの数に応じて課金されます。プロ

ビジョンド IOPS (SSD) ボリュームでは、IOPS でプロビジョニングする

容量によっても課金されます (その月にプロビジョニングを行った日数

の割合を乗じる)。 

https://aws.amazon.com/s3/pricing/
https://aws.amazon.com/ebs/
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 スナップショット – Amazon EBS は、耐久性のある復旧のためにデータ

のスナップショットを Amazon S3 にバックアップする機能を提供しま

す。EBS スナップショットを選択する場合、1 月ごとに保存されたデー

タの GB 当たりのコストが追加されます。 

 データ転送 – アプリケーションから転送されるデータの量を考慮に入れ

てください。インバウンドデータ転送は無料で、アウトバウンドデータ

転送の料金は階層化されています。 

Amazon EBS の料金設定の詳細については、Amazon EBS の料金を参照してく

ださい。23 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

Amazon RDS は、クラウド内でのリレーショナルデータベースのセットアップ、

運用、およびスケーリングを容易にするウェブサービスです。24Amazon RDS 

は、お客様がアプリケーションとビジネスに集中できるように、時間のかかる

データベース管理タスクを管理しながら、コスト効率が良く、サイズ変更可能

なキャパシティーを提供します。 

Amazon RDS のコストの見積もりを開始するときは、以下を考慮する必要があ

ります。 

 サーバーの実働時間 – リソースの料金はそれらが実行されているときに

発生します。たとえば、DB インスタンスを起動してからその DB イン

スタンスを終了するまでの時間です。 

 データベースの特性 – 選択するデータベースの物理的容量は、課金され

る金額に影響します。データベースの特性は、データベースエンジン、

サイズ、メモリクラスに応じて異なります。 

 データベース購入タイプ – オンデマンド DB インスタンスを使用すると

きは、DB インスタンスが実行される時間ごとにコンピューティングキ

ャパシティーに対する料金を支払い、必要最小限のコミットメントはあ

りません。リザーブド DB インスタンスでは、1 年または 3 年期間で予

約したい各 DB インスタンスに対して低額の 1 回限りの前金を支払うこ

とができます。 

 データベースインスタンスの数 – Amazon RDS では、ピーク負荷を処理

するために複数の DB インスタンスをプロビジョニングできます。 

https://aws.amazon.com/ebs/pricing/
https://aws.amazon.com/rds/


アマゾン ウェブ サービス – AWS 料金体系の仕組み 

8/20 ページ  

 プロビジョンドストレージ – アクティブな DB インスタンスのためにプ

ロビジョニングされたデータベースストレージの最大 100% のバックア

ップストレージには、追加料金が発生しません。DB インスタンスの終

了後、バックアップストレージには毎月 1 GB あたりの料金が請求され

ます。 

 追加のストレージ – プロビジョンドストレージの容量に加えて、バック

アップストレージの容量に毎月 1 GB あたりの料金が請求されます。 

 リクエスト – データベースに対するインプットおよびアウトプットリク

エストの数です。 

 デプロイメントタイプ – DB インスタンスは単一のアベイラビリティー

ゾーン (スタンドアロンのデータセンターに類似するもの) または複数の

アベイラビリティーゾーン (高度な可用性と耐久性のためのセカンダリ

データセンターに類似するもの) にデプロイすることができます。スト

レージおよび I/O の料金は、デプロイ先となるアベイラビリティーゾー

ンの数に応じて異なります。 

 データ転送 – インバウンドデータ転送は無料で、アウトバウンドデータ

転送のコストは階層化されています。 

アプリケーションのニーズに応じて、リザーブド Amazon RDS データベースイ

ンスタンスを購入することによって Amazon RDS データベースインスタンスの

コストを最適化することが可能です。リザーブドインスタンスを購入するには、

予約したいインスタンスごとに低額の 1 回限りの料金を支払います。そうする

ことによってインスタンスの 1 時間ごとの使用料金に大幅な割引を受けます。 

Amazon RDS の料金設定の詳細については、Amazon RDS の料金を参照してく

ださい。25 

Amazon CloudFront 

Amazon CloudFront はコンテンツ配信用のウェブサービスです。26このサービ

スは、低レイテンシーで高速なデータ転送によってエンドユーザーにコンテン

ツを配信する簡単な方法を提供するために他のアマゾンウェブサービスと統合

されます。 

Amazon CloudFront のコストの見積もりを開始するときは、以下を考慮する必

要があります。 

https://aws.amazon.com/rds/pricing/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
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 トラフィック分散 – データ転送とリクエストの料金は地理的リージョン

によって異なり、料金設定はコンテンツが提供されるエッジロケーショ

ンに基づいています。 

 リクエスト – 行われたリクエストの数とタイプ (HTTP または HTTPS)、

およびリクエストが行われた地理的リージョンです。 

 データ転送 (アウト) – お使いの Amazon CloudFront エッジロケーショ

ンから転送されたデータの量です。  

Amazon CloudFront の料金設定の詳細については、Amazon CloudFront の料

金表を参照してください。27 

コストをさらに節約する方法 

アプリケーションのニーズに応じて、EC2 リザーブドインスタンスまたはスポ

ットインスタンスを購入することで Amazon EC2 インスタンスのコストを最適

化できます。オンデマンドインスタンスは、Amazon EC2 インスタンスを 1 日

数時間、または 1 週間に数日実行する場合に最適なオプションですが、それ以

上 Amazon EC2 インスタンスを実行する計画の場合は、リザーブドインスタン

スがコストの節約になります。リザーブドインスタンスを取得するには、予約

したい各インスタンスについて期間 (1 年または 3 年) および支払い条件 (全額

前払い、一部前払い、または前払いなし) を選択します。そうすることによっ

て、そのインスタンスの 1 時間ごとの使用料金に大幅な割引を受けます。 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) リザーブドインスタンスは、キ

ャパシティーを予約し、インスタンスの使用にオンデマンドインスタンスの実

行と比べて大幅な割引を受けるために使用できます。 契約期間中は割引された

使用料金が確保されるため、リザーブドインスタンスの期間全体におけるコン

ピューティングコストを予測することができます。 予約したキャパシティーを

使用したいときは、購入したリザーブドキャパシティーと同じ構成の EC2 イン

スタンスを起動します。 アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、キャパシティー

予約に関連する使用料金を自動的に適用します。 リザーブドインスタンスを所

有している限り、期間中 1 時間ごとに EC2 インスタンスに対する料金が課金さ

れます。 

リザーブドインスタンスの期間終了時、別のリザーブドインスタンスを購入し

て更新しなくても、中断されることなく EC2 インスタンスの使用を継続するこ

とはできますが、この時点でオンデマンド料金が課金されることになります。 

http://aws.amazon.com/pricing/cloudfront/
http://aws.amazon.com/pricing/cloudfront/
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Amazon EC2 リザーブドインスタンスを購入するには、インスタンスタイプ 

(m1.small など)、プラットフォーム (Linux/UNIX、Windows)、アベイラビリ

ティーゾーン、テナンシー (専有またはデフォルト)、および期間 (1 年または 3 

年のいずれか) を選択する必要があります。リザーブドインスタンスマーケッ

トプレイスでは、他の AWS のお客様がそれぞれのリザーブドインスタンスを

販売するために出品できます。多くの場合、サードパーティーのリザーブドイ

ンスタンスは低価格、かつ短い期間で出品されます。これらのリザーブドイン

スタンスは、AWS から直接購入されたリザーブドインスタンスと全く変わり

ません。 

さらに、Auto Scaling または AWS のその他サービスを使用してリザーブドイ

ンスタンスのメリットを活用するオンデマンドインスタンスを起動することも

できます。 

以下の表は、米国東部リージョンで単一の m3.large Linux インスタンスを実行

する 1 年および 3 年期間の Amazon EC2 リザーブドインスタンスで可能な節約

額の例を示しています。 
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表 1: オンデマンドインスタンスと比較した 1 年および 3 年期間のリザーブドインスタンスで

の節約 

オンデマンドインスタンス (m3.Large – Linux) と比較したリザーブドインスタンスの節約率  

米国東部 (バージニア) での 1 年/3 年のリザーブドインスタンスのコスト総額 

 前払いなし 一部前払い 全額前払い オンデマンド 

1 年 876.00 USD 767.12 USD 751.00 USD 1,226.40 USD 

3 年  1,461.40 USD 1,373.00 USD 3,679.20 USD 

1 年の節約率 29% 37% 39%  

3 年の節約率  60% 63%  

表の料金は 2014 年 7 月 20 日時点での米国東部リージョン料金です 

表 1 からわかるように、1 年分のリザーブドインスタンス料金を一部または全

額前払いすることによる節約は、オンデマンド購入と比べて平均 38% の節約

になります。3 年期間のリザーブドインスタンスでは、平均的な節約率が 60%、

前払いなしの場合で 29% を超えます。 

リザーブドインスタンスを使用すべき理由は何でしょうか。 

コスト効率性 

リザーブドインスタンスは、オンデマンドインスタンスの料金と比べて大幅な

割引 (最大 60%) を実現します。 

信頼性 

リザーブドインスタンスはキャパシティーの予約を提供するため、必要な時に

予約している数のインスタンスを起動できるという自信を持つことができます。 

柔軟性 

料金を全額前払いする、一部前払いする、または前払いしない柔軟性があります。

前払い金額が多くなるほど、節約額も大きくなります。お客様の要件が変化した

場合は、リザーブドインスタンスを変更、または売却することが可能です。 

リザーブドインスタンスは、オペレーティングシステム (Linux/UNIX、SUSE 

Linux Enterprise、Red Hat Enterprise Linux、または Windows) 向けに、イン
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スタンスを購入したアベイラビリティーゾーンで利用できます。リザーブドイ

ンスタンスの詳細については、Amazon EC2 リザーブドインスタンスのページ

を参照してください。 

スポットインスタンスは、入札することができる未使用の Amazon EC2 キャパ

シティーです。インスタンスはスポット料金で課金されます。スポット料金は 

Amazon EC2 によって設定され、スポットインスタンスキャパシティーの供給

と需要に応じて周期的に変動します。お客様の最大入札金額が現行のスポット

料金を超えると、入札リクエストが受理され、インスタンスはお客様がそれら

の停止を選択する場合、またはスポット料金がお客様の最大入札金額を超える

場合のいずれか早い時点まで実行されます。スポットインスタンスの詳細につ

いては、Amazon EC2 スポットインスタンスを参照してください。28 

まとめ 

AWS が提供するサービスの数とタイプは飛躍的に増加しましたが、料金設定

における当社の理念は変わっていません。料金は従量制で、使用分のみの料金

を支払い、使用量が多いほど支払い料金が低くなって、キャパシティーを予約

すると支払い料金はさらに低くなります。ウェブアプリケーションのホスティ

ングといったユースケースのコストの見積もりは、ソリューションが通常 

AWS の複数の製品で複数の機能を使用するために、検討する要因と購入オプ

ションがより多くなり、難しくなる場合があります。 

コストを見積る最善の方法は、各 AWS 製品の基本的な特性を調べ、各特性の

使用を推定してから、ウェブサイトに掲載されている料金にそれらの使用を対

応付けることです。 実際のソリューションという観点から AWS 料金体系の仕

組みを理解するため、本ホワイトペーパーの後のセクションに記載されている

算出済みの例を参照してください。 

AWS 簡易見積もりツールを使用して、毎月の請求額を見積もることができま

す。このツールは、サービスごとのコスト内訳と、毎月の見積り総額を提供し

ます。また、一般的なソリューションのコストの見積もりと内訳を確認するた

めにこのツールを使用することもできます。 

AWS では、AWS の使用の開始を支援するために無料利用枠を導入しています。

無料利用枠を利用して、今すぐ使用を開始しましょう ! 

http://aws.amazon.com/ec2/spot
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リソース 

リソース 説明 

AWS 簡易見積もりツール AWS 簡易見積もりツールは、毎月の請求額を見積もるために役立ち

ます。 

AWS アーキテクチャセンター29 AWS アーキテクチャセンターは、拡張性が高く、信頼性のあるアプ

リケーションを AWS のクラウドで構築するために必要なガイダンス

とベストプラクティスを提供します。 

AWS エコノミクスセンター30 AWS エコノミクスセンターは、アマゾン ウェブ サービスのコスト

を、それに代わる IT インフラストラクチャと比較するための情報、ツ

ール、およびリソースへのアクセスを提供します。 

AWS アカウントアクティビテ

ィページ31 

サービスおよび使用タイプ別に分けられた現在の請求料金とアカウン

トアクティビティを表示します。前の月の請求明細も閲覧可能です。 

AWS 使用状況レポート32 各サービスについての使用状況レポートをダウンロードできます。レ

ポートは、使用タイプ、期間、サービスオペレーションなどを指定す

ることによってカスタマイズできます。 

 

コスト計算例 

本ホワイトペーパーのこのセクションでは、Amazon EC2、Auto Scaling、およ

び Amazon RDS を使用して AWS でホストされている動的ウェブサイトの一般

的ユースケースに対するコスト計算例を提供するために、AWS 簡易見積りツ

ールを使用します。Amazon EC2 インスタンスがウェブ層とアプリケーション

層を実行し、トラフィック負荷にインスタンスの数を一致させるために Auto 

Scaling を使用します。Amazon RDS は、プライマリストレージのために 1 つ

の DB インスタンスを使用します。この DB インスタンスは、複数のアベイラ

ビリティーゾーンにデプロイされます。 

アーキテクチャ 

Elastic Load Balancing は、1 つまたは複数の Amazon EC2 インスタンス全体の

トラフィックを分散します。Amazon EC2 インスタンスは Auto Scaling グルー

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://aws.amazon.com/architecture/
https://aws.amazon.com/economics/
https://aws.amazon.com/account/
https://aws.amazon.com/account/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/12/aws-cost-and-usage-reports-comprehensive-and-customizable-reporting-on-your-aws-costs-and-cost-drivers/


アマゾン ウェブ サービス – AWS 料金体系の仕組み 

14/20 ページ  

プに属し、Auto Scaling グループは、トラフィック負荷の変化に応じて 

Amazon EC2 インスタンスの追加または削除を行います。複数のアベイラビリ

ティーゾーンへの Amazon RDS のデプロイメントは、データの耐久性と可用性

を強化します。Amazon RDS は、計画された停止、または計画外の停止発生時

における自動フェイルオーバーのために、異なるアベイラビリティーゾーン内

にスタンバイインスタンスをプロビジョニングし、維持します。以下の図は、

複数のアベイラビリティーゾーンで Amazon EC2、Auto Scaling、および 

Amazon RDS データベースインスタンスを使用する動的ウェブサイト向けのア

ーキテクチャ例を示しています。 

 

図 1: 複雑な動的サイトアーキテクチャ 

毎日の使用プロファイル 

コストをより良く見積もることができるように、お使いのアプリケーションの

毎日の使用状況をモニタリングすることができます。例えば、毎日のパターン

を確認して、アプリケーションがどのようにトラフィックを処理するかを把握

できます。ウェブサイトに対するアクセス数を 1 時間ごとに追跡します。次に、
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実行されているインスタンスの数を追跡します。その日の合計アクセス数を集

計します。1 時間ごとに実行される Amazon EC2 インスタンスの数を調べて、

平均を取ります。1 日当たりのアクセス数と、インスタンスの平均数を計算に

使用できます。 

Amazon EC2 コストの内訳 

以下の表は、この動的サイトについて特定した Amazon EC2 の特性を示してい

ます。 

特性 推定される使用 説明 

サーバーの実働時間 24 時間/日 インスタンスは 1 月平均 30.5 日として、732 時間/

月稼働します。 

マシンの特性 m3.medium インスタ

ンス、エフェメラルス

トレージ 

3.75 GB のメモリ、vCPU 1 個、4 GB の SSD スト

レージ 

追加ストレージ EBS ボリュームなし このアプリケーションでは、AMI とパッケージ化さ

れたローカルストレージのみが必要です。 

データ転送 データ受信: 5 GB/日 デ

ータ送信: 50 GB/日 

毎日約 1,000,000 件のアクセスがあります。各レス

ポンスは約 50 KB を送信し、各リクエストは約 5 KB 

を受信します。 

インスタンスの規模 4 1 日平均で 4 つのインスタンスを実行しています。 

Elastic Load 

Balancing 
1 時間当たりの使用量:   

732 時間/月  

処理されたデータ:  

1677.5 GB/月 

Elastic Load Balancing は 1 日 24 時間、週 7 日体制

で使用されます。Elastic Load Balancing は 1 日当た

り合計 55 GB を処理します (データの受信 + 送信)。 

Elastic IP アドレス なし インスタンス間でのトラフィックの分散には Elastic 

Load Balancing を使用します。 

詳細モニタリング なし 詳細モニタリングは有効化されていないため、無料

で基本モニタリングを使用します。 
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1 か月の合計コストは、実行されるインスタンス、全体的な AWS のデータ転送、

Elastic Load Balancing、および Elastic Load Balancing によって処理されたデ

ータのコストの総額です。 

変数 式 計算 

Amazon EC2 インスタン

スのコスト 

1 時間当たりのインスタンスのコスト 

インスタンス数 

X 時間単位のアップタイム 

 

0.070 USD 

4 

X 732 

204.96 USD 

Elastic Load Balancing 

のコスト 

(使用された時間 X 1 時間当たりの料金) 

+ (処理されたデータ (GB) X 処理料金) 

 

732 X 0.025 USD 

+ 1677.5 X 0.008 USD 

31.72 USD 

AWS のデータ転送コスト (データ受信 (GB 単位) X データ受信料金) 

+ (データ送信 (GB 単位) X データ送信料金) 

 

152.5 X 0.00 USD 

+ (1525-1) a X 0.12 USD 

182.88 USD 

Amazon EC2 の推定コスト  419.56 USD 

a) 1 ヵ月当たり最大 1 GB が無料なので、1 を減算します。 

このコストの見積もりには AWS 簡易見積もりツールを使用しています。 この

ツールを使用して、Amazon EC2 を 1 ヵ月使用する場合のコスト総額 

419.56 USD を計上しました。33 

Amazon RDS コストの内訳 

以下の表は、この複雑な動的サイトについて特定した Amazon RDS の特性を示

しています。 

特性 推定される使用 説明 

サーバーの実働時間 24 時間/日 24 X 30.5 = 1 月当たり 732 時間 

データベースの特性 RDS のミディアム

インスタンス 

3.75 GiB のメモリ、仮想コア 1 個、中程度のネット

ワークパフォーマンス 

プロビジョンドストレージ 100 GB/月 Amazon は、プライマリデータセット用に 5 GB から 

1 TB の関連するストレージ容量を提供します。 

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html


アマゾン ウェブ サービス – AWS 料金体系の仕組み 

17/20 ページ  

特性 推定される使用 説明 

リクエスト 300 M I/O リクエ

スト/月 

1 月平均 30.5 日として、サイトにはアクセスごとに 5 

I/O リクエストの割合で 1 日 100 万件のアクセスがあ

ります。これは 1 ヵ月当たり合計 1.5 億件の I/O リク

エストですが、スタンバイインスタンスにもデータが

複製されることから書き込み I/O リクエストは 2 倍に

なり、合計で 3 億件になります。 

デプロイメントタイプ 複数のアベイラビ

リティーゾーン 

複数のアベイラビリティーゾーンでデータベースイ

ンスタンスを実行します。 

追加のバックアップストレ

ージ 

なし プロビジョニングされた容量である 100 GB まで使

用します。 

データ転送 データ受信: 0 GB 

データ送信: 0 GB 

RDS からインターネットへのデータ転送はありませ

ん。 

データベースインスタンス

の規模 

1 1 つのデータベースインスタンスが必要です。 

特別な機能 なし 予約されたデータベースインスタンスはありません。 

 

データ転送は受信と送信のどちらもないことから追加のバックアップストレー

ジがなく、1 ヵ月の合計コストは、実行されるインスタンス、プロビジョンド

ストレージ、および I/O リクエストのコストの総額となります。 
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変数 式 計算 

インスタンスコスト 1 時間当たりのインスタンスコスト 0.180 USD 

インスタンス数 1 

X 時間単位のアップタイム X 732 

131.76 USD 

プロビジョンドストレージ ストレージ料金 0.20 USD 

X ストレージ容量 (GB) X 100 

20.00 USD 

I/O リクエスト I/O 料金 0.10 USD  

 X リクエスト数 X 300 

  30.00 USD 

Amazon RDS の推定コスト  181.76 USD 

 

このコストの見積もりには AWS 簡易見積もりツールを使用しています。この

シナリオにおける Amazon RDS 部分の 1 ヵ月の使用に対する合計コストは 

181.76 USD です。34 

合計コスト 

この例の合計コストを計算するには、Amazon EC2、Amazon RDS、および 

AWS のデータ送信を加算し、AWS 無料利用枠に該当する割引を減算します。

このシナリオにおける動的サイトの合計コストは、毎月 601.32 USD と推定さ

れます。 35  

参考リンク 

1 http://aws.amazon.com/pricing/ 

2 http://aws.amazon.com/free 

 

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
http://aws.amazon.com/pricing/
http://aws.amazon.com/free
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4 https://aws.amazon.com/vpc/ 

5 https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ 

6 https://aws.amazon.com/cloudformation/ 

7 https://aws.amazon.com/iam/ 

8 https://aws.amazon.com/autoscaling/ 

9 https://aws.amazon.com/opsworks/ 

10 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated

-billing.html 

11 https://aws.amazon.com/ec2/ 

12 https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/ 

13 https://aws.amazon.com/cloudwatch/ 

14 https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/enterprise-linux 

15 https://www.suse.com/ja-jp/ 

16 https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn636873%28v=vs.85%29.aspx 

17 https://www.oracle.com/jp/linux/index.html 

18 https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-

assurance-license-mobility.aspx 

19 https://aws.amazon.com/ec2/pricing/  

20 https://aws.amazon.com/s3/ 

21 https://aws.amazon.com/s3/pricing/  

22 https://aws.amazon.com/ebs/ 

23 https://aws.amazon.com/ebs/pricing/ 

24 https://aws.amazon.com/rds/ 

25 http://aws.amazon.com/pricing/rds/ 

26 https://aws.amazon.com/cloudfront/ 

27 http://aws.amazon.com/pricing/cloudfront/ 

 

https://aws.amazon.com/contact-us/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/opsworks/
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.suse.com/ja-jp/
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn636873(v=vs.85).aspx
https://www.oracle.com/jp/linux/index.html
https://aws.amazon.com/ec2/pricing/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/s3/pricing/
https://aws.amazon.com/ebs/
https://aws.amazon.com/ebs/pricing/
https://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/pricing/rds/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/pricing/cloudfront/
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28 http://aws.amazon.com/ec2/spot 

29 https://aws.amazon.com/architecture/ 

30 https://aws.amazon.com/economics/ 

31 https://aws.amazon.com/account/ 

32 https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/12/aws-cost-and-

usage-reports-comprehensive-and-customizable-reporting-on-your-aws-

costs-and-cost-drivers/ 

33 リージョン関連の要因、および特別提供に応じて、AWS 簡易見積もりツール

から得るコストはわずかに異なります。 

34 リージョン関連の要因、および特別提供に応じて、AWS 簡易見積もりツール

から得るコストはわずかに異なります。 

35 リージョン関連の要因、および特別提供に応じて、AWS 簡易見積もりツール

から得るコストはわずかに異なります。 
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https://aws.amazon.com/architecture/
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