
クラウドを使いたいけど、 
どのような構成を組めばよい？  いくらぐらいかかるの？

クラウド導入をお考えの方のための

クラウドの無料相談を受け付けております。資料請求、お見積りのご相談、

またお客様のユースケースにおける構築、パートナー紹介に関するご相談は、

お気軽に以下のフォームよりお問い合わせください。

平日営業時間内に日本オフィス担当者よりご連絡いたします。

クラウドの利用をご検討中の皆様

チャットでもご相談いただけます。（平日 土日祝日除く）
ご請求・ アカウントに関するサポートはこちらからお問い合わせください ≫

リモートワーク環境
を構築したい

ファイルサーバーを
クラウド化したい

IoT デバイスを
遠隔から監視・制御したい

在宅・リモート環境の
ウェブ会議・チャット環境を

用意したい

クラウドでシンプルに
バックアップ・DR環境を作りたい

画像データを
分析したい

業務システムを
クラウドに移行したい

コンテナを利用した
WEBサービスを構築したい
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レンタルサーバーから
クラウドに移行して
効率的な運用をしたい
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Amazon EBS

ブロックストレージ容量(gp2) 2,048 GB 0.12 USD/GB 245.75

スナップショット容量 3,072 GB 0.05 USD/GB 153.60

Site-to-Site VPN 730 時間 0.048 USD/時間 35.04Amazon VPC

目的・用途 HW のメンテナンスを含めて運用管理していた Windows ファイルサーバを AWS クラウド上に移設したい
この構成での料金試算例 482～ 615 ドル (月額 )

SSD 構成での料金試算例

Amazon EC2
コンピューティング(Windows, m5.large) 730 時間 0.216 USD/時間 157.68 

インターネットデータ転送 200 GB 0.114 USD/GB 22.80

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

月額合計料金: 614.88(USD)
※ 2020 年 5 月 21 日時点での試算です

Amazon EBS

ブロックストレージ容量(gp2) 40 GB 0.12 USD/GB 4.80

ブロックストレージ容量(st1) 2,008 GB 0.054 USD/GB 108.44

スナップショット容量 3,072 GB 0.05 USD/GB 153.60

Site-to-Site VPN 730 時間 0.048 USD/時間 35.04Amazon VPC

HDD 構成での料金試算例

Amazon EC2
コンピューティング(Windows, m5.large) 730 時間 0.216 USD/時間 157.68

インターネットデータ転送 200 GB 0.114 USD/GB 22.80

サービス 項目 数量 単価

料金 (USD)

月額合計料金: 482.36(USD)
※ 2020 年 5 月 21 日時点での試算です
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・
・
・
・
・
・

Windows ファイルサーバ

この構成での
選択サービス

コンピューティングリソース
Amazon EC2

オンプレミスとの VPN 接続
AWS Site-to-Site VPN

ブロックストレージ
Amazon EBS

容量の ファイルサーバ環境を 以下
で構築する例です。

ファイルサーバーは、業界標準のサーバーメッセージブロック プロトコルを介してアクセ
スできる、信頼性の高い完全マネージド型のファイルストレージを提供します。 における、利用ス
トレージの または の選択は、ランダムアクセススピードを重視するか、媒体容量価格を重視するか、の選択になります。
利用者が高可用性を重視していると想定し、この例では 構成としています。バックアップの容量としては 、つまり、複
数世代のバックアップを保持する想定をしておよそ 倍の容量を見込んでいます。なおこのバックアップデータは、データの実体
が に配置されますが、オペレーションは の操作として行うもので、 バ
ケットにオブジェクトが配置されるわけではない点に注意してください。そのためバックアップの料金は、 のストレー
ジ料金ではなく、 のバックアップ料金となります。

はユーザ認証に を必要としますので、この例では、
を活用します。こちらは、可用性を保つために二つのドメインコントローラで構成されます。

この ファイルサーバへ到達するための社内とのネットワーク接続には を活用しています。データ転送
料金としては、月にこの ファイルサーバに格納されたデータのうち ほどのデータが利用されていると想定しています。

社内ネットワーク

クラウド

ボリューム、 構成 バックアップ

目的・用途 のメンテナンスを含めて運用管理していた ファイルサーバを可用性を高めて クラウド上に移設したい
この構成での料金試算例 ～ ドル 月額

構成での料金試算例

構成での試算例
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・
・
・
・
・
・
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※ 年 月 日時点での試算です

ドメインコントローラ 時間

時間 時間

時間
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
ストレージ容量におよそ を または 媒体を利用することを見込んでいます。
プロビジョニングスループットを としています。ここではファイルシステムは一つとしています。
重複排除機能を利用していないとします。
バックアップストレージには ほどの容量を見込んでいます。

ファイルサーバの利用者は、インターネット アクセス経由での利用を想定しており、１ヶ月を 時間と見立てています。
ネットワーク転送は、この月に、全体容量の がアクセスされたことを想定した料金です。

は での認証を必要としますので、この例では の
の利用を想定しています。オンプレミスの を利用する場合は、それを活用することが可能で、もしくは、オンプレミスの と 上に構築する

上の とレプリケーションすることで実装を検討することもできます。

東京リージョンのご利用を想定しています。
ストレージ容量に起動ディスク容量を含めて、およそ 2TB を見込んでいます。
Amazon EC2 を Windows OS の License include のオンデマンド料金です。
１ヶ月を 730 時間と見立てています。
Windowsファイルサーバの利用者は、インターネットVPNアクセス経由での利用を想定しています。
この月に、全体容量の 10%がアクセスされたことを想定した料金です。
ユーザ認証のための Active Directory については上述に含まれておりません。

アクティブディレクトリサービス

ボリューム、 構成

2TB 容量の Windows ファイルサーバ環境を AWS で構築する例です。
オペレーティングシステム格納、および、ファイルを格納するための外部媒体としての Amazon EBS の容量を SSD または HDD に
て 2TB と想定したもので、 Microsoft Windows オペレーティングシステムを  Amazon EC2 で構築しています。 Amazon EBS に
おける SSD または HDD の選択は、ランダムアクセススピードを重視するか、媒体容量価格を重視するか、の選択になります。
バックアップには EBS スナップショットを活用しており、容量としては 3TB、つまり、複数世代のバックアップを保持する想定をしてお
よそ 1.5 倍の容量を見込んでいます。なお、EBS スナップショットは、データの実体が Amazon Simple Storage Service (Amazon 

S3)に配置されますが、オペレーションは Amazon EC2 操作として行うもので、Amazon S3 バケットにオブジェクトが配置されるわ
けではない点に注意してください。そのためスナップショットの料金は、Amazon S3 のストレージ料金ではなく、EBS スナップショット
の料金となります。
この Windows ファイルサーバへ到達するための社内とのネットワーク接続には AWS Site-to-Site VPN を活用しています。データ
転送料金としては、月にこの Windows ファイルサーバに格納されたデータのうち 10%ほどのデータが利用されていると想定して
います。
ユーザ認証を提供する Active Directory については、オンプレミス上にある Active Directory を利用するか、 AWS 上に構築する
かによってバリーションがありますので、この構成例には含まれておりません。
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ブロックストレージ容量

スナップショット容量

時間 時間

目的・用途 のメンテナンスを含めて運用管理していた ファイルサーバを クラウド上に移設したい
この構成での料金試算例 ～ ドル 月額

構成での料金試算例

コンピューティング 時間 時間

インターネットデータ転送

サービス 項目 数量 単価 料金

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

ブロックストレージ容量

ブロックストレージ容量

スナップショット容量

時間 時間

構成での料金試算例

コンピューティング 時間 時間

インターネットデータ転送

サービス 項目 数量 単価

料金

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

・
・
・
・
・
・
・

ファイルサーバ

この構成での
選択サービス

コンピューティングリソース オンプレミスとの 接続ブロックストレージ

2TB 容量の Windows ファイルサーバ環境を Amazon FSx for Windows File Server  (以下 FSx for Windows File Server)
で構築する例です。
FSx for Windows File Server ファイルサーバーは、業界標準のサーバーメッセージブロック (SMB) プロトコルを介してアクセ
スできる、信頼性の高い完全マネージド型のファイルストレージを提供します。  FSx for Windows File Server における、利用ス
トレージの SSD または HDD の選択は、ランダムアクセススピードを重視するか、媒体容量価格を重視するか、の選択になります。
利用者が高可用性を重視していると想定し、この例では Multi AZ 構成としています。バックアップの容量としては 3TB、つまり、複
数世代のバックアップを保持する想定をしておよそ1.5倍の容量を見込んでいます。なおこのバックアップデータは、データの実体
が Amazon S3 に配置されますが、オペレーションは FSx for Windows File Server の操作として行うもので、 Amazon S3 バ
ケットにオブジェクトが配置されるわけではない点に注意してください。そのためバックアップの料金は、 Amazon S3 のストレー
ジ料金ではなく、 FSx for Windows File Server のバックアップ料金となります。
FSx for Windows File Server はユーザ認証に Active Directory を必要としますので、この例では、AWS Directory Service 

for Microsoft Active Directory を活用します。こちらは、可用性を保つために二つのドメインコントローラで構成されます。
この Windows ファイルサーバへ到達するための社内とのネットワーク接続には AWS Site-to-Site VPN を活用しています。データ転送
料金としては、月にこの Windows ファイルサーバに格納されたデータのうち 10%ほどのデータが利用されていると想定しています。

Customer-gateway

社内ネットワーク

AWS クラウド

2TB SSD or HDD ボリューム、Multi AZ 構成

AWS Site-to-Site VPN

Virtual private gateway

VPC

Amazon S3

3TB
Amazon FSx バックアップ

目的・用途 HW のメンテナンスを含めて運用管理していた Windows ファイルサーバを可用性を高めて AWS クラウド上に移設したい
この構成での料金試算例 420～ 925 ドル (月額 )

SSD 構成での料金試算例

HDD 構成での試算例

・
・
・
・
・
・
・
・

Amazon FSx for Windows File Server による Windows ファイルサーバ

Amazon FSx for
Windows File Server

AWS Managed
Microsoft AD

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

この構成での
選択サービス

オンプレミスとの VPN 接続
AWS Site-to-Site VPN

ファイルストレージサービス
Amazon FSx for Windows File Server 

料金 (USD)

AWS Directory
Service for Microsoft
Active Directory

バックアップストレージ 3,072 GB 0.05 USD/GB 153.60

インターネットデータ転送 200 GB 0.114 USD/GB 22.80
Amazon VPC

Amazon FSx for
Windows File Server

SSD ストレージ 2,048 GB 0.276 USD/GB 565.25

ファイルシステムあたりのスループットキャパシティ 8MBps 5.175 USD/MBps 41.40

サービス 項目 数量 単価

月額合計料金: 924.67(USD)
※ 2020 年 5 月 21 日時点での試算です

Standard Edition 2 ドメインコントローラ 730 時間  106.58

Site-to-Site VPN 730 時間 0.048 USD/時間 35.04

0.146 USD/時間
・2DC

料金 (USD)

AWS Directory
Service for Microsoft
Active Directory

バックアップストレージ 3,072 GB 0.05 USD/GB 153.60

インターネットデータ転送 200 GB 0.114 USD/GB 22.80
Amazon VPC

Amazon FSx for
Windows File Server

HDD ストレージ 2,048 GB 0.03 USD/GB 61.44

ファイルシステムあたりのスループットキャパシティ 8MBps 5.175 USD/MBps 41.40

サービス 項目 数量 単価

月額合計料金: 420.86(USD)
※ 2020 年 5 月 21 日時点での試算です

Standard Edition 2 ドメインコントローラ 730 時間  106.58

Site-to-Site VPN 730 時間 0.048 USD/時間 35.04

0.146 USD/時間
・2DC

東京リージョンのご利用を想定しています。
ストレージ容量におよそ 2TB を SSD または HDD 媒体を利用することを見込んでいます。
プロビジョニングスループットを 8MBps としています。ここではファイルシステムは一つとしています。
重複排除機能を利用していないとします。
バックアップストレージには 3TB ほどの容量を見込んでいます。
Windows ファイルサーバの利用者は、インターネットVPNアクセス経由での利用を想定しており、１ヶ月を 730 時間と見立てています。
ネットワーク転送は、この月に、全体容量の 10%がアクセスされたことを想定した料金です。
FSx for Windows File Server は Active Directory での認証を必要としますので、この例では AWS Directory Service for Microsoft Active Directory の AWS Managed Microsoft AD
(Standard Edition) の利用を想定しています。オンプレミスの Active Directory を利用する場合は、それを活用することが可能で、もしくは、オンプレミスの AD と AWS 上に構築する 
Amazon EC2 上の AD とレプリケーションすることで実装を検討することもできます。

東京リージョンのご利用を想定しています。
ストレージ容量に起動ディスク容量を含めて、およそ を見込んでいます。

を の のオンデマンド料金です。
１ヶ月を 時間と見立てています。

ファイルサーバの利用者は、インターネット アクセス経由での利用を想定しています。
この月に、全体容量の がアクセスされたことを想定した料金です。
ユーザ認証のための については上述に含まれておりません。

アクティブディレクトリサービス
AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

2TB SSD or HDD ボリューム、 MultiAZ 構成

容量の ファイルサーバ環境を で構築する例です。
オペレーティングシステム格納、および、ファイルを格納するための外部媒体としての の容量を または に
て と想定したもので、 オペレーティングシステムを で構築しています。 に
おける または の選択は、ランダムアクセススピードを重視するか、媒体容量価格を重視するか、の選択になります。
バックアップには スナップショットを活用しており、容量としては 、つまり、複数世代のバックアップを保持する想定をしてお
よそ 倍の容量を見込んでいます。なお、 スナップショットは、データの実体が
に配置されますが、オペレーションは 操作として行うもので、 バケットにオブジェクトが配置されるわ

けではない点に注意してください。そのためスナップショットの料金は、 のストレージ料金ではなく、 スナップショット
の料金となります。
この ファイルサーバへ到達するための社内とのネットワーク接続には を活用しています。データ
転送料金としては、月にこの ファイルサーバに格納されたデータのうち ほどのデータが利用されていると想定して
います。
ユーザ認証を提供する については、オンプレミス上にある を利用するか、 上に構築する
かによってバリーションがありますので、この構成例には含まれておりません。

社内ネットワーク

クラウド

インスタンス または ボリューム
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ユーザに対して、認証及び Windows アプリケーションへの認可を提供するなどの目的で既にオンプレミスに Active Directory を
導入されている場合、 Windows アプリケーションなどをクラウドに移行する際に、Active Directory も併せて移行を検討されること
があります。 Active Directory の既存ディレクトリを AWS へ移行したい場合には、オンプレミスと AWS を仮想専用ネットワーク
サービス(AWS サイト間 VPN)又は専用ネットワーク接続サービス(AWS Direct Connect)で接続し、Amazon EC2 Windows インス
タンス上に Active Directory を構築した後、オンプレミスの Active Directory とレプリケーション設定をすることで移行することが
可能です。本構成は、AWS に移行した後の構成を想定しております。

目的・用途 オンプレミスの Active Directoryを AWS環境にマイグレーションし、ユーザの認証認可を行いたい
この構成での料金試算例 390 ドル (月額 )  

Active Directory の AWS 移行

この構成での
選択サービス

Windows Server

Amazon EC2 (*1)

Windows Server

Amazon EBS

社内業務アプリケーションなどの ワークロードをクラウド上に構築する際に、俊敏性の向上などの目的でマネージドサービスを活用
してシステムを構築することがあります。
この構成によって、インフラ管理の中でもデータベース、ファイルサーバ、ディレクトリサービスの構築及び運用管理の負荷を軽減した
システムを実現できます。

目的・用途 上に新しく を構築し、 システムや社内 端末の認証認可や及び管理をしたい
データベース、 、 ファイルサーバの構築及び運用管理負荷を軽減したい

この構成での料金試算例 ドル 月額

システム構築

この構成での
選択サービス

オンプレミスAWS クラウド

東京 リージョン

Subnet 1 Subnet 2

VPC

VPN

VPN gateway Customer

gateway

VPN gateway Customer

gateway

Amazon EC2
Windows Server

200GB

Amazon EC2
Windows Server
Active Directory

30GB

Amazon RDS
SQL Server
(Primary)

100GB

Amazon EC2
Windows Server

200GB

Amazon RDS
SQL Server
(Standby)

100GB

Elastic Load Balancing

Windows アプリケーション

Amazon EC2
Windows Server
Active Directory

30GB

2. 認識結果に基づいてアクセスを許可

1. サインイン認証

オンプレミスとの接続
AWS VPN - AWS サイト間 VPN  (*2)

この構成での料金試算例

Amazon EC2
Amazon EBS  (*3)

Windows インスタンス m5.large
2 vCPU/8 GB メモリ

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

月額合計料金：390.36(USD)
※ 2020 年 7 月 15 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 VPN を冗長化して接続しています。
AWS サイト間 VPN でのデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
Windows Server のライセンス費用は Amazon EC2 の利用料金に含まれます。
Amazon EC2 のバックアップには EBS のスナップショット機能を利用します。

AWS VPN - サイト間 VPN

 2 * 24時間 * 30日 0.216 USD/時間 311.04

汎用SSD (gp2) ボリューム
30 GB 2 * 30 GB (*4) 0.12 USD/GB 7.20

VPN 接続ごとの時間料金 2 * 24時間 * 30日 0.048 USD/時間 69.12

(*1) 新規にディレクトリを作成する場合であれば、Active Directoryの構築にマネージドサービスであるAWS Managed Microsoft ADを選択し、既存のディレクトリと信頼関係を結ぶことも可能です。
(*2) オンプレミスとの接続は専用ネットワーク接続サービス(AWS Direct Connect)を選択することも可能です。
(*3) Amazon EC2 ではストレージとして Amazon EBS を組み合わせて利用します。
(*4) Active Directoryのオブジェクト数、ポリシー数などに合わせて別途サイジングが必要です。
(*5) Amazon EBS ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細は こちらをご覧ください。

スナップショット 30GB 2 * 30 GB (*5) 0.05 USD/GB 3.00

・
・
・
・
・

オンプレミスクラウド

東京リージョン

の
バックアップ

マルチ 配置機能を利用した、
データベースの可能性と耐障害性の向上

冗長化された
オンプレミス環境と通信

ディレクトリサービス

の
バックアップ

のバックアップ

ファイルサーバ

マルチ AZ 配置機能を利用した、データベース
の可用性と耐震害性の向上

ロードバランサーによる
可能性と耐障害性の向上
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ユーザに対して、認証及び アプリケーションへの認可を提供するなどの目的で既にオンプレミスに を
導入されている場合、 アプリケーションなどをクラウドに移行する際に、 も併せて移行を検討されること
があります。 の既存ディレクトリを へ移行したい場合には、オンプレミスと を仮想専用ネットワーク
サービス サイト間 又は専用ネットワーク接続サービス で接続し、 インス
タンス上に を構築した後、オンプレミスの とレプリケーション設定をすることで移行することが
可能です。本構成は、 に移行した後の構成を想定しております。

目的・用途 オンプレミスの を 環境にマイグレーションし、ユーザの認証認可を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

の 移行

この構成での
選択サービス

社内業務アプリケーションなどの Windows ワークロードをクラウド上に構築する際に、俊敏性の向上などの目的でマネージドサービス を活用
してシステムを構築することがあります。
この構成によって、インフラ管理の中でもデータベース、ファイルサーバ、ディレクトリサービスの構築及び運用管理の負荷を軽減した Windows 
システムを実現できます。

目的・用途 AWS 上に新しく Active Directory を構築し、Windows Server システムや社内 Windows 端末の認証認可や及び管理をしたい
データベース、Active Directory、Windows ファイルサーバの構築及び運用管理負荷を軽減したい

この構成での料金試算例 3,959 ドル (月額 )

Windows システム構築

この構成での
選択サービス

オンプレミスクラウド

東京リージョン

アプリケーション

認識結果に基づいてアクセスを許可

サインイン認証

オンプレミスとの接続
サイト間

この構成での料金試算例

インスタンス
メモリ

サービス 項目 数量 単価 料金

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 を冗長化して接続しています。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
のライセンス費用は の利用料金に含まれます。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

サイト間

時間 日 時間

汎用 ボリューム

接続ごとの時間料金 時間 日 時間

新規にディレクトリを作成する場合であれば、 の構築にマネージドサービスである を選択し、既存のディレクトリと信頼関係を結ぶことも可能です。
オンプレミスとの接続は専用ネットワーク接続サービス を選択することも可能です。

ではストレージとして を組み合わせて利用します。
のオブジェクト数、ポリシー数などに合わせて別途サイジングが必要です。

ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細はこちらをご覧ください。

スナップショット

・
・
・
・
・

Subnet 1 Subnet 2

オンプレミスAWS クラウド

東京 リージョン

Amazon EC2 の
バックアップ

VPC
Elastic Load Balancing

Amazon EC2

Windows Server

100GB

Amazon EC2

Windows Server

100GB

Amazon RDS

SQL Server

(Primary)

100GB

Amazon RDS

SQL Server

(Standby)

100GB

マルチ AZ配置機能を利用した、
データベースの可能性と耐障害性の向上

冗長化された
オンプレミス環境と通信

VPN

Customer

gateway

VPN gatewayVPN gateway Customer

gateway

SQL Server

Amazon RDS for SQL Server

ディレクトリサービス
AWS Managed Microsoft AD

Windows Server

Amazon EC2

Windows Server

Amazon EBS

100GB

100GB

RDS の
バックアップ

100GB

FSx for Windows 
のバックアップ

7.5TB

Amazon FSx for
Windows File Server

(5TB)

AWS Managed
Microsoft AD

Windows ファイルサーバ
Amazon FSx for Windows File Server

マルチ 配置機能を利用した、データベース
の可用性と耐震害性の向上

ロードバランサーによる
可能性と耐障害性の向上
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この構成での
選択サービス

オンプレミスとの接続
AWS VPN - AWS サイト間 VPN  (*1)

目的・用途 AWS 上に新しく Active Directory を構築し、Windows Server システムや社内 Windows 端末の認証認可や及び管理をしたい
データベース、Active Directory、Windows ファイルサーバの構築及び運用管理負荷を軽減したい

この構成での料金試算例 3,959 ドル (月額 )

Windows システム構築

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

この構成での料金試算例

Amazon EC2
Amazon EBS (*2)

AWS Managed Microsoft AD

Amazon Amazon RDS for 
SQL Server (マルチAZ)

Amazon FSx for Windows File Server

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

m5.large 2 vCPU/8 GB メモリ 2 * 24時間 * 30日 0.216 USD/時間 311.04

汎用SSD (gp2) ボリューム 100 GB 2 * 100 GB 0.12 USD/GB 24.00

スナップショット 2 * 100 GB (*3) 0.05 USD/GB 10.00

インスタンス db.r5.large 2 vCPU/16GB メモリ 24時間 * 30日  (*4) 2.10 USD/時間 1,512.00

データベースストレージ 汎用 (SSD) ストレージ 100 GB  (*4) 0.276 USD/GB (*4) 27.60

バックアップストレージ 100 GB - (*5) 

ストレージ容量 SSD 5TB 5,120GB (*6) 0.276 USD/GB 1,413.12

スループットキャパシティ 16Mbps 5.175 USD/Mbps 82.80

バックアップストレージ 7.5TB 7,680GB (*6) 0.05 USD/GB 384.00

時間当たりの料金 1 (*7) 0.146 USD/時間 (*8) 105.12

Elastic Load Balancing

ロードバランサーキャパシティーユニット (LCU) 時間当たりの料金 0.5 LCU * 24時間 * 30日 (*9) 0.008 USD/時間 2.88

VPN 接続ごとの時間料金 2 * 24時間 * 30日 0.048 USD/時間 69.12AWS VPN - サイト間 VPN

月額合計料金：3,959.18(USD)
※ 2020 年 7 月 15 日時点での試算です

時間当たりの料金 24時間 * 30日 0.0243 USD/時間 17.50

・
・
・

・
・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 VPN を冗長化して接続しています。
AWS サイト間 VPN でのデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド料金ページで説
明されているデータ転送料金が発生します。
Windows Server のライセンス費用は EC2 の利用料金に含まれます。
SQL Server は Standard Edition を利用し、ライセンス費用は Amazon RDS の利用料金
に含まれます。
Elastic Load Balancing には 3 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では 
Application Load Balancer を利用します。
Amazon EC2 のバックアップには Amazon EBS のスナップショット機能を利用します。
Amazon RDS のバックアップには Amazon RDS のスナップショット機能を利用します。
(*1) オンプレミスとの接続は  AWS Direct Connect (専用ネットワーク接続) を選択するこ

とも可能です。
(*2) EC2 ではストレージとして Amazon EBS を組み合わせて利用します。
(*3) EBS ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細は こちらを

ご覧ください。
(*4) マルチ AZ 構成のため、１つに Primary と Standby の両方のインスタンスの料金が含

まれています。
(*5) リージョンの総データベースストレージの 100% に達するまで、バックアップストレージ

に対する追加料金は発生しません。
(*6) Amazon FSx は、データ重複排除もサポートしており、冗長データの量によって、設定し

たストレージ容量以上にデータを格納できます。
(*7) 可用性を向上させるために 、2 つのドメインコントローラーが含まれています。
(*8) AWS Managed Microsoft AD は、Standard Edition を利用します。
(*9) LCU の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳

細は Elastic Load Balancing の料金ページの”LCUの詳細”をご覧ください。

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

料金

ユーザ ユーザ 日 最大 月

ユーザ ユーザ

ユーザ

サービス 項目 数量 単価

ユーザ

ダイヤルイン通話 分間 分

時間スモール
時間料金

接続ごとの時間料金 時間

オンプレミスクラウド

アプリケーションをクラウドへ移行し で構築する例です。規模の大小にかかわらずすべての企業において、ビジネス
アプリケーションは重要です。 アプリケーションをクラウドへ移行し社内システムを安全に利用するには、仮想専用ネット
ワーク を使用してお客様のゲートウェイと接続し、信頼性ある環境にすることが必要です。
この構成によって、インフラ管理の中でも特にデータベースの運用管理負荷を軽減し、毎月のバックアップ体制も整った
ベースの社内業務アプリケーション環境を実現できます。

東京リージョン

の
スナップショット

のバックアップ
ストレージ

既存の社内業務アプリケーションを運用管理負担を軽減する形で クラウド環境に移行したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

メモリ

サービス 項目 数量 単価 料金

社内業務アプリ環境移行

この構成での
選択サービス

オンプレミスとの接続
サイト間

在宅・リモート環境にある従業員に対して、 を使うことでセキュリティが担保されたオンライン会議やチャットなどのビ
ジネスコミュニケーションツールを提供する例です。
昨今、働き方は従来よりも多様化し、場所にとらわれない働き方や、従業員がより多くの人とコミュニケーションをとることが必要とさ
れています。また、従来のコラボレーションツールを利用する場合、複雑な契約やライセンス体系があることや、使われない機能に対し
て多くの課金が発生するケースもありました。 を活用したこの構成を実装した場合、先行投資や長期契約は不要で利
用した分だけ支払う従量課金制でオンライン会議やビジネスチャット等をご利用頂けます。音声での会議参加であれば、最大 人
まで参加可能です。また、ブラウザのみで会議に参加することも可能で、プラグインまたは拡張機能なしでご利用頂けます。
こちらの例では、東京リージョンに構築された を のユーザ認証に利用する構成をご紹介します。

は をバージニア北部リージョンに構築する必要があるため、まず東京リージョンの とバージ
ニアリージョンの を リージョン で接続します。次に、バージニア北部リージョンに構築された
を使用し、 の認証を東京リージョンに構築された のドメインに することで、連
携が可能になっています。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けてウェブ会議・チャットなどのビジネス用コミュニケーションツールを提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

オンライン会議・ビジネスチャット

この構成での
選択サービス

接続オンライン会議、チャットサービス

・
・
・

は、オンライン会議やビジネスチャットのご利用 等の利用は除くを想定しています。
はバージニア北部リージョン、 は東京リージョンのご利用を想定しています。

リージョン を介して転送されるデータに対しては、別途標準のリージョン間データ転送料金「 オンデマンド料金ページ」参照 が発生します。

・

・

ユーザ数 計 ユーザ
ユーザ数 ユーザ
ユーザ数

　 機能利用日数 日間以上 月 ユーザ
　 機能利用日数 日間 月 ユーザ
　 機能利用日数 日間 月 ユーザ

ダイヤルイン通話時間 分間

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

・
・
・
・
・
・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 を冗長化して接続います。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
サーバーのライセンス費用は の利用料金に含まれます。

は を利用し、ライセンス費用は の利用料金に含まれます。
には３種類のロードバランサーが用意されており、この構成では を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

オンライン会議、チャットサービスのユーザ認証
、

マルチ

バックアップストレージ

時間当たりの料金 時間 日 時間

時間 日 時間

接続ごとの時間料金 時間 日 時間

ロードバランサーキャパシティー
ユニット 時間当たりの料金

サイト間

時間 日 時間

汎用 ボリューム

インスタンス
メモリ 時間 日 時間

データベースストレージ
汎用 ストレージ

スナップショット

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択することも可能です。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。
ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細はこちらをご覧ください。

マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージに対する追加料金は発生しません。

の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。

レプリケーション

マルチ 配置機能を利用した、
データベースの可能性と耐障害性の向上

ロードバランサーによる
可用性と耐障害性の工場

冗長化された
オンプレミス環境と通信

クラウド

東京リージョン 北バージニアリージョン

リージョン間通信

ログインリクエスト

ユーザー

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択することも可能です。
では、 と の 種類のライセンスを提供し、ライセンスによって利用可能な機能が異なります。

　　 ライセンスでは、無料でチャットや 対 のオンライン会議等の機能をご利用いただけます。一方 ライセンスでは、 機能に加え、
　　会議のスケジュールや録音等のその他の機能を従量課金制でご利用いただけます。また、 ライセンスの料金は、 機能にアクセスした日数に応じて請求されるため、
　　 ヶ月間 機能を利用しなかった場合には料金は発生しません。 機能と 機能の詳細については、「 料金表ページ」をご確認ください。

には、標準の電話回線を用いて会議に参加する機能が提供されており、その機能を利用した時間に応じて、料金が請求されます。

目的・用途
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この構成での
選択サービス

オンプレミスとの接続
サイト間

目的・用途 上に新しく を構築し、 システムや社内 端末の認証認可や及び管理をしたい
データベース、 、 ファイルサーバの構築及び運用管理負荷を軽減したい

この構成での料金試算例 ドル 月額

システム構築

ロードバランサー

この構成での料金試算例

マルチ

サービス 項目 数量 単価 料金

メモリ 時間 日 時間

汎用 ボリューム

スナップショット

インスタンス メモリ 時間 日 時間

データベースストレージ汎用 ストレージ

バックアップストレージ

ストレージ容量

スループットキャパシティ

バックアップストレージ

時間当たりの料金 時間

ロードバランサーキャパシティーユニット 時間当たりの料金 時間 日 時間

接続ごとの時間料金 時間 日 時間サイト間

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

時間当たりの料金 時間 日 時間

・
・
・

・
・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 を冗長化して接続しています。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説
明されているデータ転送料金が発生します。

のライセンス費用は の利用料金に含まれます。
は を利用し、ライセンス費用は の利用料金

に含まれます。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では
を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択するこ
とも可能です。

ではストレージとして を組み合わせて利用します。
ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細はこちらを

ご覧ください。
マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含
まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージ
に対する追加料金は発生しません。

は、データ重複排除もサポートしており、冗長データの量によって、設定し
たストレージ容量以上にデータを格納できます。
可用性を向上させるために、 つのドメインコントローラーが含まれています。

は、 を利用します。
の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳

細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

料金

ユーザ ユーザ 日 最大 月

ユーザ ユーザ

ユーザ

サービス 項目 数量 単価

ユーザ

ダイヤルイン通話 分間 分

時間スモール
時間料金

接続ごとの時間料金 時間

Subnet 1 Subnet 2

オンプレミスAWS クラウド

Windows アプリケーションをクラウドへ移行し AWS で構築する例です。規模の大小にかかわらずすべての企業において、ビジネス
アプリケーションは重要です。Windows アプリケーションをクラウドへ移行し社内システムを安全に利用するには、仮想専用ネット
ワーク(VPN)を使用してお客様のゲートウェイと接続し、信頼性ある環境にすることが必要です。
この構成によって、インフラ管理の中でも特にデータベースの運用管理負荷を軽減し、 毎月のバックアップ体制も整った Windows 
ベースの社内業務アプリケーション環境を実現できます。

200GB

200GB

100GB

東京 リージョン

Amazon EBS の
スナップショット

RDS のバックアップ
ストレージ

既存の社内業務アプリケーションを 運用管理負担を軽減する形で AWS クラウド環境に移行したい
この構成での料金試算例 2,008 ドル (月額 )

この構成での料金試算例

Amazon EC2
Amazon EBS  (*2)

m5.large
2 vCPU/8 GB メモリ

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Windows Server 社内業務アプリ環境移行

この構成での
選択サービス

SQL Server

Amazon RDS for SQL Server

オンプレミスとの接続
AWS VPN - AWS サイト間 VPN  (*1)

Windows Server

Amazon EC2

在宅・リモート環境にある従業員に対して、 を使うことでセキュリティが担保されたオンライン会議やチャットなどのビ
ジネスコミュニケーションツールを提供する例です。
昨今、働き方は従来よりも多様化し、場所にとらわれない働き方や、従業員がより多くの人とコミュニケーションをとることが必要とさ
れています。また、従来のコラボレーションツールを利用する場合、複雑な契約やライセンス体系があることや、使われない機能に対し
て多くの課金が発生するケースもありました。 を活用したこの構成を実装した場合、先行投資や長期契約は不要で利
用した分だけ支払う従量課金制でオンライン会議やビジネスチャット等をご利用頂けます。音声での会議参加であれば、最大 人
まで参加可能です。また、ブラウザのみで会議に参加することも可能で、プラグインまたは拡張機能なしでご利用頂けます。
こちらの例では、東京リージョンに構築された を のユーザ認証に利用する構成をご紹介します。

は をバージニア北部リージョンに構築する必要があるため、まず東京リージョンの とバージ
ニアリージョンの を リージョン で接続します。次に、バージニア北部リージョンに構築された
を使用し、 の認証を東京リージョンに構築された のドメインに することで、連
携が可能になっています。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けてウェブ会議・チャットなどのビジネス用コミュニケーションツールを提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

オンライン会議・ビジネスチャット

この構成での
選択サービス

接続オンライン会議、チャットサービス

・
・
・

は、オンライン会議やビジネスチャットのご利用 等の利用は除くを想定しています。
はバージニア北部リージョン、 は東京リージョンのご利用を想定しています。

リージョン を介して転送されるデータに対しては、別途標準のリージョン間データ転送料金「 オンデマンド料金ページ」参照 が発生します。

・

・

ユーザ数 計 ユーザ
ユーザ数 ユーザ
ユーザ数

　 機能利用日数 日間以上 月 ユーザ
　 機能利用日数 日間 月 ユーザ
　 機能利用日数 日間 月 ユーザ

ダイヤルイン通話時間 分間

月額合計料金 : 2,008.14(USD)
※ 2020 年 5 月 13 日時点での試算です

・
・
・
・
・
・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 VPN を冗長化して接続います。
AWS サイト間 VPN でのデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
Windows Server サーバーのライセンス費用は Amazon EC2 の利用料金に含まれます。
SQL Server は Standard Edtion を利用し、ライセンス費用は Amazon RDS の利用料金に含まれます。
Elastic Load Balancing には３種類のロードバランサーが用意されており、この構成では Application Load Balancer を利用します。
Amazon EC2 のバックアップには Amazon EBS のスナップショット機能を利用します。
Amazon RDS のバックアップには Amazon RDS のスナップショット機能を利用します。

オンライン会議、チャットサービスのユーザ認証
、

Amazon RDS
for SQL Server
(マルチ AZ)

バックアップストレージ 100 GB -   (*5) -

時間当たりの料金 24時間* 30日 0.0243 USD/時間 17.50

 0.5 LCU* 24時間 * 30日  (*6) 0.008 USD/時間 2.88

VPN 接続ごとの時間料金 2* 24時間* 30日 0.048 USD/時間 69.12

ロードバランサーキャパシティー
ユニット (LCU) 時間当たりの料金

Elastic Load Balancing

AWS VPN - サイト間 VPN

 2* 24時間* 30日 0.216 USD/時間 311.04

汎用SSD (gp2) ボリューム
200 GB 2* 200 GB 0.12 USD/GB 48.00

インスタンス db.r5.large
2 vCPU/16GB メモリ 24時間 * 30日  (*4) 2.10 USD/時間 1,512.00

データベースストレージ
汎用 (SSD) ストレージ 100 GB  (*4) 0.276 USD/GB   (*4) 27.60

スナップショット 2* 200 GB  (*3) 0.05 USD/GB 20.00

(*1) オンプレミスとの接続は AWS Direct Connect (専用ネットワーク接続) を選択することも可能です。
(*2) Amazon EC2 ではストレージとして Amazon EBS を組み合わせて利用します。
(*3) Amazon EBS ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細はこちらをご覧ください。
(*4) マルチ AZ 構成のため、１つに Primary と Standby の両方のインスタンスの料金が含まれています。
(*5) リージョンの総データベースストレージの 100% に達するまで、バックアップストレージに対する追加料金は発生しません。
(*6) LCU の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は Elastic Load Balancing の料金ページの”LCU の詳細”をご覧ください。

Windows Server

Amazon EBS

VPC

Elastic Load Balancing

Amazon EC2

Windows Server

200GB

Amazon EC2

Windows Server

200GB

Amazon RDS

for SQL Server

(Primary)

100GB

Amazon RDS

for SQL Server

(Standby)

100GB

レプリケーション

マルチ AZ配置機能を利用した、
データベースの可能性と耐障害性の向上

ロードバランサーによる
可用性と耐障害性の工場

冗長化された
オンプレミス環境と通信

VPN

VPN gateway Customer

gateway

VPN gateway Customer

gateway

クラウド

東京リージョン 北バージニアリージョン

リージョン間通信

ログインリクエスト

ユーザー

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択することも可能です。
では、 と の 種類のライセンスを提供し、ライセンスによって利用可能な機能が異なります。

　　 ライセンスでは、無料でチャットや 対 のオンライン会議等の機能をご利用いただけます。一方 ライセンスでは、 機能に加え、
　　会議のスケジュールや録音等のその他の機能を従量課金制でご利用いただけます。また、 ライセンスの料金は、 機能にアクセスした日数に応じて請求されるため、
　　 ヶ月間 機能を利用しなかった場合には料金は発生しません。 機能と 機能の詳細については、「 料金表ページ」をご確認ください。

には、標準の電話回線を用いて会議に参加する機能が提供されており、その機能を利用した時間に応じて、料金が請求されます。

目的・用途
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月額合計料金 : 661.48(USD)
※ 2020 年 5 月 19 日時点での試算です

AWS Directory Service -
AWS Managed
Microsoft AD

料金 (USD)

Pro ユーザ 10 (ユーザ) 3 USD/日(最大 15 USD/月) 90.00

AWS Directory Service -
AD Connector

Amazon Chime

Basic ユーザ 30 (ユーザ) 0 USD 0.00

 20 (ユーザ)  300.00

サービス 項目 数量 単価

 20 (ユーザ)  60.00

Amazon Chime ダイヤルイン通話 10,000 (分間) 0.007036 USD/分 70.36

 1 0.05 USD/時間 36.00
AD Connector (スモール)
時間料金

VPN 接続ごとの時間料金 1 0.146 USD/時間 105.12

オンプレミスクラウド

アプリケーションをクラウドへ移行し で構築する例です。規模の大小にかかわらずすべての企業において、ビジネス
アプリケーションは重要です。 アプリケーションをクラウドへ移行し社内システムを安全に利用するには、仮想専用ネット
ワーク を使用してお客様のゲートウェイと接続し、信頼性ある環境にすることが必要です。
この構成によって、インフラ管理の中でも特にデータベースの運用管理負荷を軽減し、毎月のバックアップ体制も整った
ベースの社内業務アプリケーション環境を実現できます。

東京リージョン

の
スナップショット

のバックアップ
ストレージ

既存の社内業務アプリケーションを運用管理負担を軽減する形で クラウド環境に移行したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

メモリ

サービス 項目 数量 単価 料金

社内業務アプリ環境移行

この構成での
選択サービス

オンプレミスとの接続
サイト間

在宅・リモート環境にある従業員に対して、Amazon Chimeを使うことでセキュリティが担保されたオンライン会議やチャットなどのビ
ジネスコミュニケーションツールを提供する例です。
昨今、働き方は従来よりも多様化し、場所にとらわれない働き方や、従業員がより多くの人とコミュニケーションをとることが必要とさ
れています。また、従来のコラボレーションツールを利用する場合、複雑な契約やライセンス体系があることや、使われない機能に対し
て多くの課金が発生するケースもありました。Amazon Chime を活用したこの構成を実装した場合、先行投資や長期契約は不要で利
用した分だけ支払う従量課金制でオンライン会議やビジネスチャット等をご利用頂けます。音声での会議参加であれば、最大 250 人
まで参加可能です。また、ブラウザのみで会議に参加することも可能で、プラグインまたは拡張機能なしでご利用頂けます。
こちらの例では、東京リージョンに構築された Directory Service を Amazon Chime のユーザ認証に利用する構成をご紹介します。
Amazon Chime は Directory Service をバージニア北部リージョンに構築する必要があるため、まず東京リージョンの VPC とバージ
ニアリージョンの VPC を Inter-リージョン VPC Peering で接続します。次に、バージニア北部リージョンに構築された AD Connector 
を使用し、Amazon Chime の認証を東京リージョンに構築された AWS Managed Microsoft AD のドメインに Proxy することで、連
携が可能になっています。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けてウェブ会議・チャットなどのビジネス用コミュニケーションツールを提供したい
この構成での料金試算例 661 ドル (月額 )

この構成での料金試算例

オンライン会議・ビジネスチャット

この構成での
選択サービス

接続
Inter-region VPC Peering

オンライン会議、チャットサービス
Amazon Chime

・
・
・

Amazon Chime は、オンライン会議やビジネスチャットのご利用 (Business Calling 等の利用は除く)を想定しています。
AWS Directory Service - AD Connector はバージニア北部リージョン、AWS Directory Service - AWS Managed Microsoft AD は東京リージョンのご利用を想定しています。
Inter-リージョン VPC Peering を介して転送されるデータに対しては、別途標準のリージョン間データ転送料金(「Amazon EC2 オンデマンド料金ページ」参照)が発生します。

・

・

Amazon Chime ユーザ数: 計 80 ユーザ (*2)

- Amazon Chime Basic ユーザ数: 30 ユーザ
- Amazon Chime Pro ユーザ数
　- Pro 機能利用日数 5 日間以上/月: 20 ユーザ
　- Pro 機能利用日数 3 日間 /月: 10 ユーザ
　- Pro 機能利用日数 1 日間 /月: 20 ユーザ
Amazon Chime ダイヤルイン通話時間: 600 分間 (*3)

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

・
・
・
・
・
・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 を冗長化して接続います。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
サーバーのライセンス費用は の利用料金に含まれます。

は を利用し、ライセンス費用は の利用料金に含まれます。
には３種類のロードバランサーが用意されており、この構成では を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

オンライン会議、 チャットサービスのユーザ認証
AWS Directory Service - AD Connector、AWS Managed Microsoft AD (*1)

マルチ

バックアップストレージ

時間当たりの料金 時間 日 時間

時間 日 時間

接続ごとの時間料金 時間 日 時間

ロードバランサーキャパシティー
ユニット 時間当たりの料金

サイト間

時間 日 時間

汎用 ボリューム

インスタンス
メモリ 時間 日 時間

データベースストレージ
汎用 ストレージ

スナップショット

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択することも可能です。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。
ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細はこちらをご覧ください。

マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージに対する追加料金は発生しません。

の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。

レプリケーション

マルチ 配置機能を利用した、
データベースの可能性と耐障害性の向上

ロードバランサーによる
可用性と耐障害性の工場

冗長化された
オンプレミス環境と通信

AWS クラウド

東京 リージョン

VPC

AWS Directory Service

for Microsoft Active

Directory

北バージニアリージョン

VPC

AD Connector

Inter-region

VPC Peering

リージョン間通信

ログインリクエスト

ユーザー Amazon Chime

(*1) オンプレミスとの接続は AWS Direct Connect (専用ネットワーク接続) を選択することも可能です。
(*2) Amazon Chime では、Basic と Pro の 2 種類のライセンスを提供し、ライセンスによって利用可能な機能が異なります。
　　Basic ライセンスでは、無料でチャットや 1 対 1 のオンライン会議等の機能をご利用いただけます。一方 Pro ライセンスでは、Basic 機能に加え、
　　会議のスケジュールや録音等のその他の機能を従量課金制でご利用いただけます。また、 Pro ライセンスの料金は、Pro 機能にアクセスした日数に応じて請求されるため、
　　1 ヶ月間 Pro 機能を利用しなかった場合には料金は発生しません。 Basic 機能と Pro 機能の詳細については、「Amazon Chime 料金表ページ」をご確認ください。
(*3) Amazon Chime には、標準の電話回線を用いて会議に参加する機能が提供されており、その機能を利用した時間に応じて、料金が請求されます。

目的・用途

※ 年 月 日時点での試算です
月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

テレフォニー利用料

リクエスト 回

を使ってリモート従業員向けにコンタクトセンターを構築する例です。
オンプレミスでコンタクトセンターを準備しようとした場合、 やオフィス電話等の物理設備が必要になるほか、初期設定や運用
後の設定変更のために、長い時間がかかる場合があります。また物理的な設備が必要であることから、利用規模の増減に対して対応
が困難な場合があります。 を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日からはじめることができ、事前サイジング
の必要がなくエージェント数やコール数の増減が容易で、高い可用性を持った環境を、従量課金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 でコンタクトセンターを構築し、エージェントは通常の からインター
ネット経由で接続し、お客様からの電話やチャットでの連絡を受け取るため、在宅を含め場所を問わず業務を行うことができます。通
話記録は問い合わせフローの設定により に保存することができます。問い合わせフローの設定は、ご自身の手によって
コーディング不要で実施できるため、設定が反映されるまで待つ必要はなく、ビジネスの要求に合わせて変更のサイクルを繰り返す
ことができます。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けて、コンタクトセンターを早急に初期投資を抑えながら立上げたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンタクトセンターのサービス利用料

チャット使用料 平均 メッセージ、 回 メッセージ

ストレージ 通話記録 受信・発信

ストレージ チャット記録

音声使用料受信 平均 分、 回 分 分

音声使用料発信 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

この構成での
選択サービス

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで を強化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

構成での料金試算例
・
・
・

コンタクトセンター座席 エージェント数 席
月間コール数受信 回、発信 回
回の受信、発信辺りの通話時間 分

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

・
・
月間チャット数 回
回のチャット辺りのメッセージ数 件

コンタクトセンター コンタクトセンターにおける通話記録活用

月額合計料金
月額 席 エージェント

メッセージ

分

メッセージ

回

番号 日 日

受信通話 平均 分、 回 分 分

発信通話 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
保管される音声容量は、 分が目安。同条件で 年間継続、過去 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
保管されるチャットログは、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

コンタクトセンター 通話記録

クラウド

リージョン

クラウド

リージョン

エージェント

通話録音
音声電話

チャット
お客様

通話録音 イベント通知

イベント通知 結果取得

テキスト化指示 結果保存

ルールから起動 テキスト分析

テキスト化及びテキスト分析の結果を記録

等の既存システム

コンタクトセンター 通話記録、テキスト化した結果の記録 通話記録のテキスト化 テキスト化された通話記録の分析

を使いコンタクトセンターの記録を音声及びテキストデータ化して システムと連携する例です。
ビジネスの拡大に伴い電話対応の通話記録を 等の既存システムと連携させたいと考えたとき、様々なサードパーティーのサービスを比較
検討し、コンタクトセンターとの連携方法を検討・実現する必要があります。 を活用して実装した場合、 が提供する様々なサービスを
使用することで、素早く俊敏にサービス間を連携させて環境を構築することができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 で構築したコンタクトセンターの通話記録を に記録します。記録された通
話記録の音声は、 によってテキストに変換され、 による自然言語処理によってキーフレーズの抽出
や顧客感情の洞察等が可能です。変換されたテキストや自然言語処理による分析結果を、 等の既存システムに記録・連携することでビジネ
スに利用することができます。またこれらの連携のためのコード実行には、 を利用することでサーバーについて検討すること無
く、ビジネスロジックのみに集中することができます。
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月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

料金

ユーザ ユーザ 日 最大 月

ユーザ ユーザ

ユーザ

サービス 項目 数量 単価

ユーザ

ダイヤルイン通話 分間 分

時間スモール
時間料金

接続ごとの時間料金 時間

オンプレミスクラウド

アプリケーションをクラウドへ移行し で構築する例です。規模の大小にかかわらずすべての企業において、ビジネス
アプリケーションは重要です。 アプリケーションをクラウドへ移行し社内システムを安全に利用するには、仮想専用ネット
ワーク を使用してお客様のゲートウェイと接続し、信頼性ある環境にすることが必要です。
この構成によって、インフラ管理の中でも特にデータベースの運用管理負荷を軽減し、毎月のバックアップ体制も整った
ベースの社内業務アプリケーション環境を実現できます。

東京リージョン

の
スナップショット

のバックアップ
ストレージ

既存の社内業務アプリケーションを運用管理負担を軽減する形で クラウド環境に移行したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

メモリ

サービス 項目 数量 単価 料金

社内業務アプリ環境移行

この構成での
選択サービス

オンプレミスとの接続
サイト間

在宅・リモート環境にある従業員に対して、 を使うことでセキュリティが担保されたオンライン会議やチャットなどのビ
ジネスコミュニケーションツールを提供する例です。
昨今、働き方は従来よりも多様化し、場所にとらわれない働き方や、従業員がより多くの人とコミュニケーションをとることが必要とさ
れています。また、従来のコラボレーションツールを利用する場合、複雑な契約やライセンス体系があることや、使われない機能に対し
て多くの課金が発生するケースもありました。 を活用したこの構成を実装した場合、先行投資や長期契約は不要で利
用した分だけ支払う従量課金制でオンライン会議やビジネスチャット等をご利用頂けます。音声での会議参加であれば、最大 人
まで参加可能です。また、ブラウザのみで会議に参加することも可能で、プラグインまたは拡張機能なしでご利用頂けます。
こちらの例では、東京リージョンに構築された を のユーザ認証に利用する構成をご紹介します。

は をバージニア北部リージョンに構築する必要があるため、まず東京リージョンの とバージ
ニアリージョンの を リージョン で接続します。次に、バージニア北部リージョンに構築された
を使用し、 の認証を東京リージョンに構築された のドメインに することで、連
携が可能になっています。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けてウェブ会議・チャットなどのビジネス用コミュニケーションツールを提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

オンライン会議・ビジネスチャット

この構成での
選択サービス

接続オンライン会議、チャットサービス

・
・
・

は、オンライン会議やビジネスチャットのご利用 等の利用は除くを想定しています。
はバージニア北部リージョン、 は東京リージョンのご利用を想定しています。

リージョン を介して転送されるデータに対しては、別途標準のリージョン間データ転送料金「 オンデマンド料金ページ」参照 が発生します。

・

・

ユーザ数 計 ユーザ
ユーザ数 ユーザ
ユーザ数

　 機能利用日数 日間以上 月 ユーザ
　 機能利用日数 日間 月 ユーザ
　 機能利用日数 日間 月 ユーザ

ダイヤルイン通話時間 分間

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

・
・
・
・
・
・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とはサイト間 を冗長化して接続います。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
サーバーのライセンス費用は の利用料金に含まれます。

は を利用し、ライセンス費用は の利用料金に含まれます。
には３種類のロードバランサーが用意されており、この構成では を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

オンライン会議、チャットサービスのユーザ認証
、

マルチ

バックアップストレージ

時間当たりの料金 時間 日 時間

時間 日 時間

接続ごとの時間料金 時間 日 時間

ロードバランサーキャパシティー
ユニット 時間当たりの料金

サイト間

時間 日 時間

汎用 ボリューム

インスタンス
メモリ 時間 日 時間

データベースストレージ
汎用 ストレージ

スナップショット

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択することも可能です。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。
ボリュームと同じサイズで見積もっていますが、スナップショットの詳細はこちらをご覧ください。

マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージに対する追加料金は発生しません。

の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。

レプリケーション

マルチ 配置機能を利用した、
データベースの可能性と耐障害性の向上

ロードバランサーによる
可用性と耐障害性の工場

冗長化された
オンプレミス環境と通信

クラウド

東京リージョン 北バージニアリージョン

リージョン間通信

ログインリクエスト

ユーザー

オンプレミスとの接続は 専用ネットワーク接続 を選択することも可能です。
では、 と の 種類のライセンスを提供し、ライセンスによって利用可能な機能が異なります。

　　 ライセンスでは、無料でチャットや 対 のオンライン会議等の機能をご利用いただけます。一方 ライセンスでは、 機能に加え、
　　会議のスケジュールや録音等のその他の機能を従量課金制でご利用いただけます。また、 ライセンスの料金は、 機能にアクセスした日数に応じて請求されるため、
　　 ヶ月間 機能を利用しなかった場合には料金は発生しません。 機能と 機能の詳細については、「 料金表ページ」をご確認ください。

には、標準の電話回線を用いて会議に参加する機能が提供されており、その機能を利用した時間に応じて、料金が請求されます。

目的・用途

※ 2020 年 5 月 9 日時点での試算です
月額合計料金: 140.28(USD)

※ 2020 年 5 月 9 日時点での試算です

テレフォニー利用料

PUT リクエスト 3,600 回  0.0169

Amazon Connet を使ってリモート従業員向けにコンタクトセンターを構築する例です。
オンプレミスでコンタクトセンターを準備しようとした場合、 PBX やオフィス電話等の物理設備が必要になるほか、初期設定や運用
後の設定変更のために、長い時間がかかる場合があります。また物理的な設備が必要であることから、利用規模の増減に対して対応
が困難な場合があります。 AWS を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日からはじめることができ、事前サイジング
の必要がなくエージェント数やコール数の増減が容易で、高い可用性を持った環境を、従量課金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 Amazon Connect でコンタクトセンターを構築し、エージェントは通常の PC からインター
ネット経由で接続し、お客様からの電話やチャットでの連絡を受け取るため、在宅を含め場所を問わず業務を行うことができます。通
話記録は問い合わせフローの設定により Amazon S3 に保存することができます。問い合わせフローの設定は、ご自身の手によって
コーディング不要で実施できるため、設定が反映されるまで待つ必要はなく、ビジネスの要求に合わせて変更のサイクルを繰り返す
ことができます。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けて、コンタクトセンターを早急に初期投資を抑えながら立上げたい
この構成での料金試算例 270 ドル (月額 )

コンタクトセンターのサービス利用料

Amazon S3

チャット使用料 (平均 10 メッセージ、300 回) 3,000 メッセージ  24.0000

ストレージ (通話記録) 受信・発信  0.025 USD/1GB 7.9500

ストレージ (チャット記録)  0.025 USD/1GB 0.0003

Amazon Connect

音声使用料 受信 (平均 4 分、3,000 回) 12,000 分 0.018 USD/1 分 216.0000

音声使用料 発信 (平均 4 分、300 回) 1,200 分 0.018 USD/1 分 216.0000

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

この構成での
選択サービス

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで を強化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

SSD 構成での料金試算例
・
・
・

コンタクトセンター座席(エージェント)数 10 席
月間コール数 受信 3,000 回、発信 300 回
1 回の受信、発信辺りの通話時間 4 分

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

・
・
月間チャット数 300 回
1 回のチャット辺りのメッセージ数 10 件

コンタクトセンター コンタクトセンターにおける通話記録活用

月額合計料金: 269.5672(USD)
月額/席(エージェント): 26.95672(USD)

0.004 USD/ 
1 メッセージ

318.07 GB
(18,000 分) *1

0.0103 GB
(6,000 メッセージ) 
*2

0.0047 USD/ 
1000 回

DID(03/050)番号 30 日 0.1 USD/1 日 3.00

Amazon Connect

受信通話 (平均 4 分、3,000 回) 12,000 分 0.003 USD/1 分 36.00

発信通話 (平均 4 分、300 回) 1,200 分 0.0844 USD/1 分 101.28

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
*1 保管される音声容量は、 2MB/分が目安。同条件で 1 年間継続、過去 1 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
*2 保管されるチャットログは、 3KB/1 回と仮定。同条件で 1 年間継続、過去 1 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

コンタクトセンター
Amazon Connect

通話記録
Amazon S3

AWS クラウド

リージョン

クラウド

リージョン

Amazon Connet 

Amazon S3

Internet エージェント

通話録音
音声電話

チャット
お客様

通話録音 イベント通知

イベント通知 結果取得

テキスト化指示 結果保存

ルールから起動 テキスト分析

テキスト化及びテキスト分析の結果を記録

等の既存システム

コンタクトセンター 通話記録、テキスト化した結果の記録 通話記録のテキスト化 テキスト化された通話記録の分析

を使いコンタクトセンターの記録を音声及びテキストデータ化して システムと連携する例です。
ビジネスの拡大に伴い電話対応の通話記録を 等の既存システムと連携させたいと考えたとき、様々なサードパーティーのサービスを比較
検討し、コンタクトセンターとの連携方法を検討・実現する必要があります。 を活用して実装した場合、 が提供する様々なサービスを
使用することで、素早く俊敏にサービス間を連携させて環境を構築することができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 で構築したコンタクトセンターの通話記録を に記録します。記録された通
話記録の音声は、 によってテキストに変換され、 による自然言語処理によってキーフレーズの抽出
や顧客感情の洞察等が可能です。変換されたテキストや自然言語処理による分析結果を、 等の既存システムに記録・連携することでビジネ
スに利用することができます。またこれらの連携のためのコード実行には、 を利用することでサーバーについて検討すること無
く、ビジネスロジックのみに集中することができます。
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※ 年 月 日時点での試算です
月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

テレフォニー利用料

リクエスト 回

を使ってリモート従業員向けにコンタクトセンターを構築する例です。
オンプレミスでコンタクトセンターを準備しようとした場合、 やオフィス電話等の物理設備が必要になるほか、初期設定や運用
後の設定変更のために、長い時間がかかる場合があります。また物理的な設備が必要であることから、利用規模の増減に対して対応
が困難な場合があります。 を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日からはじめることができ、事前サイジング
の必要がなくエージェント数やコール数の増減が容易で、高い可用性を持った環境を、従量課金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 でコンタクトセンターを構築し、エージェントは通常の からインター
ネット経由で接続し、お客様からの電話やチャットでの連絡を受け取るため、在宅を含め場所を問わず業務を行うことができます。通
話記録は問い合わせフローの設定により に保存することができます。問い合わせフローの設定は、ご自身の手によって
コーディング不要で実施できるため、設定が反映されるまで待つ必要はなく、ビジネスの要求に合わせて変更のサイクルを繰り返す
ことができます。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けて、コンタクトセンターを早急に初期投資を抑えながら立上げたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンタクトセンターのサービス利用料

チャット使用料 平均 メッセージ、 回 メッセージ

ストレージ 通話記録 受信・発信

ストレージ チャット記録

音声使用料受信 平均 分、 回 分 分

音声使用料発信 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

この構成での
選択サービス

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで CRM を強化したい
この構成での料金試算例 270 ドル (月額 )

この構成での
選択サービス

構成での料金試算例
・
・
・

コンタクトセンター座席 エージェント数 席
月間コール数受信 回、発信 回
回の受信、発信辺りの通話時間 分

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

・
・
月間チャット数 回
回のチャット辺りのメッセージ数 件

コンタクトセンター コンタクトセンターにおける通話記録活用

月額合計料金
月額 席 エージェント

メッセージ

分

メッセージ

回

番号 日 日

受信通話 平均 分、 回 分 分

発信通話 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
保管される音声容量は、 分が目安。同条件で 年間継続、過去 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
保管されるチャットログは、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

コンタクトセンター 通話記録

クラウド

リージョン

AWS クラウド

リージョン

Amazon Connet Amazon S3

エージェント

通話録音
音声電話

チャット
お客様

通話録音

AWS Lambda

イベント通知

イベント通知

Amazon
Transcribe

結果取得

テキスト化指示

Amazon S3

結果保存

Amazon
EventBridge

AWS Lambda

ルールから起動

Amazon
Comprehend

テキスト分析

テキスト化 及び テキスト分析の結果を記録

CRM 等の既存システム

コンタクトセンター
Amazon Connect

通話記録、テキスト化した結果の記録
Amazon S3

通話記録のテキスト化
Amazon Transcribe

テキスト化された通話記録の分析
Amazon Comprehend

Amazon Connet を使いコンタクトセンターの記録を音声及びテキストデータ化してCRMシステムと連携する例です。
ビジネスの拡大に伴い電話対応の通話記録を CRM 等の既存システムと連携させたいと考えたとき、様々なサードパーティーのサービスを比較
検討し、コンタクトセンターとの連携方法を検討・実現する必要があります。AWS を活用して実装した場合、AWS が提供する様々なサービスを
使用することで、素早く俊敏にサービス間を連携させて環境を構築することができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 Amazon Connect で構築したコンタクトセンターの通話記録を Amazon S3 に記録します。記録された通
話記録の音声は、 Amazon Transcribe によってテキストに変換され、 Amazon Comprehend による自然言語処理によってキーフレーズの抽出
や顧客感情の洞察等が可能です。変換されたテキストや自然言語処理による分析結果を、 CRM 等の既存システムに記録・連携することでビジネ
スに利用することができます。またこれらの連携のためのコード実行には、 AWS Lambda を利用することでサーバーについて検討すること無
く、ビジネスロジックのみに集中することができます。

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

プロダクト開発は“作って終わり”ではなく、ユーザーからのフィードバックを元に“継続的に改善し続ける”ものです。この継続的な改
善のためには、ソースコードを管理し、テスト、ビルド、そしてデプロイを自動化することがとても重要です。
本ページでは のフルマネージドサービスである サービス群を利用した パイプラインの構成例を紹介します。

でソースコードを管理し、 でソースコードのビルドおよびテストを行い、 でア
プリケーションをデプロイします。そして、 を用いることで、ソースコードの変更をトリガーに一連の流れを自動的
に実行するパイプラインを構成できます。
※構成図にはデプロイ対象として 、 、 を用いた構成を記載しておりますが、こちらは試算には含め
ず、構成図上部の サービス群のみを対象として試算をしています。また、 に限らず、 や

などを用いた構成を用いる場合にも、 サービス群をご利用可能です。

目的・用途 頻繁に機能をアップデートするプロダクトを開発・運用を行っており、 サービスを用いて 環境を構築したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

ソースコードの管理この構成での
選択サービス

ユニットテストやビルドの実行 アプリケーションのデプロイ パイプラインの構築

サービス群を活用した

この構成での料金試算例

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで を強化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンタクトセンターにおける通話記録活用

クラウド

デブロイ対象の例 試算には含めません

サービス 項目 数量 単価 料金

アクティブユーザー数

ビルド 分あたりの料金 分

パイプライン
パイプライン無料枠※

パイプライン

人 月 人 月無料枠 ※

人 月
アクティブユーザー
・月

回 営業日 営業日 月
分 回 分 月無料枠※

分 月

アクティブ
パイプライン

東京リージョンでのご利用を想定しています。
お客様の環境として、開発環境、検証環境、本番環境の 環境があるとします。それぞれにパイプラインを用意し、営業日ごとに一連の処理を下記の回数行うと仮定します。
○開発環境 回 営業日
○検証環境 回 営業日
○本番環境 回 営業日
ヶ月 営業日として試算しております。

を利用するアクティブユーザーは 名とし、各ユーザーに割り当てられるストレージや リクエスト回数を超過しないと仮定します。
参考

はコンピューティングインスタンスタイプとして を利用し、各ビルドの実行に 分かかるとします。
は を対象としたデプロイに料金は発生しません。

構成図下部の は試算の対象に含めておりません。
無料枠について

・
・

・
・

・
・
・
・
※ には アプティブユーザー 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
※ には 分ビルド時間 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
※ には アクティブパイプライン 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。

サービス間の連携 連携のためのコード実行

アクティブな
パイプライン数

この構成での料金試算例
・コンタクトセンター座席 エージェント数 席　・月間コール数受信 回、発信 回　・ 回の受信、発信辺りの通話時間 分　・月間チャット数 回　・ 回のチャット辺りのメッセージ数 件

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

サービス間の連携

キーフレーズ抽出

感情分析

リクエストテキスト化 回

テキスト化 秒 秒

実行リクエスト 件 万件

サービス 項目 数量 単価 料金

テキスト化及びテキスト分析のサービス利用料

のサービスイベントは
課金ありません

の実行 秒 ミリ秒

年
月

リクエスト

ユニット 文字
ユニット
文字

ユニット 文字
ユニット
文字

秒 ミリ秒

ストレージ 標準
テキスト化

※ 年 月 日時点での試算です
月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

テレフォニー利用料

リクエスト 回

コンタクトセンターのサービス利用料

メッセージ

ストレージ 通話記録 受信・発信

ストレージ チャット記録

音声使用料受信 平均 分、 回 分 分

音声使用料発信 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

月額合計料金
月額 席 エージェント

メッセージ

分

メッセージ

回

番号 日 日

受信通話 平均 分、 回 分 分

発信通話 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
保管される音声容量は、 分が目安。同条件で 年間継続、過去 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
保管されるチャットログは、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

チャット使用料
平均 メッセージ、 回

他の実行

東京リージョンのご利用を想定しています。・
保管されるテキスト化された通話記録は、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分を保管していると仮定しています。
通話 分あたり 文字と仮定しています。

によるテキスト化ジョブのための 実行時間は 回辺り 秒、 には のメモリを割り当てたものと仮定しています。
によるテキスト分析のための 実行時間は 回 秒を 種実行、その他連携処理に 秒、 には のメモリを割り当てたものと

　仮定しています。
には、リクエスト 万件 月と 万 秒まではの無期限無料枠があり、無料枠を使い切っていない場合は となります。
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※ 年 月 日時点での試算です
月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

テレフォニー利用料

リクエスト 回

を使ってリモート従業員向けにコンタクトセンターを構築する例です。
オンプレミスでコンタクトセンターを準備しようとした場合、 やオフィス電話等の物理設備が必要になるほか、初期設定や運用
後の設定変更のために、長い時間がかかる場合があります。また物理的な設備が必要であることから、利用規模の増減に対して対応
が困難な場合があります。 を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日からはじめることができ、事前サイジング
の必要がなくエージェント数やコール数の増減が容易で、高い可用性を持った環境を、従量課金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 でコンタクトセンターを構築し、エージェントは通常の からインター
ネット経由で接続し、お客様からの電話やチャットでの連絡を受け取るため、在宅を含め場所を問わず業務を行うことができます。通
話記録は問い合わせフローの設定により に保存することができます。問い合わせフローの設定は、ご自身の手によって
コーディング不要で実施できるため、設定が反映されるまで待つ必要はなく、ビジネスの要求に合わせて変更のサイクルを繰り返す
ことができます。

目的・用途 在宅・リモート環境の従業員に向けて、コンタクトセンターを早急に初期投資を抑えながら立上げたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンタクトセンターのサービス利用料

チャット使用料 平均 メッセージ、 回 メッセージ

ストレージ 通話記録 受信・発信

ストレージ チャット記録

音声使用料受信 平均 分、 回 分 分

音声使用料発信 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

この構成での
選択サービス

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで を強化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

構成での料金試算例
・
・
・

コンタクトセンター座席 エージェント数 席
月間コール数受信 回、発信 回
回の受信、発信辺りの通話時間 分

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

・
・
月間チャット数 回
回のチャット辺りのメッセージ数 件

コンタクトセンター コンタクトセンターにおける通話記録活用

月額合計料金
月額 席 エージェント

メッセージ

分

メッセージ

回

番号 日 日

受信通話 平均 分、 回 分 分

発信通話 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
保管される音声容量は、 分が目安。同条件で 年間継続、過去 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
保管されるチャットログは、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

コンタクトセンター 通話記録

クラウド

リージョン

クラウド

リージョン

エージェント

通話録音
音声電話

チャット
お客様

通話録音 イベント通知

イベント通知 結果取得

テキスト化指示 結果保存

ルールから起動 テキスト分析

テキスト化及びテキスト分析の結果を記録

等の既存システム

コンタクトセンター 通話記録、テキスト化した結果の記録 通話記録のテキスト化 テキスト化された通話記録の分析

を使いコンタクトセンターの記録を音声及びテキストデータ化して システムと連携する例です。
ビジネスの拡大に伴い電話対応の通話記録を 等の既存システムと連携させたいと考えたとき、様々なサードパーティーのサービスを比較
検討し、コンタクトセンターとの連携方法を検討・実現する必要があります。 を活用して実装した場合、 が提供する様々なサービスを
使用することで、素早く俊敏にサービス間を連携させて環境を構築することができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、 で構築したコンタクトセンターの通話記録を に記録します。記録された通
話記録の音声は、 によってテキストに変換され、 による自然言語処理によってキーフレーズの抽出
や顧客感情の洞察等が可能です。変換されたテキストや自然言語処理による分析結果を、 等の既存システムに記録・連携することでビジネ
スに利用することができます。またこれらの連携のためのコード実行には、 を利用することでサーバーについて検討すること無
く、ビジネスロジックのみに集中することができます。

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

プロダクト開発は“作って終わり”ではなく、ユーザーからのフィードバックを元に“継続的に改善し続ける”ものです。この継続的な改
善のためには、ソースコードを管理し、テスト、ビルド、そしてデプロイを自動化することがとても重要です。
本ページでは のフルマネージドサービスである サービス群を利用した パイプラインの構成例を紹介します。

でソースコードを管理し、 でソースコードのビルドおよびテストを行い、 でア
プリケーションをデプロイします。そして、 を用いることで、ソースコードの変更をトリガーに一連の流れを自動的
に実行するパイプラインを構成できます。
※構成図にはデプロイ対象として 、 、 を用いた構成を記載しておりますが、こちらは試算には含め
ず、構成図上部の サービス群のみを対象として試算をしています。また、 に限らず、 や

などを用いた構成を用いる場合にも、 サービス群をご利用可能です。

目的・用途 頻繁に機能をアップデートするプロダクトを開発・運用を行っており、 サービスを用いて 環境を構築したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

ソースコードの管理この構成での
選択サービス

ユニットテストやビルドの実行 アプリケーションのデプロイ パイプラインの構築

サービス群を活用した

この構成での料金試算例

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで CRM を強化したい
この構成での料金試算例 270 ドル (月額 )

コンタクトセンターにおける通話記録活用

クラウド

デブロイ対象の例 試算には含めません

サービス 項目 数量 単価 料金

アクティブユーザー数

ビルド 分あたりの料金 分

パイプライン
パイプライン無料枠※

パイプライン

人 月 人 月無料枠 ※

人 月
アクティブユーザー
・月

回 営業日 営業日 月
分 回 分 月無料枠※

分 月

アクティブ
パイプライン

東京リージョンでのご利用を想定しています。
お客様の環境として、開発環境、検証環境、本番環境の 環境があるとします。それぞれにパイプラインを用意し、営業日ごとに一連の処理を下記の回数行うと仮定します。
○開発環境 回 営業日
○検証環境 回 営業日
○本番環境 回 営業日
ヶ月 営業日として試算しております。

を利用するアクティブユーザーは 名とし、各ユーザーに割り当てられるストレージや リクエスト回数を超過しないと仮定します。
参考

はコンピューティングインスタンスタイプとして を利用し、各ビルドの実行に 分かかるとします。
は を対象としたデプロイに料金は発生しません。

構成図下部の は試算の対象に含めておりません。
無料枠について

・
・

・
・

・
・
・
・
※ には アプティブユーザー 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
※ には 分ビルド時間 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
※ には アクティブパイプライン 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。

サービス間の連携
Amazon EventBridge

連携のためのコード実行
AWS Lambda

アクティブな
パイプライン数

この構成での料金試算例
・  コンタクトセンター座席(エージェント)数 10 席　・  月間コール数 受信 3,000 回、発信 300 回　・ 1 回の受信、発信辺りの通話時間 4 分　・ 月間チャット数 300 回　・ 1 回のチャット辺りのメッセージ数 10 件

月額合計料金: 324.7477(USD)
※ 2020 年 5 月 19 日時点での試算です

サービス間の連携 -  0.0000

Amazon Comprehend

AWS Lambda

キーフレーズ抽出   3.9600

感情分析   3.9600

Amazon S3

Amazon Transcribe

Amazon EventBridge

  0.025USD/GB 0.0094

PUT リクエスト(テキスト化) 3,300 回  0.0155

テキスト化 792,000 秒 *4 0.0004USD/1 秒 316.8000

実行リクエスト 6,600 件 0.2USD/100 万件 0.200 *7

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

テキスト化及びテキスト分析のサービス利用料

AWS のサービスイベントは
課金ありません 

Amazon Transcribe の実行 33,000 秒 *5  0.0007 *7
0.0000002083USD/
100 ミリ秒

0.3777GB/年 *3

(0.0315GB/月)

0.0047USD/
1,000 リクエスト

0.0001USD/
1 ユニット(100 文字)

39,600 ユニット
(3,960,000 文字 *4) 

0.0001USD/
1 ユニット(100 文字)

39,600 ユニット
(3,960,000 文字 *4) 

 9,900 秒 *6  0.0021 *70.0000002083USD/
100 ミリ秒 

ストレージ (Amazon S3 標準)
テキスト化

※ 2020 年 5 月 19 日時点での試算です
月額合計料金: 140.28(USD)

※ 2020 年 5 月 19 日時点での試算です

テレフォニー利用料

PUT リクエスト 3,600 回  0.0169

コンタクトセンターのサービス利用料

Amazon S3

 3,000 メッセージ  24.0000

ストレージ (通話記録) 受信・発信  0.025USD/1GB 7.9500

ストレージ (チャット記録)  0.025USD/1GB 0.0003

Amazon Connect

音声使用料 受信 (平均 4 分、3,000 回) 12,000 分 0.018USD/1 分 216.0000

音声使用料 発信 (平均 4 分、300 回) 1,200 分 0.018USD/1 分 216.0000

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

月額合計料金: 269.5672(USD)
月額/席(エージェント): 26.95672(USD)

0.004USD/ 
1 メッセージ

318.07GB
(18,000 分) *1

0.0103GB
(6,000 メッセージ) 
*2

0.0047USD/ 
1000 回

DID(03/050)番号 30 日 0.1USD/1 日 3.00

Amazon Connect

受信通話 (平均 4 分、3,000 回) 12,000 分 0.003USD/1 分 36.00

発信通話 (平均 4 分、300 回) 1,200 分 0.0844USD/1 分 101.28

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
*1 保管される音声容量は、 2MB/分が目安。同条件で1年間継続、過去 1 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
*2 保管されるチャットログは、 3KB/1 回と仮定。同条件で 1 年間継続、過去 1 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

チャット使用料 
(平均 10 メッセージ、300 回)

Amazon Comprehend 
他の実行

東京リージョンのご利用を想定しています。・
*3 保管されるテキスト化された通話記録は、10KB/1 回と仮定。同条件で 1 年間継続、過去 1 年分を保管していると仮定しています。
*4 通話 1 分あたり 300 文字と仮定しています。
*5 Amazon Transcrib e によるテキスト化ジョブのための AWS Lambda 実行時間は 1 回辺り 10 秒、 AWS Lambda には 128 MB のメモリを割り当てたものと仮定しています。
*6 Amazon Comprehend によるテキスト分析のための AWS Lambda 実行時間は 1 回 10 秒を 2 種実行、その他連携処理に 10 秒、AWS Lambda には 128MB のメモリを割り当てたものと
　 仮定しています。
*7 AWS Lambda には、リクエスト 100 万件/月と 40 万 GB-秒まではの無期限無料枠があり、無料枠を使い切っていない場合は 0USD となります。
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月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。・
下記の仮想サーバー 台を ヶ月ご利用いただいた場合の費用になります。その他のタイプの利用料金についてはこちらのページをご覧ください。

　　　○メモリ
　　　○ コアプロセッサ
　　　○ ディスク
上記のご契約プランの場合 までのデータ転送量が無料となります。下記の前提を置いた場合、月の転送量が 以下になるため転送量は と表記しています。

　　　○ ページあたり
　　　○ ページビュー 日月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

サイトをクラウドへ移行し で構築する例です。
レンタルサーバーを利用して サイトを運営していると、利用者数の増加に合わせてサーバーのスペックを上げる必要がでてき
ます。その際、スペックには上限がありビジネスのスケールに追従できない、といったことがあるかもしれません。そのようなときに

をご検討いただけます。
にはシンプルな サイトを運営するのに必要な機能が含まれています。例えば、 のようなアプリ

ケーションや 構成のような開発スタックが、事前に構築 設定されたインスタンスを“利用”できます。また、スナップショット
の機能や のセキュアなネットワーク機能をご利用いただけます。また、他の サービスと連携した使い方も可能になってお
ります。

目的・用途 柔軟な拡張が難しいレンタルサーバを使用した サイトを クラウドを使うことで効率的な運用を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

ウェブサーバー／アプリケーションサーバーとして利用する サービス

レンタルサーバーからの簡易 サイト移行

この構成での料金試算例

目的・用途 在宅・リモートワークを行う従業員のためのデスクトップ環境を素早く初期投資を抑えた形で提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

仮想デスクトップ

この構成での
選択サービス

仮想デスクトップ 仮想デスクトップの認証 オンプレミスとの接続
サイト間

ユーザー

クラウド

サービス 項目 数量 単価 料金

仮想サーバー 時間 日 月

通信量

オンプレミスで仮想デスクトップ環境を準備しようとした場合、高額な初期投資が必要であったり、利用開始まで長い時間がかかる場
合があります。また運用においても、定期的な大規模システム更改や利用者増減の対応やサイジングが、困難である場合があります。

の提供する仮想デスクトップサービス、 を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日一台か
らはじめることができ、事前サイジングの必要がない増減も容易な環境を、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、オンプレミス環境とは で接続し、仮想デスクトップの認証を からオンプレ
ミスの ドメインへ し、既存の と連携することが可能になっています。そして、

を利用するクライアントからの 接続はオンプレミスを経由せず、インターネット経由で接続します。

この構成での料金試算例

オンプレミスクラウド

東京リージョン

仮想デスクトップあたり毎月 時間利用
時間 日× 日

冗長化された
オンプレミス環境と通信

ユーザー認証
オンプレミス との連携

S

バンドルオプション
メモリ

ルートボリューム
ユーザーボリューム

サービス 項目 数量 単価 料金

・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とは 接続を冗長化しています。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

サイト間 接続ごとの時間料金 接続 時間 日 時間

ユーザー 時間

以外にも を選択することも可能です。
オンプレミスとの接続は を選択することも可能です。
ユーザーで利用を想定し仮想デスクトップは つ、ユーザーあたり 時間 日 時間、 日間利用を想定 で計算

月
時間

スモール
時間料金

スモールの場合 人以上の
アクティブユーザーがいる限り無料

日 日
≒

月額合計料金 : 20.25(USD)
※ 2020 年 6 月 18 日時点での試算です

プロダクト開発は “作って終わり” ではなく、ユーザーからのフィードバックを元に “継続的に改善し続ける” ものです。この継続的な改
善のためには、ソースコードを管理し、テスト、ビルド、そしてデプロイを自動化することがとても重要です。
本ページでは AWS のフルマネージドサービスである Code サービス群を利用した CI/CD パイプラインの構成例を紹介します。
AWS CodeCommit でソースコードを管理し、AWS CodeBuild でソースコードのビルドおよびテストを行い、 AWS CodeDeploy でア
プリケーションをデプロイします。そして、 AWS CodePipeline を用いることで、ソースコードの変更をトリガーに一連の流れを自動的
に実行するパイプラインを構成できます。
※構成図にはデプロイ対象として Amazon EC2 、 ELB、Amazon RDS を用いた構成を記載しておりますが、こちらは試算には含め
ず、構成図上部の Code サービス群のみを対象として試算をしています。また、 Amazon EC2 に限らず、AWS Lambda や Amazon 

ECS などを用いた構成を用いる場合にも、Code サービス群をご利用可能です。

目的・用途 頻繁に機能をアップデートするプロダクトを開発・運用を行っており、AWS サービスを用いて CI/CD 環境を構築したい
この構成での料金試算例 20 ドル (月額 )

この構成での
選択サービス

ソースコードの管理
Amazon CodeCommit

この構成での
選択サービス

ユニットテストやビルドの実行
Amazon CodeBuild

アプリケーションのデプロイ
Amazon CodeDeploy

CI/CD パイプラインの構築
Amazon CodePipeline

AWS Code サービス群を活用した CI/CD

この構成での料金試算例

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで を強化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンタクトセンターにおける通話記録活用

AWS CodeCommit AWS CodeBuild AWS CodeDeployDevelopers

Git push

AWS CodePipeline

AWS クラウド

VPC

Public subnet Private subnet Private subnet

Elastic Load

Balancing

Amazon EC2 Amazon RDS

デブロイ対象の例(試算には含めません)

Deploy

Amazon CodeCommit

Amazon CodeBuild

Amazon CodeDeploy

Amazon CodePipeline

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

アクティブユーザー数   5.00

ビルド 1 分あたりの料金  0.005USD/分 13.25

   2.00   
3(パイプライン)
 - 1(パイプライン 無料枠 ※3) 
= 2 パイプライン

10(人/月) - 5(人/月 無料枠 ※1) 
= 5 人/月

1.00USD/1
アクティブユーザー
・月

25(回/営業日) * 22(営業日/月) 
* 5(分/回) - 100(分/月 無料枠 ※2) 
= 2,650 分/月

1.00USD/1
アクティブ
パイプライン

東京リージョンでのご利用を想定しています。
お客様の環境として、開発環境、検証環境、本番環境の3環境があるとします。それぞれにパイプラインを用意し、営業日ごとに一連の処理を下記の回数行うと仮定します。
○ 開発環境: 16 回 /1 営業日
○ 検証環境: 8 回 /1 営業日
○ 本番環境: 1 回 /1 営業日
1 ヶ月 22 営業日として試算しております。
Amazon CodeCommit を利用するアクティブユーザーは 10 名とし、各ユーザーに割り当てられるストレージや Git リクエスト回数を超過しないと仮定します。
(参考: https://aws.amazon.com/jp/codecommit/pricing/)
Amazon CodeBuild はコンピューティングインスタンスタイプとして general1.small を利用し、各ビルドの実行に 5 分かかるとします。
Amazon CodeDeploy は Amazon EC2 を対象としたデプロイに料金は発生しません。
構成図下部の Amazon EC2, ELB, Amazon RDS は試算の対象に含めておりません。
無料枠について

・
・

・
・

・
・
・
・
(※1) Amazon CodeCommit には 5 アプティブユーザー/月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
(※2) Amazon CodeBuild には 100 分(ビルド時間)/月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
(※3) Amazon CodePipeline には 1 アクティブパイプライン/月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。

サービス間の連携 連携のためのコード実行

アクティブな
パイプライン数

この構成での料金試算例
・コンタクトセンター座席 エージェント数 席　・月間コール数受信 回、発信 回　・ 回の受信、発信辺りの通話時間 分　・月間チャット数 回　・ 回のチャット辺りのメッセージ数 件

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

サービス間の連携

キーフレーズ抽出

感情分析

リクエストテキスト化 回

テキスト化 秒 秒

実行リクエスト 件 万件

サービス 項目 数量 単価 料金

テキスト化及びテキスト分析のサービス利用料

のサービスイベントは
課金ありません

の実行 秒 ミリ秒

年
月

リクエスト

ユニット 文字
ユニット
文字

ユニット 文字
ユニット
文字

秒 ミリ秒

ストレージ 標準
テキスト化

※ 年 月 日時点での試算です
月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

テレフォニー利用料

リクエスト 回

コンタクトセンターのサービス利用料

メッセージ

ストレージ 通話記録 受信・発信

ストレージ チャット記録

音声使用料受信 平均 分、 回 分 分

音声使用料発信 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

月額合計料金
月額 席 エージェント

メッセージ

分

メッセージ

回

番号 日 日

受信通話 平均 分、 回 分 分

発信通話 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
保管される音声容量は、 分が目安。同条件で 年間継続、過去 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
保管されるチャットログは、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

チャット使用料
平均 メッセージ、 回

他の実行

東京リージョンのご利用を想定しています。・
保管されるテキスト化された通話記録は、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分を保管していると仮定しています。
通話 分あたり 文字と仮定しています。

によるテキスト化ジョブのための 実行時間は 回辺り 秒、 には のメモリを割り当てたものと仮定しています。
によるテキスト分析のための 実行時間は 回 秒を 種実行、その他連携処理に 秒、 には のメモリを割り当てたものと

　仮定しています。
には、リクエスト 万件 月と 万 秒まではの無期限無料枠があり、無料枠を使い切っていない場合は となります。

- - - 0.00
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月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。・
下記の仮想サーバー 台を ヶ月ご利用いただいた場合の費用になります。その他のタイプの利用料金についてはこちらのページをご覧ください。

　　　○メモリ
　　　○ コアプロセッサ
　　　○ ディスク
上記のご契約プランの場合 までのデータ転送量が無料となります。下記の前提を置いた場合、月の転送量が 以下になるため転送量は と表記しています。

　　　○ ページあたり
　　　○ ページビュー 日月額合計料金 : 321.12(USD)

※ 2020 年 5 月 8 日時点での試算です
Users

WorkSpaces

Computer

Objects

サイトをクラウドへ移行し で構築する例です。
レンタルサーバーを利用して サイトを運営していると、利用者数の増加に合わせてサーバーのスペックを上げる必要がでてき
ます。その際、スペックには上限がありビジネスのスケールに追従できない、といったことがあるかもしれません。そのようなときに

をご検討いただけます。
にはシンプルな サイトを運営するのに必要な機能が含まれています。例えば、 のようなアプリ

ケーションや 構成のような開発スタックが、事前に構築 設定されたインスタンスを“利用”できます。また、スナップショット
の機能や のセキュアなネットワーク機能をご利用いただけます。また、他の サービスと連携した使い方も可能になってお
ります。

目的・用途 柔軟な拡張が難しいレンタルサーバを使用した サイトを クラウドを使うことで効率的な運用を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

ウェブサーバー／アプリケーションサーバーとして利用する サービス

レンタルサーバーからの簡易 サイト移行

この構成での料金試算例

目的・用途 在宅・リモートワークを行う従業員のためのデスクトップ環境を素早く初期投資を抑えた形で提供したい
この構成での料金試算例 321 ドル (月額 )  

仮想デスクトップ

この構成での
選択サービス

仮想デスクトップ
Amazon WorkSpaces

仮想デスクトップの認証
AWS Directory Service - AD Connector (*1)

オンプレミスとの接続
AWS VPN - AWS サイト間 VPN (*2)

ユーザー

クラウド

サービス 項目 数量 単価 料金

仮想サーバー 時間 日 月

通信量

オンプレミスで仮想デスクトップ環境を準備しようとした場合、高額な初期投資が必要であったり、利用開始まで長い時間がかかる場
合があります。また運用においても、定期的な大規模システム更改や利用者増減の対応やサイジングが、困難である場合があります。
AWS の提供する仮想デスクトップサービス、Amazon WorkSpacesを活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日一台か
らはじめることができ、事前サイジングの必要がない増減も容易な環境を、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、オンプレミス環境とは VPN で接続し、仮想デスクトップの認証を AD Connector からオンプレ
ミスの Active Directory ドメインへ Proxy し、既存の Active Directory と連携することが可能になっています。そして、Amazon 

WorkSpacesを利用するクライアントからの VDI 接続はオンプレミスを経由せず、インターネット経由で接続します。

この構成での料金試算例

オンプレミスAWS クラウド

東京 リージョン

Subnet 1 Subnet 2

VPC

仮想デスクトップあたり毎月 80 時間利用
(4 時間 /日× 20日 )

冗長化された
オンプレミス環境と通信

ユーザー認証
オンプレミス ADとの連携

VPN

VPN gateway Customer

gateway

VPN gateway Customer

gateway

AD Connector AD Connector

Amazon

WorkSpaces

Amazon

WorkSpaces

Customer AD DS

Corporate

Identity

Amazon Workspaces

AWS Directory Service -
AD Connector

Windows バンドルオプション
2 vCPU/4 GiB メモリ
ルートボリューム 80 GB
ユーザーボリューム 10 GB

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とは VPN 接続を冗長化しています。
AWS サイト間 VPN でのデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

AWS VPN - サイト間 VPN VPN 接続ごとの時間料金 2接続 * 24時間 * 30日 0.048 USD/時間 69.12

 6 ユーザー * 80時間 (*3)  252.00

   0.00

(*1) AD Connector 以外にも Simple AD, AWS Managed Microsoft AD を選択することも可能です。
(*2) オンプレミスとの接続は AWS Direct Connect を選択することも可能です。
(*3) 6 ユーザーで利用を想定し仮想デスクトップは 6 つ、1ユーザーあたり 80 時間(1日 4 時間、20 日間利用を想定)で計算

10 USD/月 
+ 0.40 USD/時間

AD Connector (スモール)
時間料金

スモールの場合 1 人以上の Amazon WorkSpaces
アクティブユーザーがいる限り無料

日 日
≒

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

プロダクト開発は“作って終わり”ではなく、ユーザーからのフィードバックを元に“継続的に改善し続ける”ものです。この継続的な改
善のためには、ソースコードを管理し、テスト、ビルド、そしてデプロイを自動化することがとても重要です。
本ページでは のフルマネージドサービスである サービス群を利用した パイプラインの構成例を紹介します。

でソースコードを管理し、 でソースコードのビルドおよびテストを行い、 でア
プリケーションをデプロイします。そして、 を用いることで、ソースコードの変更をトリガーに一連の流れを自動的
に実行するパイプラインを構成できます。
※構成図にはデプロイ対象として 、 、 を用いた構成を記載しておりますが、こちらは試算には含め
ず、構成図上部の サービス群のみを対象として試算をしています。また、 に限らず、 や

などを用いた構成を用いる場合にも、 サービス群をご利用可能です。

目的・用途 頻繁に機能をアップデートするプロダクトを開発・運用を行っており、 サービスを用いて 環境を構築したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

ソースコードの管理この構成での
選択サービス

ユニットテストやビルドの実行 アプリケーションのデプロイ パイプラインの構築

サービス群を活用した

この構成での料金試算例

目的・用途 コンタクトセンターの応対ログをデータ化して連携させることで を強化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンタクトセンターにおける通話記録活用

クラウド

デブロイ対象の例 試算には含めません

サービス 項目 数量 単価 料金

アクティブユーザー数

ビルド 分あたりの料金 分

 
パイプライン
パイプライン無料枠※

パイプライン

人 月 人 月無料枠 ※

人 月
アクティブユーザー
・月

回 営業日 営業日 月
分 回 分 月無料枠※

分 月

アクティブ
パイプライン

東京リージョンでのご利用を想定しています。
お客様の環境として、開発環境、検証環境、本番環境の 環境があるとします。それぞれにパイプラインを用意し、営業日ごとに一連の処理を下記の回数行うと仮定します。
○開発環境 回 営業日
○検証環境 回 営業日
○本番環境 回 営業日
ヶ月 営業日として試算しております。

を利用するアクティブユーザーは 名とし、各ユーザーに割り当てられるストレージや リクエスト回数を超過しないと仮定します。
参考

はコンピューティングインスタンスタイプとして を利用し、各ビルドの実行に 分かかるとします。
は を対象としたデプロイに料金は発生しません。

構成図下部の は試算の対象に含めておりません。
無料枠について

・
・

・
・

・
・
・
・
※ には アプティブユーザー 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
※ には 分ビルド時間 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。
※ には アクティブパイプライン 月までの無料枠があり、本試算ではこの無料枠を超えた部分について計算を行い、料金として表記しています。

サービス間の連携 連携のためのコード実行

アクティブな
パイプライン数

この構成での料金試算例
・コンタクトセンター座席 エージェント数 席　・月間コール数受信 回、発信 回　・ 回の受信、発信辺りの通話時間 分　・月間チャット数 回　・ 回のチャット辺りのメッセージ数 件

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

サービス間の連携

キーフレーズ抽出

感情分析

リクエストテキスト化 回

テキスト化 秒 秒

実行リクエスト 件 万件

サービス 項目 数量 単価 料金

テキスト化及びテキスト分析のサービス利用料

のサービスイベントは
課金ありません

の実行 秒 ミリ秒

年
月

リクエスト

ユニット 文字
ユニット
文字

ユニット 文字
ユニット
文字

秒 ミリ秒

ストレージ 標準
テキスト化

※ 年 月 日時点での試算です
月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

テレフォニー利用料

リクエスト 回

コンタクトセンターのサービス利用料

メッセージ

ストレージ 通話記録 受信・発信

ストレージ チャット記録

音声使用料受信 平均 分、 回 分 分

音声使用料発信 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 発信・着信は日本国内からのご利用を想定しています。

月額合計料金
月額 席 エージェント

メッセージ

分

メッセージ

回

番号 日 日

受信通話 平均 分、 回 分 分

発信通話 平均 分、 回 分 分

サービス 項目 数量 単価 料金

・ 東京リージョンのご利用を想定しています。
保管される音声容量は、 分が目安。同条件で 年間継続、過去 年分の通話記録を保管していると仮定しています。
保管されるチャットログは、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分のチャット記録を保管していると仮定しています。

チャット使用料
平均 メッセージ、 回

他の実行

東京リージョンのご利用を想定しています。・
保管されるテキスト化された通話記録は、 回と仮定。同条件で 年間継続、過去 年分を保管していると仮定しています。
通話 分あたり 文字と仮定しています。

によるテキスト化ジョブのための 実行時間は 回辺り 秒、 には のメモリを割り当てたものと仮定しています。
によるテキスト分析のための 実行時間は 回 秒を 種実行、その他連携処理に 秒、 には のメモリを割り当てたものと

　仮定しています。
には、リクエスト 万件 月と 万 秒まではの無期限無料枠があり、無料枠を使い切っていない場合は となります。
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月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。
毎日 点の新規商品が入荷される サイトを運用されているシチュエーションとします。下記の想定で試算を行っております。
○商品ごとに 枚のオリジナル画像があり、それをサムネイル化したいという要求を想定。
○半年分の画像を に保持し、それより過去の画像データは削除する運用と仮定。
○各商品のオリジナル画像データは 、変換後のサムネイル画像データは で試算し、サムネイルを作成する処理は、 設定の で 枚あたり 秒で完了すると仮定。
○画像変換、および、画像保管のみをスコープとしており、 サイトを運営するサーバーや、そのサーバーからの画像取得リクエストについては試算外としています。

には毎月無料枠があります。本試算ではこの枠を超えなかったため の利用料金は としています。

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク 証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージこの構成での
選択サービス

画像処理の実行
AWS Lambda

元画像の格納、および、サムネイル画像の格納

S

料金

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

負荷状況に応じてスケールする動的 サイト

・
・

リクエスト回数
○無料枠 か月ごとに 万件リクエスト。
○今回のお見積り例の場合、 日ごとに 枚のサムネイル処理をするので、 回 件 日 月 件のリクエストとなり、無料枠の中に収まっています。
コンピューティング時間。
○無料枠 万 秒のコンピューティング時間。
○今回のお見積り例の場合、 のメモリを設定し、 秒で処理が終わると仮定しているため、 秒 回 日 日 月 秒のコンピューティング時間となり、
　無料枠の中に収まっています。

・

・

を使ってサーバレスで画像格納とサムネイル作成処理を構築する例です。
こちらの例では、シンプルなデータ加工を行う際にご検討いただけるイベント駆動型アーキテクチャを紹介します。ここでは新しい画
像ファイルを受け付けたときに、そのサムネイル画像を作成する処理を例として挙げています。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。

を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、 はサービス自体
にビルトインでスケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベース
になるため、処理量が少ないときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

目的・用途 画像データの格納処理を行う際、サーバレスの機能を使うことで自動でサムネイル作成処理を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

を用いたイベント駆動処理

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

リクエスト回数 万件

実行時間

ストレージ容量

のメモリ量を設定 秒
回 日 日 月

秒 秒

画像ファイル

クラウド

サムネイル作成処理

オリジナル画像用
バケット

サムネイル画像用
バケット

画像処理の実行

リクエスト

リクエスト

ストレージ容量

リクエスト

オリジナル画像

サムネイル画像

枚 日 × 日 ヶ月
× 枚 × 換算

回あたり

回 日 日 月
回

回 日 日 月
回

回 日 日 月
回 回あたり

枚 日 × 日 半年
× 枚 × 換算

回 日 日 月
回

を用いた動的な サイトを構築する例です。
ビジネスが拡大する中で各種メディアやソーシャルネットワーク等によってサイトが紹介されることがあると、アクセス数が急増するといった現
象が聞かれます。このような事が起きると、お客様からサイトのレスポンスに対する不満が発生することが想定されます。予測可能なアクセス数
の増加に対しては事前のスケールアップやスケールアウトで対策が可能ですが、予測不能なアクセス数の増加に対しては別の対策が必要になっ
てきます。
こちらの例でご紹介する構成では、 を を用いて動的にスケーリングします。スケールの変更を行うには、特
定の メトリクスを監視し、定義したポリシーに従って関連付けられた アラームをトリガーし、

を増減させます。従来 が保持していた静的なコンテンツは、 に配置することで の負荷を
低減させます。同時にコンテンツ配信ネットワークである を利用することで、パスによって と

の複数のオリジンからコンテンツを配信することができます。データベースについては、キャッシュとして を
利用することで、 の増加に伴うデータベースへのリクエスト増加への対策を行います。

クラウド

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

AWS Certificate

メトリクス監視

スケーリングの実施

２アラーム起動

データベース

回あたり

月額合計料金 : 3.50(USD)
※ 2020 年 5 月 23 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。・
(*1) 下記の仮想サーバー  1 台 を 1 ヶ月ご利用いただいた場合の費用になります。その他のタイプの利用料金については こちら のページをご覧ください。
　　　○ メモリ 512MB
　　　○ 1 コアプロセッサ
　　　○ 20GB SSD ディスク
(*2) 上記のご契約プランの場合1TBまでのデータ転送量が無料となります。下記の前提を置いた場合、月の転送量が1TB以下になるため転送量は 0.00 USDと表記しています。
　　　○ Web ページあたり 7MB
　　　○ 3,000 ページビュー/日月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

Web サイトをクラウドへ移行し AWS で構築する例です。
レンタルサーバーを利用して Web サイトを運営していると、利用者数の増加に合わせてサーバーのスペックを上げる必要がでてき
ます。その際、スペックには上限がありビジネスのスケールに追従できない、といったことがあるかもしれません。そのようなときに 

Amazon Lightsail をご検討いただけます。
Amazon Lightsail にはシンプルな Web サイトを運営するのに必要な機能が含まれています。例えば、WordPress のようなアプリ
ケーションや LAMP 構成のような開発スタックが、事前に構築/設定されたインスタンスを “利用” できます。また、スナップショット
の機能や AWS のセキュアなネットワーク機能をご利用いただけます。また、他の AWS サービスと連携した使い方も可能になってお
ります。

目的・用途 柔軟な拡張が難しいレンタルサーバを使用した Web サイトを AWS クラウドを使うことで効率的な運用を実現したい
この構成での料金試算例 4 ドル (月額 )  

この構成での
選択サービス

ウェブサーバー／アプリケーションサーバーとして利用する AWS サービス
Amazon Lightsail

レンタルサーバーからの簡易 Web サイト移行

この構成での料金試算例

目的・用途 在宅・リモートワークを行う従業員のためのデスクトップ環境を素早く初期投資を抑えた形で提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

仮想デスクトップ

この構成での
選択サービス

仮想デスクトップ 仮想デスクトップの認証 オンプレミスとの接続
サイト間

Amazon Lightsailユーザー

HTTP

AWS クラウド

Amazon Lightsail

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

仮想サーバー 1 * 24 時間 * 30.5 日 3.50 USD/月(*1) 3.50

通信量    0.00(*2)

オンプレミスで仮想デスクトップ環境を準備しようとした場合、高額な初期投資が必要であったり、利用開始まで長い時間がかかる場
合があります。また運用においても、定期的な大規模システム更改や利用者増減の対応やサイジングが、困難である場合があります。

の提供する仮想デスクトップサービス、 を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日一台か
らはじめることができ、事前サイジングの必要がない増減も容易な環境を、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、オンプレミス環境とは で接続し、仮想デスクトップの認証を からオンプレ
ミスの ドメインへ し、既存の と連携することが可能になっています。そして、

を利用するクライアントからの 接続はオンプレミスを経由せず、インターネット経由で接続します。

この構成での料金試算例

オンプレミスクラウド

東京リージョン

仮想デスクトップあたり毎月 時間利用
時間 日× 日

冗長化された
オンプレミス環境と通信

ユーザー認証
オンプレミス との連携

バンドルオプション
メモリ

ルートボリューム
ユーザーボリューム

サービス 項目 数量 単価 料金

・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とは 接続を冗長化しています。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

サイト間 接続ごとの時間料金 接続 時間 日 時間

ユーザー 時間

以外にも を選択することも可能です。
オンプレミスとの接続は を選択することも可能です。
ユーザーで利用を想定し仮想デスクトップは つ、ユーザーあたり 時間 日 時間、 日間利用を想定 で計算

月
時間

スモール
時間料金

スモールの場合 人以上の
アクティブユーザーがいる限り無料

7MB * 3,000 PV/日 * 30.5 日/1,000/
1,000 ≒ 0.65TB
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月額合計料金 : 18.13(USD)
※ 2020 年 5 月 23 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。
毎日 500 点の新規商品が入荷される EC サイトを運用されているシチュエーションとします。下記の想定で試算を行っております。
○ 商品ごとに 5 枚のオリジナル画像があり、それをサムネイル化したいという要求を想定。
○ 半年分の画像を Amazon S3 に保持し、それより過去の画像データは削除する運用と仮定。
○ 各商品のオリジナル画像データは 3MB、変換後のサムネイル画像データは 0.03MB で試算し、サムネイルを作成する処理は、1GB 設定の Lambda Function で 1 枚あたり 5 秒で完了すると仮定。
○ 画像変換、および、画像保管のみをスコープとしており、ECサイトを運営するサーバーや、そのサーバーからの画像取得リクエストについては試算外としています。

 (*1) AWS Lambda には毎月無料枠があります。本試算ではこの枠を超えなかったため AWS Lambda の利用料金は 0.00 USDとしています。

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク 証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージこの構成での
選択サービス

画像処理の実行
AWS Lambda

元画像の格納、および、サムネイル画像の格納
Amazon S3

料金 (USD)

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

負荷状況に応じてスケールする動的 サイト

・
・

リクエスト回数
○ 無料枠: 1 か月ごとに 100 万件リクエスト。
○ 今回のお見積り例の場合、1 日ごとに 3,000 枚のサムネイル処理をするので、3,000(回/件) * 30.5 (日/月) = 76,250 件 のリクエストとなり、無料枠の中に収まっています。
コンピューティング時間。
○ 無料枠: 40 万 GB-秒のコンピューティング時間。
○ 今回のお見積り例の場合、 1GB のメモリを設定し、 5秒で処理が終わると仮定しているため、1(GB) * 5(秒) * 2,500(回/日) * 30.5(日/月) = 381,250 GB-秒 のコンピューティング時間となり、
　無料枠の中に収まっています。

・

・

AWS Lambda を使ってサーバレスで画像格納とサムネイル作成処理を構築する例です。
こちらの例では、シンプルなデータ加工を行う際にご検討いただけるイベント駆動型アーキテクチャを紹介します。ここでは新しい画
像ファイルを受け付けたときに、そのサムネイル画像を作成する処理を例として挙げています。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。
AWS Lambda を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、AWS Lambda はサービス自体
にビルトインでスケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベース
になるため、処理量が少ないときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

目的・用途 画像データの格納処理を行う際、サーバレスの機能を使うことで自動でサムネイル作成処理を実現したい
この構成での料金試算例 18 ドル (月額 )

AWS Lambda を用いたイベント駆動処理

この構成での料金試算例

AWS Lambda

Amazon S3

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

リクエスト回数  0.20 USD/100 万件 0.00(*1)

実行時間   0.00(*1)

ストレージ容量  0.025 USD/GB 17.20

1(GBのメモリ量を設定) * 5(秒) * 
2,500 (回/日) * 30.5(日/月) 
= 381,250 GB-秒

0.0000166667
USD/GB-秒

Amazon S3 AWS Lambda Amazon S3画像ファイル

PUT

AWS クラウド

サムネイル作成処理

オリジナル画像用
バケット

サムネイル画像用
バケット

画像処理の実行 - - -

PUT リクエスト   0.36

GET リクエスト   0.03

ストレージ容量  0.025 USD/GB 0.18

PUT リクエスト   0.36

オリジナル画像 - - -

サムネイル画像 - - -

2,500(枚/日) × 91.5(日/3 ヶ月) 
× 3(MB/枚) × 0.001(GB 換算) 
= 686.25 GB

0.0047 USD 
(PUT 1,000 回あたり)

2,500 (回/日) * 30.5(日/月) 
= 76,250 回

2,500(回/日) * 30.5(日/月) 
= 76,250 回

2,500(回/日) * 30.5(日/月) 
= 76,250 回

0.00037 USD
 (GET 1,000 回あたり)

2,500(枚/日) × 91.5(日/半年) 
× 0.03(MB/枚) × 0.001(GB 換算) 
= 6.8625 GB

2,500(回/日) * 30.5(日/月) 
= 76,250 回

を用いた動的な サイトを構築する例です。
ビジネスが拡大する中で各種メディアやソーシャルネットワーク等によってサイトが紹介されることがあると、アクセス数が急増するといった現
象が聞かれます。このような事が起きると、お客様からサイトのレスポンスに対する不満が発生することが想定されます。予測可能なアクセス数
の増加に対しては事前のスケールアップやスケールアウトで対策が可能ですが、予測不能なアクセス数の増加に対しては別の対策が必要になっ
てきます。
こちらの例でご紹介する構成では、 を を用いて動的にスケーリングします。スケールの変更を行うには、特
定の メトリクスを監視し、定義したポリシーに従って関連付けられた アラームをトリガーし、

を増減させます。従来 が保持していた静的なコンテンツは、 に配置することで の負荷を
低減させます。同時にコンテンツ配信ネットワークである を利用することで、パスによって と

の複数のオリジンからコンテンツを配信することができます。データベースについては、キャッシュとして を
利用することで、 の増加に伴うデータベースへのリクエスト増加への対策を行います。

クラウド

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

AWS Certificate

メトリクス監視

スケーリングの実施

２アラーム起動

データベース

0.0047 USD
(PUT 1,000 回あたり)

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。・
下記の仮想サーバー 台を ヶ月ご利用いただいた場合の費用になります。その他のタイプの利用料金についてはこちらのページをご覧ください。

　　　○メモリ
　　　○ コアプロセッサ
　　　○ ディスク
上記のご契約プランの場合 までのデータ転送量が無料となります。下記の前提を置いた場合、月の転送量が 以下になるため転送量は と表記しています。

　　　○ ページあたり
　　　○ ページビュー 日月額合計料金

※ 年 月 日時点での試算です

サイトをクラウドへ移行し で構築する例です。
レンタルサーバーを利用して サイトを運営していると、利用者数の増加に合わせてサーバーのスペックを上げる必要がでてき
ます。その際、スペックには上限がありビジネスのスケールに追従できない、といったことがあるかもしれません。そのようなときに

をご検討いただけます。
にはシンプルな サイトを運営するのに必要な機能が含まれています。例えば、 のようなアプリ

ケーションや 構成のような開発スタックが、事前に構築 設定されたインスタンスを“利用”できます。また、スナップショット
の機能や のセキュアなネットワーク機能をご利用いただけます。また、他の サービスと連携した使い方も可能になってお
ります。

目的・用途 柔軟な拡張が難しいレンタルサーバを使用した サイトを クラウドを使うことで効率的な運用を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

ウェブサーバー／アプリケーションサーバーとして利用する サービス

レンタルサーバーからの簡易 サイト移行

この構成での料金試算例

目的・用途 在宅・リモートワークを行う従業員のためのデスクトップ環境を素早く初期投資を抑えた形で提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

仮想デスクトップ

この構成での
選択サービス

仮想デスクトップ 仮想デスクトップの認証 オンプレミスとの接続
サイト間

ユーザー

クラウド

サービス 項目 数量 単価 料金

仮想サーバー 時間 日 月

通信量

オンプレミスで仮想デスクトップ環境を準備しようとした場合、高額な初期投資が必要であったり、利用開始まで長い時間がかかる場
合があります。また運用においても、定期的な大規模システム更改や利用者増減の対応やサイジングが、困難である場合があります。

の提供する仮想デスクトップサービス、 を活用したこの構成を実装した場合、初期投資不要で今日一台か
らはじめることができ、事前サイジングの必要がない増減も容易な環境を、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、オンプレミス環境とは で接続し、仮想デスクトップの認証を からオンプレ
ミスの ドメインへ し、既存の と連携することが可能になっています。そして、

を利用するクライアントからの 接続はオンプレミスを経由せず、インターネット経由で接続します。

この構成での料金試算例

オンプレミスクラウド

東京リージョン

仮想デスクトップあたり毎月 時間利用
時間 日× 日

冗長化された
オンプレミス環境と通信

ユーザー認証
オンプレミス との連携

バンドルオプション
メモリ

ルートボリューム
ユーザーボリューム

サービス 項目 数量 単価 料金

・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
オンプレミス環境とは 接続を冗長化しています。

サイト間 でのデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

サイト間 接続ごとの時間料金 接続 時間 日 時間

ユーザー 時間

以外にも を選択することも可能です。
オンプレミスとの接続は を選択することも可能です。
ユーザーで利用を想定し仮想デスクトップは つ、ユーザーあたり 時間 日 時間、 日間利用を想定 で計算

月
時間

スモール
時間料金

スモールの場合 人以上の
アクティブユーザーがいる限り無料

日 日
≒
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
のデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

ゲートウェイのデータ転送には、別途 料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

を利用する場合、 にはパブリック アドレスが不要となり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができますが、
その代わりインターネットへの接続のために ゲートウェイが必要となります。 をパブリックサブネットに設置する場合は、 ゲートウェイは不要です。

・
・
・
・
・
・
・

の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。
のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、

　　実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

スナップショット ×

この構成での
選択サービス

証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

この構成での
選択サービス

サーバー
AMI

S

目的・用途 恒常的にトラフィック増が見込まれる動的な サイトを クラウドを使うことで高度な運用を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

動的 サイト

動的な サイトを を使って高可用でスケール可能な形で構築する例です。
会員制サイトや サイト等の動的な サイトでは、障害対策や快適なレスポシビリティを実現するために、スケール可能で高い可
用性を持ったインフラが必要になってきます。
こちらの例でご紹介する構成では、二つのアベイラビリティゾーンにまたがった構成をロードバランサーで連携することにより、単一障
害点を排除し、アクセスの負荷分散ができます。また、障害発生時にはデータベースを自動的にフェイルオーバーすることもできる環
境を実現します。負荷が増大した場合には、インスタンスタイプをより高スペックなものに変更したり、台数を増やしたりすることで対
策することができます。

この構成での料金試算例

AWS Certificate

ゲートウェイ

マルチ

サービス 項目 数量 単価 料金

時間当たりの料金 時間× 日 時間

時間

証明書 課金はありません

×

バックアップストレージ

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

× 時間× 日 時間

クラウド

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

AWS Certificate
インスタンス

メモリ

汎用 ボリューム

時間× 日 時間インスタンス
メモリ

データベースストレージ
汎用 ストレージ

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

負荷状況に応じてスケールする動的 サイト

データベース
Amazon RDS

データベースキャッシュ
Amazon ElastiCache

ゲートウェイ
NAT Gateway

ゲートウェイ
NAT Gateway

× 時間
× 日

ロードバランサーキャパ
シティーユニット
時間当たりの料金

サーバー
Amazon EC2

サーバー
Amazon EBS

サーバー
Amazon EC2

サーバー
Amazon EBS

この構成での料金試算例

マルチ

AWS Certificate Manager

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送アウト

リクエスト 件 万件

証明書 課金はありません

時間当たりの料金 時間× 日 時間

ロードバランサーキャパシティーユニット 時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

インスタンス メモリ × 時間× 日 時間

汎用 ボリューム ×

のスナップショット

インスタンス メモリ 時間× 日 時間

データベースストレージ汎用 ストレージ

インスタンス メモリ × 時間× 日 時間

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間ゲートウェイ

バックアップストレージ

詳細モニタリング × メトリクス メトリクス 月

グループメトリクス × メトリクス メトリクス 月

アラーム 標準分解能 アラームメトリクス

・
・
・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
のデータ転送には、別途 オンデマンド

料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
ゲートウェイのデータ転送には、別途 料金ページで説明されているデータ転送料金

が発生します。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では
を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

を利用する場合、 にはパブリック アドレスが不要と
なり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができます
が、その代わりインターネットへの接続のために ゲートウェイが必要となります。

をパブリックサブネットに設置する場合は、 ゲートウェイは不要です。
の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳

細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。

オートスケーリンググループによって、平均して 台のインスタンスが稼働したものと
仮定しています。

のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明さ
れているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使
用状況や保持する世代数により異なります。
マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含
まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージ
に対する追加料金は発生しません。

詳細モニタリングのメトリクスは、別途 料金ページで例示
されている つのメトリックを想定しています。

グループメトリクスは、別途 ユーザーガイド
で説明されている つのメトリックを想定しています。

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。
毎日 点の新規商品が入荷される サイトを運用されているシチュエーションとします。下記の想定で試算を行っております。
○商品ごとに 枚のオリジナル画像があり、それをサムネイル化したいという要求を想定。
○半年分の画像を に保持し、それより過去の画像データは削除する運用と仮定。
○各商品のオリジナル画像データは 、変換後のサムネイル画像データは で試算し、サムネイルを作成する処理は、 設定の で 枚あたり 秒で完了すると仮定。
○画像変換、および、画像保管のみをスコープとしており、 サイトを運営するサーバーや、そのサーバーからの画像取得リクエストについては試算外としています。

には毎月無料枠があります。本試算ではこの枠を超えなかったため の利用料金は としています。

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク
Amazon CloudFront

SSL/TLS 証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージ
Amazon S3

この構成での
選択サービス

画像処理の実行
AWS Lambda

元画像の格納、および、サムネイル画像の格納

料金

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな Web サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 1,283 ドル (月額 )

負荷状況に応じてスケールする動的 Web サイト

・
・

リクエスト回数
○無料枠 か月ごとに 万件リクエスト。
○今回のお見積り例の場合、 日ごとに 枚のサムネイル処理をするので、 回 件 日 月 件のリクエストとなり、無料枠の中に収まっています。
コンピューティング時間。
○無料枠 万 秒のコンピューティング時間。
○今回のお見積り例の場合、 のメモリを設定し、 秒で処理が終わると仮定しているため、 秒 回 日 日 月 秒のコンピューティング時間となり、
　無料枠の中に収まっています。

・

・

を使ってサーバレスで画像格納とサムネイル作成処理を構築する例です。
こちらの例では、シンプルなデータ加工を行う際にご検討いただけるイベント駆動型アーキテクチャを紹介します。ここでは新しい画
像ファイルを受け付けたときに、そのサムネイル画像を作成する処理を例として挙げています。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。

を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、 はサービス自体
にビルトインでスケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベース
になるため、処理量が少ないときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

目的・用途 画像データの格納処理を行う際、サーバレスの機能を使うことで自動でサムネイル作成処理を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

を用いたイベント駆動処理

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

リクエスト回数 万件

実行時間

ストレージ容量

のメモリ量を設定 秒
回 日 日 月

秒 秒

画像ファイル

クラウド

サムネイル作成処理

オリジナル画像用
バケット

サムネイル画像用
バケット

画像処理の実行

リクエスト

リクエスト

ストレージ容量

リクエスト

オリジナル画像

サムネイル画像

枚 日 × 日 ヶ月
× 枚 × 換算

回あたり

回 日 日 月
回

回 日 日 月
回

回 日 日 月
回 回あたり

枚 日 × 日 半年
× 枚 × 換算

回 日 日 月
回

Auto Scaling Group を用いた動的な Web サイトを構築する例です。
ビジネスが拡大する中で各種メディアやソーシャルネットワーク等によってサイトが紹介されることがあると、アクセス数が急増するといった現
象が聞かれます。このような事が起きると、お客様からサイトのレスポンスに対する不満が発生することが想定されます。予測可能なアクセス数
の増加に対しては事前のスケールアップやスケールアウトで対策が可能ですが、予測不能なアクセス数の増加に対しては別の対策が必要になっ
てきます。
こちらの例でご紹介する構成では、Amazon EC2 を Auto Scaling Group を用いて動的にスケーリングします。スケールの変更を行うには、特
定の Amazon CloudWatch メトリクスを監視し、定義したポリシーに従って関連付けられた Amazon CloudWatch アラームをトリガーし、
Amazon EC2 を増減させます。従来 Amazon EC2 が保持していた静的なコンテンツは、Amazon S3 に配置することで Amazon EC2 の負荷を
低減させます。同時にコンテンツ配信ネットワークである Amazon CloudFront を利用することで、パスによって Elastic Load Balancing と 

Amazon S3 の複数のオリジンからコンテンツを配信することができます。データベースについては、キャッシュとして Amazon ElastiCache を
利用することで、Amazon EC2 の増加に伴うデータベースへのリクエスト増加への対策を行います。

AWS クラウド

Amazon S3

Amazon CloudWatch

アベイラビリティゾーン A アベイラビリティゾーン B

リージョン

Public subnet

NAT gateway NAT gateway

Amazon
CloudFront

AWS Certificate
Manager

Elastic Load
Balancing

Amazon EC2 Amazon EC2

Amazon RDS
(Primary)

Amazon 
ElastiCache
(Primary)

Amazon RDS
(Standby)

Amazon 
ElastiCache

(Replica)

Private subnet

Auto Scaling 
group

(1)メトリクス監視

Alarm

AMI

(3)スケーリングの実施

(２)アラーム起動

データベース
Amazon RDS

回あたり
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月額合計料金：1,283.48(USD)
※ 2020 年 5 月 13 日時点での試算です

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
のデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

ゲートウェイのデータ転送には、別途 料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

を利用する場合、 にはパブリック アドレスが不要となり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができますが、
その代わりインターネットへの接続のために ゲートウェイが必要となります。 をパブリックサブネットに設置する場合は、 ゲートウェイは不要です。

・
・
・
・
・
・
・

の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。
のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、

　　実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

スナップショット ×

この構成での
選択サービス

証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

この構成での
選択サービス

Web サーバー
AMI

目的・用途 恒常的にトラフィック増が見込まれる動的な サイトを クラウドを使うことで高度な運用を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

動的 サイト

動的な サイトを を使って高可用でスケール可能な形で構築する例です。
会員制サイトや サイト等の動的な サイトでは、障害対策や快適なレスポシビリティを実現するために、スケール可能で高い可
用性を持ったインフラが必要になってきます。
こちらの例でご紹介する構成では、二つのアベイラビリティゾーンにまたがった構成をロードバランサーで連携することにより、単一障
害点を排除し、アクセスの負荷分散ができます。また、障害発生時にはデータベースを自動的にフェイルオーバーすることもできる環
境を実現します。負荷が増大した場合には、インスタンスタイプをより高スペックなものに変更したり、台数を増やしたりすることで対
策することができます。

この構成での料金試算例

AWS Certificate

ゲートウェイ

マルチ

サービス 項目 数量 単価 料金

時間当たりの料金 時間× 日 時間

時間

証明書 課金はありません

×

バックアップストレージ

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

× 時間× 日 時間

クラウド

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

AWS Certificate
インスタンス

メモリ

汎用 ボリューム

時間× 日 時間インスタンス
メモリ

データベースストレージ
汎用 ストレージ

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな Web サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 1,283 ドル (月額 )

負荷状況に応じてスケールする動的 Web サイト

データベース
Amazon RDS

データベースキャッシュ
Amazon ElastiCache

NAT ゲートウェイ
NAT Gateway

ゲートウェイ
NAT Gateway

× 時間
× 日

ロードバランサーキャパ
シティーユニット
時間当たりの料金

Web サーバー
Amazon EC2

Web サーバー
Amazon EBS

サーバー
Amazon EC2

サーバー
Amazon EBS

この構成での料金試算例

Amazon CloudFront

Amazon RDS for MySQL (マルチ AZ)

CloudWatch

Elastic Load Balancer

AWS Certificate Manager

Amazon EC2
Amazon EBS  (*2)

AMI

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

データ転送アウト 1 TB 0.114 USD /GB 116.74

HTTPS リクエスト 10,000,000 件 0.0120 USD/1 万件 12.00

SSL/TLS 証明書 1 課金はありません -

時間当たりの料金 24 時間 × 30 日 0.0243 USD/時間 17.50

ロードバランサーキャパシティーユニット (LCU) 時間当たりの料金 0.5 LCU × 24 時間 × 30 日 (*1) 0.008 USD/時間 2.88

Linux インスタンス m5.large 2 vCPU/8 GB メモリ 3 × 24 時間 × 30 日  (*3) 0.124 USD/時間 267.84

汎用SSD (gp2) ボリューム 100 GB 3 × 100 GB  (*3) 0.12 USD/GB 36.00

AMI (Amazon EBS のスナップショット) 100GB  (* 4) 0.05 USD/GB 5.00

インスタンス cashe.r5.large 2 vCPU/16GB メモリ 24 時間 × 30 日  (*5) 0.57 USD/時間  (*5) 410.40

データベースストレージ 汎用 (SSD) ストレージ  100 GB  (*5) 0.276 USD/GB (*5) 27.60

Amazon ElastiCache インスタンス cashe.r5.large 2 vCPU/6.38GB メモリ 2 × 24 時間 × 30 日 0.201 USD/時間 289.44

時間当たりの料金 2 × 24 時間 × 30 日 0.062 USD /時間 89.28NAT ゲートウェイ

バックアップストレージ 100 GB - (*6) -

Amazon EC2 詳細モニタリング 3 (*3) × 7 メトリクス (*7) 0.3 USD/メトリクス/月 6.30

Auto Scaling グループメトリクス 1 × 8 メトリクス (*8) 0.3 USD/メトリクス/月 2.40

アラーム(標準分解能) 1 0.1 USD/アラームメトリクス 0.10

・
・
・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
Elastic Load Balancing/Amazon EC2 のデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド
料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
NAT ゲートウェイのデータ転送には、別途 VPC 料金ページで説明されているデータ転送料金
が発生します。
Elastic Load Balancing には 3 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では 
Application Load Balancer を利用します。
Amazon EC2 のバックアップには Amazon EBS のスナップショット機能を利用します。
Amazon RDS のバックアップには  Amazon RDS のスナップショット機能を利用します。
Elastic Load Balancing を利用する場合、Amazon EC2 にはパブリック IP アドレスが不要と
なり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができます
が、その代わりインターネットへの接続のために NAT ゲートウェイが必要となります。Amazon 
EC2 をパブリックサブネットに設置する場合は、NAT ゲートウェイは不要です。
(*1) LCU の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳

細は Elastic Load Balancing の料金ページの”LCU の詳細”をご覧ください。
(*2) Amazon EC2 ではストレージとして Amazon EBS を組み合わせて利用します。
(*3) オートスケーリンググループによって、平均して 3 台のインスタンスが稼働したものと

仮定しています。
(*4) Amazon EBS のスナップショットのサイズは、別途 Amazon EBS 料金ページで説明さ

れているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使
用状況や保持する世代数により異なります。

(*5) マルチ AZ 構成のため、１つに Primary と Standby の両方のインスタンスの料金が含
まれています。

(*6) リージョンの総データベースストレージの 100% に達するまで、バックアップストレージ
に対する追加料金は発生しません。

(*7) Amazon EC2 詳細モニタリングのメトリクスは、別途 CloudWatch 料金ページで例示
されている 7 つのメトリックを想定しています。

(*8) Auto Scaling グループメトリクスは、別途 Amazon EC2 Auto Scalingユーザーガイド
で説明されている 8 つのメトリックを想定しています。

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンでのご利用を想定しています。
毎日 点の新規商品が入荷される サイトを運用されているシチュエーションとします。下記の想定で試算を行っております。
○商品ごとに 枚のオリジナル画像があり、それをサムネイル化したいという要求を想定。
○半年分の画像を に保持し、それより過去の画像データは削除する運用と仮定。
○各商品のオリジナル画像データは 、変換後のサムネイル画像データは で試算し、サムネイルを作成する処理は、 設定の で 枚あたり 秒で完了すると仮定。
○画像変換、および、画像保管のみをスコープとしており、 サイトを運営するサーバーや、そのサーバーからの画像取得リクエストについては試算外としています。

には毎月無料枠があります。本試算ではこの枠を超えなかったため の利用料金は としています。

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク 証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージこの構成での
選択サービス

画像処理の実行
AWS Lambda

元画像の格納、および、サムネイル画像の格納

料金

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

負荷状況に応じてスケールする動的 サイト

・
・

リクエスト回数
○無料枠 か月ごとに 万件リクエスト。
○今回のお見積り例の場合、 日ごとに 枚のサムネイル処理をするので、 回 件 日 月 件のリクエストとなり、無料枠の中に収まっています。
コンピューティング時間。
○無料枠 万 秒のコンピューティング時間。
○今回のお見積り例の場合、 のメモリを設定し、 秒で処理が終わると仮定しているため、 秒 回 日 日 月 秒のコンピューティング時間となり、
　無料枠の中に収まっています。

・

・

を使ってサーバレスで画像格納とサムネイル作成処理を構築する例です。
こちらの例では、シンプルなデータ加工を行う際にご検討いただけるイベント駆動型アーキテクチャを紹介します。ここでは新しい画
像ファイルを受け付けたときに、そのサムネイル画像を作成する処理を例として挙げています。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。

を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、 はサービス自体
にビルトインでスケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベース
になるため、処理量が少ないときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

目的・用途 画像データの格納処理を行う際、サーバレスの機能を使うことで自動でサムネイル作成処理を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

を用いたイベント駆動処理

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

リクエスト回数 万件

実行時間

ストレージ容量

のメモリ量を設定 秒
回 日 日 月

秒 秒

画像ファイル

クラウド

サムネイル作成処理

オリジナル画像用
バケット

サムネイル画像用
バケット

画像処理の実行

リクエスト

リクエスト

ストレージ容量

リクエスト

オリジナル画像

サムネイル画像

枚 日 × 日 ヶ月
× 枚 × 換算

回あたり

回 日 日 月
回

回 日 日 月
回

回 日 日 月
回 回あたり

枚 日 × 日 半年
× 枚 × 換算

回 日 日 月
回

を用いた動的な サイトを構築する例です。
ビジネスが拡大する中で各種メディアやソーシャルネットワーク等によってサイトが紹介されることがあると、アクセス数が急増するといった現
象が聞かれます。このような事が起きると、お客様からサイトのレスポンスに対する不満が発生することが想定されます。予測可能なアクセス数
の増加に対しては事前のスケールアップやスケールアウトで対策が可能ですが、予測不能なアクセス数の増加に対しては別の対策が必要になっ
てきます。
こちらの例でご紹介する構成では、 を を用いて動的にスケーリングします。スケールの変更を行うには、特
定の メトリクスを監視し、定義したポリシーに従って関連付けられた アラームをトリガーし、

を増減させます。従来 が保持していた静的なコンテンツは、 に配置することで の負荷を
低減させます。同時にコンテンツ配信ネットワークである を利用することで、パスによって と

の複数のオリジンからコンテンツを配信することができます。データベースについては、キャッシュとして を
利用することで、 の増加に伴うデータベースへのリクエスト増加への対策を行います。

クラウド

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

AWS Certificate

メトリクス監視

スケーリングの実施

２アラーム起動

データベース

回あたり
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この構成での
選択サービス

S

目的・用途 サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

会員制 サイト構築
目的・用途 サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい

この構成での料金試算例 ドル 月額

会員制 サイト構築

サーバーを意識しなくてよい“サーバーレス・コンピューティング”に注目が集まっています。サーバーや実行環境の運用 保守中心の作業から
脱却し、機能開発 サービス提供に注力したいと考える企業が増えていることがその要因のひとつです。
こちらの例では、 のサーバーレスサービスを組み合わせて サイトを構築するアーキテクチャを紹介します。サーバーレス の
部分についてはモバイルバックエンドとして利用することも可能です。その他のサーバーレスアーキテクチャの代表的なシーン ユースケース
についてはサーバーレスパターンのページをご覧ください。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。

を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、 はサービス自体にビルトインでス
ケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベースになるため、処理量が少ない
ときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

はサーバーのプロビジョニング 管理なしで を作成できるフルマネージドサービスで、 と同様ビルト
インでスケールする機能がある点が特徴です。 はフルマネージド型の データベースサービスで、性能要件に応じ
てテーブルごとにスループットキャパシティを定義できるのが特徴です。リクエスト量に応じてキャパシティがスケールするオンデマンドキャパシ
ティという設定もでき、この構成ではこの設定を用います。そして、 でアプリケーションをデプロイおよびホストし、認証部
分には を用いる構成です。

コンテンツのホスティング の作成・管理 リクエスト時のバックエンド処理 データ格納 認証・認可

ユーザー

認証・認可

リクエスト

クラウド

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

サービス 項目 数量 単価 料金

ビルド デプロイ 回 月 分 回 ビルド 月 回

ストレージ 月

ユーザープール ※

リクエスト回数 回 日 日 月 回 万リクエスト

リクエスト回数 万件

実行時間 秒

読み出し要求 回 日 日 月 回 万回あたり

データストレージ ※ 月

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
ヶ月を 日として計算しています。
会員制 サイトを運用されるシチュエーションとします。 サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○月間アクティブユーザーは 万人
○ 日 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを とします。

○ ウェブアプリケーションのサイズは 、デプロイの頻度は月 回として試算してい
ます。

○サインアップや 認証時に電話番号検証 メッセージを送付 する機能は利用しない
前提です。

○ のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ は あり、リクエスト数はそれぞれ リクエスト 日とします。
○各 に つ を用意し、全て のメモリ設定で 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○データベースには を用い、下記の前提で試算を行いました。
　・常に のデータを保持する
　・各 が実行されるたびに に 度の読み出しと 度
の書き込みを行う

　　・読み込みリクエスト 強力な整合性のある読み込みを利用し、 以内のデータを読み
　込む

　　・書き込みリクエスト 以内のデータを書き込む
　・オンデマンドキャパシティモードで利用
　　・補足情報 オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定義し
て利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりません。
無料枠について
○ については 月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を としています ※
○ には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を行
い、料金として表記しています。※
　・リクエスト回数 か月ごとに 万件リクエストが無料
　・コンピューティング時間 万 秒のコンピューティング時間が無料
○ には 月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています ※

この構成での料金試算例

リクエスト 日
日 月 月ホスティング

回 日 日 月
回 月※ 回

のメモリ量を設定 秒 回 日
日 月 回 月※

秒

書き込み要求 回 日 日 月 回 万回あたり

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

月額合計料金 : 760.22(USD)
※ 2020 年 5 月 13 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
Elastic Load Balancing/Amazon EC2 のデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
NAT ゲートウェイのデータ転送には、別途 VPC 料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
Elastic Load Balancing には 3 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では Application Load Balancer を利用します。
Amazon EC2 のバックアップには Amazon EBS のスナップショット機能を利用します。
Amazon RDS のバックアップには Amazon RDS のスナップショット機能を利用します。
Elastic Load Balancing を利用する場合、Amazon EC2 にはパブリック IP アドレスが不要となり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができますが、
その代わりインターネットへの接続のために NAT ゲートウェイが必要となります。Amazon EC2 をパブリックサブネットに設置する場合は、NAT ゲートウェイは不要です。

・
・
・
・
・
・
・

(*1) LCU の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は Elastic Load Balancing の料金ページの”LCUの詳細”をご覧ください。
(*2) Amazon EC2 ではストレージとして Amazon EBS を組み合わせて利用します。
(*3) Amazon EBS のスナップショットのサイズは、別途 Amazon EBS 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、
　　実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

スナップショット 2 × 100 GB (*3) 0.05 USD/GB 10.00

この構成での
選択サービス

SSL/TLS 証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

この構成での
選択サービス

サーバー
AMI

目的・用途 恒常的にトラフィック増が見込まれる動的な Web サイトを AWS クラウドを使うことで高度な運用を実現したい
この構成での料金試算例 760 ドル (月額 )  

動的 Web サイト

動的な Web サイトを AWS を使って高可用でスケール可能な形で構築する例です。
会員制サイトや EC サイト等の動的な Web サイトでは、障害対策や快適なレスポシビリティを実現するために、スケール可能で高い可
用性を持ったインフラが必要になってきます。
こちらの例でご紹介する構成では、二つのアベイラビリティゾーンにまたがった構成をロードバランサーで連携することにより、単一障
害点を排除し、アクセスの負荷分散ができます。また、障害発生時にはデータベースを自動的にフェイルオーバーすることもできる環
境を実現します。負荷が増大した場合には、インスタンスタイプをより高スペックなものに変更したり、台数を増やしたりすることで対
策することができます。

この構成での料金試算例

Elastic Load Balancer

AWS Certificate
Manager

NAT ゲートウェイ

Amazon EC2
Amazon EBS  (*2)

Amazon RDS 
for MySQL (マルチ AZ)

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

時間当たりの料金 24 時間 × 30 日 0.0243 USD/時間 17.50

  0.008 USD/時間 2.88

SSL/TLS 証明書 1 課金はありません -

 2 × 100 GB 0.12 USD/GB 24.00

バックアップストレージ 100 GB -  (*5) -

時間当たりの料金 2 × 24 時間 × 30 日 0.062 USD/時間 89.28

 2 × 24 時間 × 30 日 0.124 USD/時間 178.56
 

AWS クラウド

アベイラビリティゾーン A アベイラビリティゾーン B

リージョン

Public subnet

NAT gateway NAT gatewayElastic Load
Balancing

Amazon EC2 Amazon EC2

Amazon RDS
(Primary)

Amazon RDS
(Standby)

AWS Certificate
Manager

Private subnet

Linux
インスタンス m5.large
2 vCPU/8 GB メモリ

汎用SSD (gp2) ボリューム
100 GB

 24 時間 × 30 日  (*4) 0.57 USD/時間 (*4) 410.40
インスタンス db.r5.large
2 vCPU/16GB メモリ

 100 GB (*4) 0.276 USD/GB  (*4) 27.60
データベースストレージ
汎用 (SSD) ストレージ

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

負荷状況に応じてスケールする動的 サイト

データベース
Amazon RDS

データベースキャッシュ
Amazon ElastiCache

ゲートウェイ
NAT Gateway

NAT ゲートウェイ
NAT Gateway

0.5 LCU × 24 時間 
× 30 日  (*1)

ロードバランサーキャパ
シティーユニット (LCU) 
時間当たりの料金

サーバー
Amazon EC2

サーバー
Amazon EBS

Web サーバー
Amazon EC2

Web サーバー
Amazon EBS

この構成での料金試算例

マルチ

AWS Certificate Manager

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送アウト

リクエスト 件 万件

証明書 課金はありません

時間当たりの料金 時間× 日 時間

ロードバランサーキャパシティーユニット 時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

インスタンス メモリ × 時間× 日 時間

汎用 ボリューム ×

のスナップショット

インスタンス メモリ 時間× 日 時間

データベースストレージ汎用 ストレージ

インスタンス メモリ × 時間× 日 時間

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間ゲートウェイ

バックアップストレージ

詳細モニタリング × メトリクス メトリクス 月

グループメトリクス × メトリクス メトリクス 月

アラーム 標準分解能 アラームメトリクス

・
・
・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
のデータ転送には、別途 オンデマンド

料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
ゲートウェイのデータ転送には、別途 料金ページで説明されているデータ転送料金

が発生します。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では
を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

を利用する場合、 にはパブリック アドレスが不要と
なり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができます
が、その代わりインターネットへの接続のために ゲートウェイが必要となります。

をパブリックサブネットに設置する場合は、 ゲートウェイは不要です。
の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳

細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。

オートスケーリンググループによって、平均して 台のインスタンスが稼働したものと
仮定しています。

のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明さ
れているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使
用状況や保持する世代数により異なります。
マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含
まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージ
に対する追加料金は発生しません。

詳細モニタリングのメトリクスは、別途 料金ページで例示
されている つのメトリックを想定しています。

グループメトリクスは、別途 ユーザーガイド
で説明されている つのメトリックを想定しています。
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この構成での
選択サービス

目的・用途 Web サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい
この構成での料金試算例 178 ドル (月額 )

会員制 Web サイト構築
目的・用途 サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい

この構成での料金試算例 ドル 月額

会員制 サイト構築

サーバーを意識しなくてよい “サーバーレス・コンピューティング” に注目が集まっています。サーバーや実行環境の運用/保守中心の作業から
脱却し、機能開発/サービス提供に注力したいと考える企業が増えていることがその要因のひとつです。
こちらの例では、AWS のサーバーレスサービスを組み合わせて Web サイトを構築するアーキテクチャを紹介します。サーバーレス Web API の
部分についてはモバイルバックエンドとして利用することも可能です。(その他のサーバーレスアーキテクチャの代表的なシーン/ユースケース
については サーバーレスパターン のページをご覧ください。)
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。AWS 

Lambda を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、AWS Lambda はサービス自体にビルトインでス
ケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベースになるため、処理量が少ない
ときには利用料金も少なくなるという特徴があります。
Amazon API Gateway はサーバーのプロビジョニング/管理なしで API を作成できるフルマネージドサービスで、AWS Lambda と同様ビルト
インでスケールする機能がある点が特徴です。Amazon DynamoDB はフルマネージド型の NoSQL データベースサービスで、性能要件に応じ
てテーブルごとにスループットキャパシティを定義できるのが特徴です。リクエスト量に応じてキャパシティがスケールするオンデマンドキャパシ
ティという設定もでき、この構成ではこの設定を用います。そして、AWS Amplify Console でアプリケーションをデプロイおよびホストし、認証部
分には Amazon Cognito を用いる構成です。

Web コンテンツのホスティング
AWS Amplify Console

Web API の作成・管理
Amazon API Gateway

Web API リクエスト時のバックエンド処理
AWS Lambda

データ格納
Amazon DynamoDB

認証・認可
Amazon Cognito

AWS Amplify Console

HTML, CSS, JavaScript, etc.

Amazon Cognitoユーザー

認証・認可

Amazon API Gateway AWS Lambda Amazon DynamoDB

APIリクエスト

AWS クラウド

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

サービス 項目 数量 単価 料金

ビルド デプロイ 回 月 分 回 ビルド 月 回

ストレージ 月

ユーザープール ※

リクエスト回数 回 日 日 月 回 万リクエスト

リクエスト回数 万件

実行時間 秒

読み出し要求 回 日 日 月 回 万回あたり

データストレージ ※ 月

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
ヶ月を 日として計算しています。
会員制 サイトを運用されるシチュエーションとします。 サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○月間アクティブユーザーは 万人
○ 日 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを とします。

○ ウェブアプリケーションのサイズは 、デプロイの頻度は月 回として試算してい
ます。

○サインアップや 認証時に電話番号検証 メッセージを送付 する機能は利用しない
前提です。

○ のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ は あり、リクエスト数はそれぞれ リクエスト 日とします。
○各 に つ を用意し、全て のメモリ設定で 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○データベースには を用い、下記の前提で試算を行いました。
　・常に のデータを保持する
　・各 が実行されるたびに に 度の読み出しと 度
の書き込みを行う

　　・読み込みリクエスト 強力な整合性のある読み込みを利用し、 以内のデータを読み
　込む

　　・書き込みリクエスト 以内のデータを書き込む
　・オンデマンドキャパシティモードで利用
　　・補足情報 オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定義し
て利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりません。
無料枠について
○ については 月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を としています ※
○ には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を行
い、料金として表記しています。※
　・リクエスト回数 か月ごとに 万件リクエストが無料
　・コンピューティング時間 万 秒のコンピューティング時間が無料
○ には 月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています ※

この構成での料金試算例

リクエスト 日
日 月 月ホスティング

回 日 日 月
回 月※ 回

のメモリ量を設定 秒 回 日
日 月 回 月※

秒

書き込み要求 回 日 日 月 回 万回あたり

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
のデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。

ゲートウェイのデータ転送には、別途 料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

を利用する場合、 にはパブリック アドレスが不要となり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができますが、
その代わりインターネットへの接続のために ゲートウェイが必要となります。 をパブリックサブネットに設置する場合は、 ゲートウェイは不要です。

・
・
・
・
・
・
・

の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。
のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、

　　実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

スナップショット ×

この構成での
選択サービス

証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

この構成での
選択サービス

サーバー
AMI

目的・用途 恒常的にトラフィック増が見込まれる動的な サイトを クラウドを使うことで高度な運用を実現したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

動的 サイト

動的な サイトを を使って高可用でスケール可能な形で構築する例です。
会員制サイトや サイト等の動的な サイトでは、障害対策や快適なレスポシビリティを実現するために、スケール可能で高い可
用性を持ったインフラが必要になってきます。
こちらの例でご紹介する構成では、二つのアベイラビリティゾーンにまたがった構成をロードバランサーで連携することにより、単一障
害点を排除し、アクセスの負荷分散ができます。また、障害発生時にはデータベースを自動的にフェイルオーバーすることもできる環
境を実現します。負荷が増大した場合には、インスタンスタイプをより高スペックなものに変更したり、台数を増やしたりすることで対
策することができます。

この構成での料金試算例

AWS Certificate

ゲートウェイ

マルチ

サービス 項目 数量 単価 料金

時間当たりの料金 時間× 日 時間

時間

証明書 課金はありません

×

バックアップストレージ

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

× 時間× 日 時間

クラウド

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

AWS Certificate
インスタンス

メモリ

汎用 ボリューム

時間× 日 時間インスタンス
メモリ

データベースストレージ
汎用 ストレージ

目的・用途 トラフィックの変動幅が大きな サイトを予測ベースではなく、動的なスケーリング機能を使って運用したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

負荷状況に応じてスケールする動的 サイト

データベース
Amazon RDS

データベースキャッシュ
Amazon ElastiCache

ゲートウェイ
NAT Gateway

ゲートウェイ
NAT Gateway

× 時間
× 日

ロードバランサーキャパ
シティーユニット
時間当たりの料金

サーバー
Amazon EC2

サーバー
Amazon EBS

サーバー
Amazon EC2

サーバー
Amazon EBS

この構成での料金試算例

マルチ

AWS Certificate Manager

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送アウト

リクエスト 件 万件

証明書 課金はありません

時間当たりの料金 時間× 日 時間

ロードバランサーキャパシティーユニット 時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

インスタンス メモリ × 時間× 日 時間

汎用 ボリューム ×

のスナップショット

インスタンス メモリ 時間× 日 時間

データベースストレージ汎用 ストレージ

インスタンス メモリ × 時間× 日 時間

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間ゲートウェイ

バックアップストレージ

詳細モニタリング × メトリクス メトリクス 月

グループメトリクス × メトリクス メトリクス 月

アラーム 標準分解能 アラームメトリクス

・
・
・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
のデータ転送には、別途 オンデマンド

料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
ゲートウェイのデータ転送には、別途 料金ページで説明されているデータ転送料金

が発生します。
には 種類のロードバランサーが用意されており、この構成では
を利用します。

のバックアップには のスナップショット機能を利用します。
のバックアップには のスナップショット機能を利用します。

を利用する場合、 にはパブリック アドレスが不要と
なり、プライベートサブネットに設置することで外部からの防御レイヤを増やすことができます
が、その代わりインターネットへの接続のために ゲートウェイが必要となります。

をパブリックサブネットに設置する場合は、 ゲートウェイは不要です。
の決定には複数の指標があり使用量が最も多いもののみに請求が発生します。詳

細は の料金ページの” の詳細”をご覧ください。
ではストレージとして を組み合わせて利用します。

オートスケーリンググループによって、平均して 台のインスタンスが稼働したものと
仮定しています。

のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明さ
れているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使
用状況や保持する世代数により異なります。
マルチ 構成のため、１つに と の両方のインスタンスの料金が含
まれています。
リージョンの総データベースストレージの に達するまで、バックアップストレージ
に対する追加料金は発生しません。

詳細モニタリングのメトリクスは、別途 料金ページで例示
されている つのメトリックを想定しています。

グループメトリクスは、別途 ユーザーガイド
で説明されている つのメトリックを想定しています。
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この構成での
選択サービス

目的・用途 サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

会員制 サイト構築
目的・用途 Web サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい

この構成での料金試算例 178 ドル (月額 )

会員制 Web サイト構築

サーバーを意識しなくてよい“サーバーレス・コンピューティング”に注目が集まっています。サーバーや実行環境の運用 保守中心の作業から
脱却し、機能開発 サービス提供に注力したいと考える企業が増えていることがその要因のひとつです。
こちらの例では、 のサーバーレスサービスを組み合わせて サイトを構築するアーキテクチャを紹介します。サーバーレス の
部分についてはモバイルバックエンドとして利用することも可能です。その他のサーバーレスアーキテクチャの代表的なシーン ユースケース
についてはサーバーレスパターンのページをご覧ください。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。

を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、 はサービス自体にビルトインでス
ケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベースになるため、処理量が少ない
ときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

はサーバーのプロビジョニング 管理なしで を作成できるフルマネージドサービスで、 と同様ビルト
インでスケールする機能がある点が特徴です。 はフルマネージド型の データベースサービスで、性能要件に応じ
てテーブルごとにスループットキャパシティを定義できるのが特徴です。リクエスト量に応じてキャパシティがスケールするオンデマンドキャパシ
ティという設定もでき、この構成ではこの設定を用います。そして、 でアプリケーションをデプロイおよびホストし、認証部
分には を用いる構成です。

コンテンツのホスティング の作成・管理 リクエスト時のバックエンド処理 データ格納 認証・認可

ユーザー

認証・認可

リクエスト

クラウド

月額合計料金：178.67(USD)
※ 2020 年 6 月 8 日時点での試算です

AWS Amplify

AWS Lambda

Amazon Cognito

Amazon API Gateway

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

ビルド&デプロイ 4 (回/月) * 3 (分/回) = 12 ビルド/月 0.01 USD/回 0.12

ストレージ 100(MB)/1024 (GB/MB) * 4 = 0.19 GB/月 0.023 USD/GB 0.01

Cognito ユーザープール 10,000 MAU (※1) 0.0055USD/1MAU 0.00

リクエスト回数 10,000(回/日) * 10(APIs) * 30.5(日/月) = 3,050,000 回 4.25USD/100 万リクエスト 12.97

リクエスト回数  0.20 USD/100 万件 0.41

実行時間  0.0000166667 USD/GB-秒 18.76

Amazon DynamoDB 読み出し要求 10,000(回/日) * 10(Functions) * 30.5(日/月) = 3,050,000 回 0.285 USD (100 万回あたり) 0.87

データストレージ 50(GB) - 25(GB(※3)) = 25 GB 0.285 USD/GB-月 7.13

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
1 ヶ月を 30.5 日として計算しています。
会員制 Web サイトを運用されるシチュエーションとします。Web サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○ 月間アクティブユーザーは 1 万人
○ 1日 30,000 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを AWS Amplify でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを 1MB とします。

○ ウェブアプリケーションのサイズは 100MB、デプロイの頻度は月 4 回として試算してい
ます。

○ サインアップや MFA 認証時に電話番号検証(SMS メッセージを送付)する機能は利用しない
前提です。

○ Amazon API Gateway のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ Web API は 10 あり、リクエスト数はそれぞれ 10,000 リクエスト/日とします。
○ 各 API に 1 つ Lambda Function を用意し、全て 512MB のメモリ設定で 1 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○ データベースには Amazon DynamoDB を用い、下記の前提で試算を行いました。
　・ 常に 50GB のデータを保持する
　・ 各 AWS Lambda Function が実行されるたびに DynamoDB に 1 度の読み出しと 1 度
の書き込みを行う

　　・ 読み込みリクエスト: 強力な整合性のある読み込みを利用し、4KB 以内のデータを読み
　込む

　　・ 書き込みリクエスト: 1KB 以内のデータを書き込む
　・ オンデマンドキャパシティモードで利用
　　・[補足情報] オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定義し
て利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりません。
無料枠について
○ Amazon Cognito については 50,000 MAU/月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を 0.00 USD としています(※1)
○ AWS Lambda には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を行
い、料金として表記しています。(※2)
　・ リクエスト回数: 1 か月ごとに 100 万件リクエストが無料
　・ コンピューティング時間: 40 万 GB-秒のコンピューティング時間が無料
○ Amazon DynamoDB には 25GB/月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています(※3)

この構成での料金試算例

30,000(リクエスト/日) * 1(MB)/1024 (GB/MB) *
30.5(日/月) = 893.55 GB/月ホスティング  0.15 USD/GB 134.04

10,000(回/日) * 10(Functions) * 30.5(日/月) 
- 1,000,000(回/月(※2)) = 2,050,000 回 

0.5(GB のメモリ量を設定) * 1.0(秒) * 10,000(回/日) *
 10 (Functions) * 30.5(日/月)  - 400,000(回/月(※2))
= 1,125,000 GB-秒

書き込み要求 10,000(回/日) * 10(Functions) * 30.5(日/月) = 3,050,000 回 1.4269 USD (100 万回あたり) 4.36

22



月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

Amazon
CloudWatch

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

この構成での料金試算例

AWS Certificate Manager

サービス 項目 数量 単価 料金

ストレージ利用料

コンピューティングリソース × 時間 時間 × 日×

コンピューティングリソースメモリ × 時間 時間 × 日×

ログの取り込み × 日

ログの保存 × 日

メトリクス メトリクス メトリクス

取り込み × メトリクス× 時間× 日

保存 × メトリクス× 時間× 日

データ転送アウト

リクエスト 件 万件

時間当たりの料金
時間× 日 時間

× 時間× 日 時間

Amazon RDS for MySQL (マルチ

インスタンス 時間× 日 時間

データベースストレージ

ゲートウェイ

バックアップストレージ

インスタンス × 時間× 日 時間

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

証明書 課金はありません

目的・用途 負荷の変動幅が大きな動的 Web サイトを検討・運営されており、コンテナを利用した AWS 上での構成例について知りたい
この構成での料金試算例 1,231 ドル (月額 )

コンテナを利用した Web サービス
目的・用途 負荷の変動幅が大きな動的 サイトを検討・運営されており、コンテナを利用した 上での構成例について知りたい

この構成での料金試算例 ドル 月額

コンテナを利用した サービス

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、完全マネージド型のコンテナオーケストレーションサービスです。
Amazon ECS は、Amazon Route 53、Secrets Manager、AWS Identity and Access Management (IAM)、Amazon CloudWatch などの他の AWS サービスと統合されてお
り、AWS ネイティブな体験をお客様に提供します。また、コンテナ実行コンピューティングエンジンである AWS Fargate を利用することで、コンテナをホストする仮想マシンのプ
ロビジョニング、スケーリングや管理が不要となり、お客様はアプリケーションの開発および運用に集中することができます。

AWS クラウド

Amazon S3

Amazon Elastic
Container Registry

アベイラビリティゾーン A アベイラビリティゾーン B

リージョン

Public subnet

NAT gateway NAT gateway

Amazon
CloudFront

AWS Certificate
Manager

Elastic Load
Balancing

AWS Fargate

Amazon RDS
(Primary)

Amazon ElastiCache
(Primary)

Amazon RDS
(Standby)

Amazon ElastiCache
(Replica)

Private subnet

AWS Fargate

タスク タスク

Nginix 
コンテナ

PHP-FPM
コンテナ

アプリケーションを構築する
1 つ以上のコンテナ群を定義

サービス
Amazon ECS
クラスター

Amazon Application
Auto Scaling

Amazon CloudWatch
Logs

Amazon CloudWatch
Container Insights

アプリケーションログ

コンテナ/タスク/サービス/
クラスター メトリクス

Nginx PHP-FPM
Docker コンテナイメージ

Web３層(Web/App/DB)の Web アプリケーションを AWS 上でホスティング
Web サーバは Nginx コンテナ、アプリケーションサーバは PHP-FPM コンテナとして、
それぞれコンポーネントごとにコンテナ化
Docker コンテナイメージの保存先として、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)を利用
コンテナオーケストレーションサービスとして Amazon ECS を選択、
コンピューティングリソースとして AWS Fargate を選択
常時最低 2 タスク起動、かつ、アクセス負荷に応じてタスク数を増減させるように Auto Scaling を設定した 

サービスを作成
各コンテナの各種ログは標準出力/標準エラー出力に出力することで、
Amazon CloudWatch Logs に保存。アプリケーションログを確認する場合は、
Amazon CloudWatch Logs にアクセス
コンテナ、タスクやサービス等のメトリクスは Amazon CloudWatch Container Insights を利用し、
収集と可視化を行う

・
・

・
・

・

・

・

タスクを維持・戦略に基づき
スケジュールする設定定義

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
ヶ月を 日として計算しています。
会員制 サイトを運用されるシチュエーションとします。 サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○月間アクティブユーザーは 万人
○ 日 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを AWS Amplify でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを 1MB とします。ウェブアプリケーションのサイズは 100MB、デプロ
イの頻度は月 回として試算しています。

○サインアップや MFA 認証時に電話番号検証(SMS メッセージを送付 する機能は利用しない
前提です。

○ Amazon API Gateway のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ は あり、リクエスト数はそれぞれ リクエスト 日とします。
○各 に つ を用意し、全て 512MB のメモリ設定で 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○データベースには Amazon DynamoDB を用い、下記の前提で試算を行いました。
　・常に のデータを保持する
　 ・各 が実行されるたびに DynamoDB に 度の読み出しと 度

の書き込みを行う
　 　・読み込みリクエスト：強力な整合性のある読み込みを利用し、 以内のデータを読

み込む
　 　・書き込みリクエスト： 以内のデータを書き込む
　・オンデマンドキャパシティモードで利用
　 　・ 補足情報 オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定

義して利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりま
せん。

無料枠について
○ については 50,000 MAU / 月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を としています ※

○ には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を
行い、料金として表記しています。※

　・リクエスト回数： か月ごとに 万件リクエストが無料
　・コンピューティング時間： 万 秒のコンピューティング時間が無料
○ Amazon DynamoDB には 月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています ※

キャッシュストレージ ゲートウェイ

証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージ

データベース

Docker コンテナレジストリ
Amazon ECR

Amazon ECS 上のコンテナ、タスク、サービス等のメトリクスの収集と可視化
Amazon CloudWatch Container Insights

コンテナオーケストレーションサービス
Amazon ECS

コンテナ実行コンピューティングエンジン
Amazon Fargate

コンテンツ配信ネットワーク
Amazon CloudFront

ログの保存とアクセス
Amazon CloudWatch Logs

この構成での
選択サービス

目的・用途 サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

会員制 サイト構築
目的・用途 サイトをサーバーレスアーキテクチャで構築し、常に利用できる状態しておきたい

この構成での料金試算例 ドル 月額

会員制 サイト構築

サーバーを意識しなくてよい“サーバーレス・コンピューティング”に注目が集まっています。サーバーや実行環境の運用 保守中心の作業から
脱却し、機能開発 サービス提供に注力したいと考える企業が増えていることがその要因のひとつです。
こちらの例では、 のサーバーレスサービスを組み合わせて サイトを構築するアーキテクチャを紹介します。サーバーレス の
部分についてはモバイルバックエンドとして利用することも可能です。その他のサーバーレスアーキテクチャの代表的なシーン ユースケース
についてはサーバーレスパターンのページをご覧ください。
従来のサーバーを用いるアーキテクチャでプログラムを実行するには、サーバーを用意やランタイムのセットアップが必要でした。

を用いることで、プログラムを用意するだけで、それを実行することができます。また、 はサービス自体にビルトインでス
ケールする機能があり、リクエスト量が増えたときでも自動的にスケールされます。さらに、料金はリクエストベースになるため、処理量が少ない
ときには利用料金も少なくなるという特徴があります。

はサーバーのプロビジョニング 管理なしで を作成できるフルマネージドサービスで、 と同様ビルト
インでスケールする機能がある点が特徴です。 はフルマネージド型の データベースサービスで、性能要件に応じ
てテーブルごとにスループットキャパシティを定義できるのが特徴です。リクエスト量に応じてキャパシティがスケールするオンデマンドキャパシ
ティという設定もでき、この構成ではこの設定を用います。そして、 でアプリケーションをデプロイおよびホストし、認証部
分には を用いる構成です。

コンテンツのホスティング の作成・管理 リクエスト時のバックエンド処理 データ格納 認証・認可

ユーザー

認証・認可

リクエスト

クラウド

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

サービス 項目 数量 単価 料金

ビルド デプロイ 回 月 分 回 ビルド 月 回

ストレージ 月

ユーザープール ※

リクエスト回数 回 日 日 月 回 万リクエスト

リクエスト回数 万件

実行時間 秒

読み出し要求 回 日 日 月 回 万回あたり

データストレージ ※ 月

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
ヶ月を 日として計算しています。
会員制 サイトを運用されるシチュエーションとします。 サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○月間アクティブユーザーは 万人
○ 日 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを とします。

○ ウェブアプリケーションのサイズは 、デプロイの頻度は月 回として試算してい
ます。

○サインアップや 認証時に電話番号検証 メッセージを送付 する機能は利用しない
前提です。

○ のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ は あり、リクエスト数はそれぞれ リクエスト 日とします。
○各 に つ を用意し、全て のメモリ設定で 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○データベースには を用い、下記の前提で試算を行いました。
　・常に のデータを保持する
　・各 が実行されるたびに に 度の読み出しと 度
の書き込みを行う

　　・読み込みリクエスト 強力な整合性のある読み込みを利用し、 以内のデータを読み
　込む

　　・書き込みリクエスト 以内のデータを書き込む
　・オンデマンドキャパシティモードで利用
　　・補足情報 オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定義し
て利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりません。
無料枠について
○ については 月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を としています ※
○ には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を行
い、料金として表記しています。※
　・リクエスト回数 か月ごとに 万件リクエストが無料
　・コンピューティング時間 万 秒のコンピューティング時間が無料
○ には 月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています ※

この構成での料金試算例

リクエスト 日
日 月 月ホスティング

回 日 日 月
回 月※ 回

のメモリ量を設定 秒 回 日
日 月 回 月※

秒

書き込み要求 回 日 日 月 回 万回あたり
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
人のライブ配信視聴を想定した料金です。

ユーザーは 、 、 からの利用を想定しています。
シングルビットレート配信する場合の構成・ご試算です。
マニフェストファイルは 秒毎の取得を想定しています。
ライブ変換は、ビットレート 解像度 の 入力、 でフレームレート の 出力を想定しています。
パッケージングへの入力ビットレートは 、出力ビットレートは で、セグメント長 秒の ファイル変換を想定しています。

からのデータ転送量は で計算
人視聴 マニフェストファイル 親マニフェストファイルは含まない セグメントファイル リクエストとして計算

時間あたりの取り込み量は 秒 チャネル として計算
時間あたりの配信量は 秒 人視聴 キャッシュヒット率 として計算

・
・
・
・
・
・
・

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
ユーザーは 、 、 からの利用を想定しています。
合計 回の動画再生を想定した料金です。
全動画をセグメント長が 秒の ファイルに変換します。
シングルビットレート配信する場合の構成・料金試算です。
キャッシュヒット率 は と設定　 ※データを読み込みに行った場合に、求めるデータがキャッシュ コンピュータシステム 上に存在する確率や割合

からのデータ転送量は で計算
回再生 マニフェストファイル 本 セグメントファイル 本 リクエストとして計算

変換前後の全動画ファイルを合計サイズは として計算
リクエスト キャッシュヒット率 リクエスト動画変換時 リクエストとして計算

マニフェストファイル 本 セグメントファイル 本 本 アップロード変換前ファイル リクエストとして計算

・
・
・
・
・
・

目的・用途 大規模なイベントで初期投資コストを抑えて 動画配信を提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

目的・用途 期間限定でプロモーション・キャンペーン動画を不特定多数のユーザーに向けて費用を抑えながら配信したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

オンデマンド動画配信

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク メディア変換処理 メディア変換要求 バックアップ用ストレージ

を使い、不特定多数のユーザに向けてオンデマンド動画配信を行う例です。
オンプレミス環境ではピークを想定して急増するトラフィックに耐えうる環境を事前に用意しておく必要があります。更にデータセン
ターとの契約には最低契約期間があるため、初期コストだけでなく、月額の固定コストの支払いも発しします。 を活用したこの構
成を実装した場合、初期コストが必要なく、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する１ヶ月の期間限定キャンペーンとしてオンデマンド配信を想定した場合、 上で、

で 等の形式の動画データから 形式へトランスコードしたファイルを
に格納し、コンテンツデリバリーネットワークである を利用することで安定的なオンデマンド配信が実現できま
す。これにより、ピーク時におけるオリジナルサーバの負荷や契約回線の帯域を気にする必要もありません。 は
世界数 箇所以上のキャッシュサーバーエッジロケーションを配置しており、キャッシュされたコンテンツは高速に配信されます。

この構成での料金試算例

クラウド

東京リージョン

月
本 の 動画ファイルを 回 月を表示

本 分の ファイルを
本アップロード

S

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送量

メソッドのリクエスト リクエスト

動画変換リクエスト リクエスト 万リクエスト 月は無料

データ容量 標準

ダウンロードリクエスト リクエスト

分 分

万リクエスト

キャッシュヒット率は

変換前動画変換後動画

変換前動画格納を
トリガーに変換処理要求

以下
解像度ベーシック階層

リクエスト

アップロードリクエスト リクエスト リクエスト

動画変換リクエスト実行時間 秒 万 秒 月は無料

ライブ動画配信

を使い、大規模なイベント開催時のライブ動画配信を行う例です。
セミナーイベント等でセッションのライブ動画配信を行う場合、オンプレミスでインフラ調達を行うと、視聴者数の想定値をもとにイン
フラを用意する必要があります。しかしながら、オンプレミスの場合、数日あるいは数時間の配信にも関わらず、最低契約期間があるた
め、初期コストだけでなく、月額の固定コストも必要となります。 ではライブ動画配信をした時間、及び映像処理や配信の Traffic 
量に応じた料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介するライブ動画配信では、 の映像を 時間ライブ配信し、 人が視聴する環境を考慮しています。エ
ンコーダーから送られる映像 音声信号を にて 形式に変換し
Elemental MediaPackage へと出力し、AWS Elemental MediaPackage がオリジンサーバーとして機能します。
MediaPackage からは を経由して配信することにより、安定したライブ動画配信を実現できます。

は世界 箇所以上のキャッシュサーバー エッジロケーションを配置しており、低レイテンシーの高速転送に
より世界中の視聴者に安全に配信する高速コンテンツ配信ネットワーク サービスです。

クラウド

東京リージョン

月 人のユーザーが 動画を視聴

MediaPackage

キャッシュ率は

平均ビットレートを 秒で出力

動画を 時間配信

以下の 画質動画に変換

出力

入力

エンコーダー

コンテンツ配信ネットワーク ライブ変換 ライブパッケージング

この構成での料金試算例

MediaPackage

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送量

ライブパッケージング

メディア入力

出力 時間 時間

メソッドのリクエスト リクエスト 万リクエスト

まで

から

入力 時間 チャネル 時間

月額合計料金：1,231.96(USD)
※ 2020 年 6 月 8 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

この構成での料金試算例

Amazon ECR

AWS Fargate

Amazon CloudFront

AWS Certificate Manager

Amazon CloudWatch Logs

Amazon CloudWatch Container Insight

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

ストレージ利用料 2 GB (*1) 0.10 USD/GB 0.20

コンピューティングリソース(vCPU) 2 vCPU × (24時間 + 4時間) × 30日 × 2 (*2) 0.05056 USD/vCPU 169.89

コンピューティングリソース(メモリ) 8 GB × (24時間 + 4時間) × 30日 × 2 (*3) 0.00553 USD/GB 74.33

ログの取り込み 1 GB × 30日 (*4) 0.50 USD/GB 15.00

ログの保存 1 GB × 30日 0.03 USB/GB 0.90

CloudWatch メトリクス 19 メトリクス (*5) 0.30 USD/メトリクス 5.70

CloudWatch Logs(取り込み) (13 KB/1,024/1,024)GB × 19 メトリクス × 24時間 × 30日 0.50 USD/GB 0.09

CloudWatch Logs(保存) (13 KB/1,024/1,024)GB × 19 メトリクス × 24時間 × 30日 0.03 USD/GB 0.01

データ転送アウト 1TB 0.114 USD/GB 116.74

HTTPS リクエスト 10,000,000 件 0.0120 USD/1万件 12.00

Elastic Load Balancer 時間当たりの料金
 24 時間 × 30 日 0.0243 USD/時間 17.50

 0.5 LCU × 24 時間 × 30 日 (*6) 0.008 USD/時間 2.88

Amazon RDS for MySQL (マルチAZ)

インスタンス db.r5.large  24 時間 × 30 日  (*7) 0.57 USD/時間 (*7) 410.40

データベースストレージ 100 GB  (*7) 0.276 USD/GB (*7) 27.60

Amazon ElastiCache

NAT ゲートウェイ

バックアップストレージ 100 GB - (*8) -

インスタンス db.r5.large 2 × 24 時間 × 30 日 0.201 USD/時間 289.44

時間当たりの料金 2 × 24 時間 × 30 日 0.062 USD/時間 89.28

SSL/TLS 証明書 1 課金はありません -

目的・用途 負荷の変動幅が大きな動的 サイトを検討・運営されており、コンテナを利用した 上での構成例について知りたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンテナを利用した サービス
目的・用途 負荷の変動幅が大きな動的 Web サイトを検討・運営されており、コンテナを利用した AWS 上での構成例について知りたい

この構成での料金試算例 1,231 ドル (月額 )

コンテナを利用した Web サービス

は、完全マネージド型のコンテナオーケストレーションサービスです。
は、 、Secrets Manager、AWS Identity and Access Management (IAM)、 などの他の サービスと統合されてお

り、 ネイティブな体験をお客様に提供します。また、コンテナ実行コンピューティングエンジンである を利用することで、コンテナをホストする仮想マシンのプ
ロビジョニング、スケーリングや管理が不要となり、お客様はアプリケーションの開発および運用に集中することができます。

クラウド

Container Registry

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

NAT gateway NAT gateway

AWS Certificate
Manager

(Primary) (Primary) (Standby)

タスク タスク

コンテナ

PHP-FPM
コンテナ

アプリケーションを構築する
つ以上のコンテナ群を定義

サービス クラスター

アプリケーションログ

コンテナ タスク サービス
クラスターメトリクス

PHP-FPM
コンテナイメージ ３層 の アプリケーションを 上でホスティング

サーバは コンテナ、アプリケーションサーバは PHP-FPM コンテナとして、
それぞれコンポーネントごとにコンテナ化

コンテナイメージの保存先として、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)を利用
コンテナオーケストレーションサービスとして を選択、
コンピューティングリソースとして を選択
常時最低 タスク起動、かつ、アクセス負荷に応じてタスク数を増減させるように を設定した
サービスを作成
各コンテナの各種ログは標準出力 標準エラー出力に出力することで、

に保存。アプリケーションログを確認する場合は、
にアクセス

コンテナ、タスクやサービス等のメトリクスは を利用し、
収集と可視化を行う

・
・

・
・

・

・

・

タスクを維持・戦略に基づき
スケジュールする設定定義

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
1 ヶ月を 30.5 日として計算しています。
会員制 Web サイトを運用されるシチュエーションとします。Web サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○ 月間アクティブユーザーは 1 万人
○ 1日 30,000 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを AWS Amplify でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを 1MB とします。ウェブアプリケーションのサイズは 100MB、デプロ
イの頻度は月 4 回として試算しています。

○ サインアップや MFA 認証時に電話番号検証(SMS メッセージを送付)する機能は利用しない
前提です。

○ Amazon API Gateway のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ Web API は 10 あり、リクエスト数はそれぞれ 10,000 リクエスト / 日とします。
○ 各 API に 1 つ Lambda Function を用意し、全て 512MB のメモリ設定で 1 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○ データベースには Amazon DynamoDB を用い、下記の前提で試算を行いました。
　  ・ 常に 50GB のデータを保持する
　  ・ 各 AWS Lambda Function が実行されるたびに DynamoDB に 1 度の読み出しと 1 度

の書き込みを行う
　  　・ 読み込みリクエスト：強力な整合性のある読み込みを利用し、4KB 以内のデータを読

み込む
　  　・ 書き込みリクエスト：1KB 以内のデータを書き込む
　  ・ オンデマンドキャパシティモードで利用
　  　・ [補足情報] オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定

義して利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりま
せん。

無料枠について
○ Amazon Cognito については 50,000 MAU / 月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を 0.00 USD としています(※1)

○ AWS Lambda には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を
行い、料金として表記しています。(※2)

　  ・ リクエスト回数：1 か月ごとに 100 万件リクエストが無料
　  ・ コンピューティング時間：40 万 GB-秒のコンピューティング時間が無料
○ Amazon DynamoDB には 25GB/月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています(※3)

キャッシュストレージ
Amazon ElastiCache

NAT ゲートウェイ
NAT Gateway

SSL/TLS 証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージ
Amazon S3

データベース
Amazon RDS

コンテナレジストリ

上のコンテナ、タスク、サービス等のメトリクスの収集と可視化
Amazon CloudWatch Container Insights

コンテナオーケストレーションサービス コンテナ実行コンピューティングエンジン
Amazon Fargate

コンテンツ配信ネットワーク

ログの保存とアクセス
Amazon CloudWatch Logs
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
人のライブ配信視聴を想定した料金です。

ユーザーは 、 、 からの利用を想定しています。
シングルビットレート配信する場合の構成・ご試算です。
マニフェストファイルは 秒毎の取得を想定しています。
ライブ変換は、ビットレート 解像度 の 入力、 でフレームレート の 出力を想定しています。
パッケージングへの入力ビットレートは 、出力ビットレートは で、セグメント長 秒の ファイル変換を想定しています。

からのデータ転送量は で計算
人視聴 マニフェストファイル 親マニフェストファイルは含まない セグメントファイル リクエストとして計算

時間あたりの取り込み量は 秒 チャネル として計算
時間あたりの配信量は 秒 人視聴 キャッシュヒット率 として計算

・
・
・
・
・
・
・

月額合計料金：135.534(USD)
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
ユーザーは  iOS、Android、PC からの利用を想定しています。
合計 4,000 回の動画再生を想定した料金です。
全動画をセグメント長が 10 秒の HLSファイルに変換します。
シングルビットレート配信する場合の構成・料金試算です。
キャッシュヒット率*は 90% と設定　(※データを読み込みに行った場合に、求めるデータがキャッシュ (コンピュータシステム)上に存在する確率や割合)

1. CloudFront からのデータ転送量は1TBで計算
2. 4000 回再生 * (1 マニフェストファイル/本 + 180 セグメントファイル/本) = 724,000 リクエストとして計算
3. 変換前後の全動画ファイルを合計サイズは 100 GB として計算
4. 724,000 リクエスト(Amazon CloudFront) * 0.1(1 – キャッシュヒット率)+60 リクエスト(動画変換時)= 72,460 リクエストとして計算
5. (1 マニフェストファイル/本 + 180 セグメントファイル/本) * 60 本 + 60 アップロード(変換前ファイル)=10920 リクエストとして計算

・
・
・
・
・
・

目的・用途 大規模なイベントで初期投資コストを抑えて 動画配信を提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

目的・用途 期間限定でプロモーション・キャンペーン動画を不特定多数のユーザーに向けて費用を抑えながら配信したい
この構成での料金試算例 136 ドル (月額 )  

オンデマンド動画配信

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク(CDN)

Amazon CloudFront

メディア変換処理
AWS Elemental MediaConvert

メディア変換要求
AWS Lambda

バックアップ用ストレージ
Amazon S3

AWS CloudFrontを 使い、不特定多数のユーザに向けてオンデマンド動画配信を行う例です。
オンプレミス環境ではピークを想定して急増するトラフィックに耐えうる環境を事前に用意しておく必要があります。更にデータセン
ターとの契約には最低契約期間があるため、初期コストだけでなく、月額の固定コストの支払いも発しします。AWS を活用したこの構
成を実装した場合、初期コストが必要なく、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する １ヶ月の期間限定キャンペーンとしてオンデマンド配信を想定した場合、AWS 上で、AWS Elemental 

MediaConvert で MP4 等の形式の動画データから HTTP Live Streaiming (HLS)形式へトランスコードしたファイルを Amazon S3 
に格納し、コンテンツデリバリーネットワークである Amazon CloudFront を利用することで安定的なオンデマンド配信が実現できま
す。これにより、ピーク時におけるオリジナルサーバの負荷や契約回線の帯域を気にする必要もありません。Amazon CloudFront は
世界数200箇所以上のキャッシュサーバー(エッジロケーション)を配置しており、キャッシュされたコンテンツは高速に配信されます。

この構成での料金試算例

AWS クラウド

東京 リージョン

1 TB/月
(1 本 250MB の HLS 動画ファイルを 4,000 回 /月を表示 )

1 本 30 分の MP4 ファイルを
60 本アップロード

MediaConvert

AWS Lambda

Amazon S3

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Amazon CloudFront

データ転送量 1TB (*1) 0.114USD/GB 116.736

HTTP メソッドのリクエスト 724,000 リクエスト (*2)  0.652

動画変換リクエスト 60 リクエスト 100 万リクエスト/月は無料 0.000

データ容量(S3 標準) 100GB (*3) 0.025USD/GB 2.500

ダウンロードリクエスト 72,460 リクエスト (*4)  0.341

 1800分 0.0085USD/分 15.300

0.0090USD/
1万リクエスト

PC iOS Android

Amazon CloudFront

AWS Elemental
MediaConvert

キャッシュヒット率は 90%

変換前動画

Amazon S3

AWS Lambda

変換後動画

変換前動画格納を
トリガーに変換処理要求

30 fps 以下/
SD 解像度 ベーシック階層

0.0047USD/
1,000 リクエスト

アップロードリクエスト 10,920 リクエスト (*5)  0.005
0.00037USD/
1,000 リクエスト

動画変換リクエスト実行時間 512MB * 30秒 40 万 GB-秒/月は無料 0.000

ライブ動画配信

を使い、大規模なイベント開催時のライブ動画配信を行う例です。
セミナーイベント等でセッションのライブ動画配信を行う場合、オンプレミスでインフラ調達を行うと、視聴者数の想定値をもとにイン
フラを用意する必要があります。しかしながら、オンプレミスの場合、数日あるいは数時間の配信にも関わらず、最低契約期間があるた
め、初期コストだけでなく、月額の固定コストも必要となります。 ではライブ動画配信をした時間、及び映像処理や配信の Traffic 
量に応じた料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介するライブ動画配信では、 の映像を 時間ライブ配信し、 人が視聴する環境を考慮しています。エ
ンコーダーから送られる映像 音声信号を にて 形式に変換し
Elemental MediaPackage へと出力し、AWS Elemental MediaPackage がオリジンサーバーとして機能します。
MediaPackage からは を経由して配信することにより、安定したライブ動画配信を実現できます。

は世界 箇所以上のキャッシュサーバー エッジロケーションを配置しており、低レイテンシーの高速転送に
より世界中の視聴者に安全に配信する高速コンテンツ配信ネットワーク サービスです。

クラウド

東京リージョン

月 人のユーザーが 動画を視聴

MediaPackage

キャッシュ率は

平均ビットレートを 秒で出力

動画を 時間配信

30fps 以下の SD 画質動画に変換

出力

入力

エンコーダー

コンテンツ配信ネットワーク ライブ変換 ライブパッケージング

この構成での料金試算例

MediaPackage

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送量

ライブパッケージング

メディア入力

出力 時間 時間

メソッドのリクエスト リクエスト 万リクエスト

まで

から

入力 時間 チャネル 時間

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

この構成での料金試算例

AWS Certificate Manager

サービス 項目 数量 単価 料金

ストレージ利用料

コンピューティングリソース × 時間 時間 × 日×

コンピューティングリソースメモリ × 時間 時間 × 日×

ログの取り込み × 日

ログの保存 × 日

メトリクス メトリクス メトリクス

取り込み × メトリクス× 時間× 日

保存 × メトリクス× 時間× 日

データ転送アウト

リクエスト 件 万件

時間当たりの料金
時間× 日 時間

× 時間× 日 時間

Amazon RDS for MySQL (マルチ

インスタンス 時間× 日 時間

データベースストレージ

ゲートウェイ

バックアップストレージ

インスタンス × 時間× 日 時間

時間当たりの料金 × 時間× 日 時間

証明書 課金はありません

目的・用途 負荷の変動幅が大きな動的 サイトを検討・運営されており、コンテナを利用した 上での構成例について知りたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

コンテナを利用した サービス
目的・用途 負荷の変動幅が大きな動的 サイトを検討・運営されており、コンテナを利用した 上での構成例について知りたい

この構成での料金試算例 ドル 月額

コンテナを利用した サービス

は、完全マネージド型のコンテナオーケストレーションサービスです。
は、 、Secrets Manager、AWS Identity and Access Management (IAM)、 などの他の サービスと統合されてお

り、 ネイティブな体験をお客様に提供します。また、コンテナ実行コンピューティングエンジンである を利用することで、コンテナをホストする仮想マシンのプ
ロビジョニング、スケーリングや管理が不要となり、お客様はアプリケーションの開発および運用に集中することができます。

クラウド

Container Registry

アベイラビリティゾーン アベイラビリティゾーン

リージョン

NAT gateway NAT gateway

AWS Certificate
Manager

(Primary) (Primary) (Standby)

タスク タスク

コンテナ

PHP-FPM
コンテナ

アプリケーションを構築する
つ以上のコンテナ群を定義

サービス クラスター

アプリケーションログ

コンテナ タスク サービス
クラスターメトリクス

PHP-FPM
コンテナイメージ ３層 の アプリケーションを 上でホスティング

サーバは コンテナ、アプリケーションサーバは PHP-FPM コンテナとして、
それぞれコンポーネントごとにコンテナ化

コンテナイメージの保存先として、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)を利用
コンテナオーケストレーションサービスとして を選択、
コンピューティングリソースとして を選択
常時最低 タスク起動、かつ、アクセス負荷に応じてタスク数を増減させるように を設定した
サービスを作成
各コンテナの各種ログは標準出力 標準エラー出力に出力することで、

に保存。アプリケーションログを確認する場合は、
にアクセス

コンテナ、タスクやサービス等のメトリクスは を利用し、
収集と可視化を行う

・
・

・
・

・

・

・

タスクを維持・戦略に基づき
スケジュールする設定定義

・
・
・

・

・

東京リージョンでのご利用を想定しています。
ヶ月を 日として計算しています。
会員制 サイトを運用されるシチュエーションとします。 サイトについては下記の想
定で試算を行っています。
○月間アクティブユーザーは 万人
○ 日 ページビュー
その他の想定
○ シングルアプリケーションを AWS Amplify でホスティングする構成で、リクエストされる
ページの平均サイズを 1MB とします。ウェブアプリケーションのサイズは 100MB、デプロ
イの頻度は月 回として試算しています。

○サインアップや MFA 認証時に電話番号検証(SMS メッセージを送付 する機能は利用しない
前提です。

○ Amazon API Gateway のキャッシュ機能は用いず、データ転送にかかる費用は本試算には
含めません。

○ は あり、リクエスト数はそれぞれ リクエスト 日とします。
○各 に つ を用意し、全て 512MB のメモリ設定で 秒の実行で終
わるものと仮定します。

○データベースには Amazon DynamoDB を用い、下記の前提で試算を行いました。
　 ・常に のデータを保持する
　 ・各 が実行されるたびに DynamoDB に 度の読み出しと 度

の書き込みを行う
　 　・読み込みリクエスト：強力な整合性のある読み込みを利用し、 以内のデータを読

み込む
　 　・書き込みリクエスト： 以内のデータを書き込む
　 ・オンデマンドキャパシティモードで利用
　 　・ 補足情報 オンデマンドキャパシティモードではなくスループットキャパシティを定

義して利用する場合も、利用料の計算式が異なりますが、冒頭の構成自体は変わりま
せん。

無料枠について
○ については 50,000 MAU / 月まで無料枠があり、本試算ではこれを超え
ないため利用料を としています ※

○ には下記の無料枠があり、本試算では無料枠を超えた部分について計算を
行い、料金として表記しています。※

　 ・リクエスト回数： か月ごとに 万件リクエストが無料
　 ・コンピューティング時間： 万 秒のコンピューティング時間が無料
○ Amazon DynamoDB には 月のデータストレージ無料枠があり、本試算ではこの分
を抜いて試算を行っています ※

キャッシュストレージ ゲートウェイ

証明書
AWS Certificate Manager (ACM)

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

静的コンテンツ用ストレージ

データベース

コンテナレジストリ

上のコンテナ、タスク、サービス等のメトリクスの収集と可視化
Amazon CloudWatch Container Insights

コンテナオーケストレーションサービス コンテナ実行コンピューティングエンジン
Amazon Fargate

コンテンツ配信ネットワーク

ログの保存とアクセス
Amazon CloudWatch Logs
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アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

メインサイトとして東京リージョン、 サイトとしてシンガポールリージョンのご利用を想定しています。
は、既存のものを使う想定のため、料金には含まれません。

のエンジンには の利用を想定しています。
構成管理の実施は、 や手動操作 次第 等を選択することもできます。
サイトの レコードは、 へのエイリアスレコードとして設定します。

のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使用状況や保持する世代数に
　より異なります。

のスナップショットは、別途 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、リージョンの総データベースストレージの に達するまで、
　 バックアップストレージに対する
　追加料金は発生しないため、ここでは としています。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

リージョン間のデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
サイトにおける のスナップショットは、別途 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、別リージョンに移動した場合には、

　移動先のリージョンのバックアップストレージが増加するため、課金が発生します。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

・
・
・
・
・

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
のエンドポイントには、複数の アドレスが含まれています。各 アドレスは、 つの に対応します。 ごとに時間料金が発生します。

内に を配置し を参照することで ドメインに参加しているサーバーからも同様の名前解決が可能です。
を考慮し、 それぞれ つの 、合計 つの を想定

日 万クエリを想定

・
・
・

目的・用途 クラウドを使いコストを抑えた形でディザスタリカバリ用のバックアップサイトを準備したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

目的・用途 オンプレミスから 向けゾーンやインターネット向けゾーンの名前解決をしたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

ハイブリッド環境でのドメインネームシステム名前解決

この構成での
選択サービス

オンプレミス環境と 環境の名前解決

オンプレミスネットワークと 環境とのプライベート接続を確立するには、これらの環境にまたがっ
たドメインネームシステム 名前解決の必要性がより重要になってきます。これらの課題を解決するために、この構成では

の機能である を利用します。
「 」「 」「リゾルバールール」で構成されるコンポーネントを活用して、オンプレミスから 向
け、オンプレミスからインターネット向け、 からオンプレミス向けのゾーンへの名前解決をマネージドサービスで一元管理を実現
します。また、 との間で回線のトラブルなどがあった場合に備え、オンプレミス環境側にフォワーダーを設置、キャッシュを利用する
ことで可用性が向上します。

この構成での料金試算例

S

サービス 項目 数量 単価 料金

毎の時間料金 時間 日 時間

万クエリ 日 万クエリ

バックアップ・リストアによる 対策

対策のための基本的な としてマルチ を利用することは有用ですが、さら
に物理的に離れた場所に サイトを構築する例です。 では異なるリージョンを サイトとして利用することができます。
こちらの例でご紹介する構成では、メインサイトの東京リージョンで構築した システムを、 サイトであるシンガポールリージョ
ンで復旧します。 や は、 を用いて定期的に やスナップショットを取得し、 サイトに転
送することができます。 サイトでの復旧では、 を用いることで 等の基本的なネットワークインフラや

の構築、メインサイトから転送されたスナップショットや から、 や を復元す
る操作を自動化することで、障害時における復旧操作の確実性を高めることができます。必要な リソースの復旧が全て完了した
後に、 によって接続先を サイトに切り替えることで、サービスを復旧することができます。
例では、目標復旧時点 を 時間と定義し、 によるバックアップを実施しています。復旧に要する時間、目標復旧時
間 は数時間程度を想定しています。 を更に短縮する場合には、パイロットライトやウォームスタンバイ、ホットスタンバ
イ等のプランに発展させていくために、 リージョン間でのデータレプリケーションやアプリケーションへの設計変更等の検討を行
う必要があります。

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

バックアップの取得 課金はありません

構成管理の実施 課金はありません

エイリアスへのクエリ 課金はありません

ホストゾーン

オンプレミス

フォワーダー

ネーム
サーバー

フルサービス
リゾルバー

リゾルバールール
ドメイン タイプ

既定 再帰的
転送

フォワーダー

からオンプレミス向けゾーンの名前解決
オンプレミス環境から を用いて、インターネット向けゾーンの名前解決
オンプレミスから 向けゾーンの名前解決

内に を配置し を参照することで ドメインに参加しているサーバーからも、同様の名前解決が可能です。

オンプレミスリソースからの
クエリ料金

クラウド

東京リージョン メインサイト

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

シンガポールリージョン サイト

・ の転送

この構成での
選択サービス

リソースのプロビジョニング

ロードバランサー サーバー

バックアップの取得

データベースサーバー サイトの名前解決

メインサイトの ・スナップショット

メインサイトのスナップショット

サイトのスナップショット

サイトの ・スナップショット

月額合計料金：2,410.34(USD)
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
5,000 人のライブ配信視聴を想定した料金です。
ユーザーは  iOS、Android、PC からの利用を想定しています。
シングルビットレート配信する場合の構成・ご試算です。
マニフェストファイルは 5 秒毎の取得を想定しています。
ライブ変換は、ビットレート 5Mbps /解像度 HD の AVC 入力、5Mbps/HD でフレームレート 30fps の AVC 出力を想定しています。
パッケージングへの入力ビットレートは 5Mbps、出力ビットレートは 5Mbps で、セグメント長 5 秒の HLS ファイル変換を想定しています。

1. Amazon CloudFront からのデータ転送量は 22TB で計算
2. 5,000 人視聴 * (1,440 マニフェストファイル(親マニフェストファイルは含まない) + 1440 セグメントファイル) = 14,400,000 リクエストとして計算
3. 2 時間あたりの取り込み量は 5Mbps * 7,200 秒 * 2 チャネル = 72,000Mb = 8.7890625GB として計算
4. 2 時間あたりの配信量は 5Mbps * 7,200秒 * 5,000 人視聴 * 0.1(1-キャッシュヒット率) = 18,000,000Mb = 2,197.265625GB として計算

・
・
・
・
・
・
・

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
ユーザーは 、 、 からの利用を想定しています。
合計 回の動画再生を想定した料金です。
全動画をセグメント長が 秒の ファイルに変換します。
シングルビットレート配信する場合の構成・料金試算です。
キャッシュヒット率 は と設定　 ※データを読み込みに行った場合に、求めるデータがキャッシュ コンピュータシステム 上に存在する確率や割合

からのデータ転送量は で計算
回再生 マニフェストファイル 本 セグメントファイル 本 リクエストとして計算

変換前後の全動画ファイルを合計サイズは として計算
リクエスト キャッシュヒット率 リクエスト動画変換時 リクエストとして計算

マニフェストファイル 本 セグメントファイル 本 本 アップロード変換前ファイル リクエストとして計算

・
・
・
・
・
・

目的・用途 大規模なイベントで初期投資コストを抑えて Live 動画配信を提供したい
この構成での料金試算例 2,410 ドル (月額 )

この構成での
選択サービス

目的・用途 期間限定でプロモーション・キャンペーン動画を不特定多数のユーザーに向けて費用を抑えながら配信したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

オンデマンド動画配信

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク メディア変換処理 メディア変換要求 バックアップ用ストレージ

を使い、不特定多数のユーザに向けてオンデマンド動画配信を行う例です。
オンプレミス環境ではピークを想定して急増するトラフィックに耐えうる環境を事前に用意しておく必要があります。更にデータセン
ターとの契約には最低契約期間があるため、初期コストだけでなく、月額の固定コストの支払いも発しします。 を活用したこの構
成を実装した場合、初期コストが必要なく、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する１ヶ月の期間限定キャンペーンとしてオンデマンド配信を想定した場合、 上で、

で 等の形式の動画データから 形式へトランスコードしたファイルを
に格納し、コンテンツデリバリーネットワークである を利用することで安定的なオンデマンド配信が実現できま
す。これにより、ピーク時におけるオリジナルサーバの負荷や契約回線の帯域を気にする必要もありません。 は
世界数 箇所以上のキャッシュサーバーエッジロケーションを配置しており、キャッシュされたコンテンツは高速に配信されます。

この構成での料金試算例

クラウド

東京リージョン

月
本 の 動画ファイルを 回 月を表示

本 分の ファイルを
本アップロード

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送量

メソッドのリクエスト リクエスト

動画変換リクエスト リクエスト 万リクエスト 月は無料

データ容量 標準

ダウンロードリクエスト リクエスト

分 分

万リクエスト

キャッシュヒット率は

変換前動画変換後動画

変換前動画格納を
トリガーに変換処理要求

以下
解像度ベーシック階層

リクエスト

アップロードリクエスト リクエスト リクエスト

動画変換リクエスト実行時間 秒 万 秒 月は無料

ライブ動画配信

AWS CloudFront を使い、大規模なイベント開催時のライブ動画配信を行う例です。
セミナーイベント等でセッションのライブ動画配信を行う場合、オンプレミスでインフラ調達を行うと、視聴者数の想定値をもとにイン
フラを用意する必要があります。しかしながら、オンプレミスの場合、数日あるいは数時間の配信にも関わらず、最低契約期間があるた
め、初期コストだけでなく、月額の固定コストも必要となります。AWS ではライブ動画配信をした時間、及び映像処理や配信の Traffic 
量に応じた料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介するライブ動画配信では、5Mbps の映像を 2 時間ライブ配信し、5,000 人が視聴する環境を考慮しています。エ
ンコーダーから送られる映像/音声信号を AWS Elemental MediaLive にて HTTP Live Streaming (HLS) 形式に変換し AWS 

Elemental MediaPackage へと出力し、AWS Elemental MediaPackage がオリジンサーバーとして機能します。AWS Elemental 

MediaPackage からは Amazon CloudFront を経由して配信することにより、安定したライブ動画配信を実現できます。
Amazon CloudFront は世界 200 箇所以上のキャッシュサーバー(エッジロケーション)を配置しており、低レイテンシーの高速転送に
より世界中の視聴者に安全に配信する高速コンテンツ配信ネットワーク (CDN) サービスです。

AWS クラウド

東京 リージョン

22 T/月 (5,000 人のユーザーが HLS 動画を視聴 )

PC iOS Android

Amazon CloudFront

AWS Elemental
MediaPackage

AWS Elemental
MediaLive

キャッシュ率は 90%

平均ビットレートを 5Mbit/秒で出力

5Mbps/HD動画を 2 時間配信

以下の 画質動画に変換

AVC 出力

AVC 入力

エンコーダー LIVE

コンテンツ配信ネットワーク(CDN)

Amazon CloudFront

ライブ変換
AWS Elemental MediaLive

ライブパッケージング
AWS Elemental MediaPackage

この構成での料金試算例

AWS Elemental
MediaPackage

AWS Elemental
MediaLive

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Amazon CloudFront
データ転送量 22TB (*1)  2261.00

ライブパッケージング 2,197.265625GB (*4) 0.06USD/GB 131.84

メディア入力 8.7890625GB (*3) 0.044USD/GB 0.39

AVC 出力 2 時間 1.242USD/時間 2.49

HTTP メソッドのリクエスト 14,400,000リクエスト (*2) 0.0090USD/1 万リクエスト 12.96

0.114USD/GB
(10TB まで)
0.089USD/GB
(10TB から40TB)

AVC 入力 2 時間 * 2 チャネル 0.414USD/時間 1.66

26



アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

メインサイトとして東京リージョン、 サイトとしてシンガポールリージョンのご利用を想定しています。
は、既存のものを使う想定のため、料金には含まれません。

のエンジンには の利用を想定しています。
構成管理の実施は、 や手動操作 次第 等を選択することもできます。
サイトの レコードは、 へのエイリアスレコードとして設定します。

のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使用状況や保持する世代数に
　より異なります。

のスナップショットは、別途 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、リージョンの総データベースストレージの に達するまで、
　 バックアップストレージに対する
　追加料金は発生しないため、ここでは としています。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

リージョン間のデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
サイトにおける のスナップショットは、別途 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、別リージョンに移動した場合には、

　移動先のリージョンのバックアップストレージが増加するため、課金が発生します。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

・
・
・
・
・

月額合計料金 : 364.80(USD)
※ 2020 年 5 月 13 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
Amazon Route 53 Resolver のエンドポイントには、複数の IP アドレスが含まれています。各 IP アドレスは、1 つの Elastic Network Interface (ENI) に対応します。ENI ごとに時間料金が発生します。
VPC 内に AD を配置し Route 53 Resolver を参照することで AD ドメインに参加しているサーバーからも同様の名前解決が可能です。

(*1) Multi-AZ を考慮し、Inbound Endpoint/Outbound Endpoint それぞれ 2 つの ENI、合計 4 つの ENI を想定
(*2) 1 日 40 万クエリを想定

・
・
・

目的・用途 クラウドを使いコストを抑えた形でディザスタリカバリ用のバックアップサイトを準備したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

目的・用途 オンプレミスから VPC 向けゾーンやインターネット向けゾーンの名前解決をしたい
この構成での料金試算例 364 ドル (月額 )

ハイブリッド環境でのドメインネームシステム名前解決

この構成での
選択サービス

オンプレミス環境と VPC 環境の名前解決
Amazon Route 53 Resolver

オンプレミスネットワークとAWS Virtual Private Cloud (VPC) 環境とのプライベート接続を確立するには、これらの環境にまたがっ
た ドメインネームシステム (DNS) 名前解決の必要性がより重要になってきます。これらの課題を解決するために、この構成では 

Amazon Route 53 Resolver の機能である Amazon Route 53 Resolver for Hybrid Clouds を利用します。
「Outbound Endpoint」「Inbound Endpoint」「リゾルバールール」で構成されるコンポーネントを活用して、オンプレミスから VPC 向
け、オンプレミスからインターネット向け、VPC からオンプレミス向けのゾーンへの名前解決をマネージドサービスで一元管理を実現
します。また、VPC との間で回線のトラブルなどがあった場合に備え、オンプレミス環境側にフォワーダーを設置、キャッシュを利用する
ことで可用性が向上します。

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Amazon Route 53
Resolver

ENI 毎の時間料金 4 * 24時間 * 30 日(*1) 0.125 USD/時間 360.00

 40 万クエリ * 30 日 (*2) 0.40 USD/100 万クエリ 4.80

バックアップ・リストアによる 対策

対策のための基本的な としてマルチ を利用することは有用ですが、さら
に物理的に離れた場所に サイトを構築する例です。 では異なるリージョンを サイトとして利用することができます。
こちらの例でご紹介する構成では、メインサイトの東京リージョンで構築した システムを、 サイトであるシンガポールリージョ
ンで復旧します。 や は、 を用いて定期的に やスナップショットを取得し、 サイトに転
送することができます。 サイトでの復旧では、 を用いることで 等の基本的なネットワークインフラや

の構築、メインサイトから転送されたスナップショットや から、 や を復元す
る操作を自動化することで、障害時における復旧操作の確実性を高めることができます。必要な リソースの復旧が全て完了した
後に、 によって接続先を サイトに切り替えることで、サービスを復旧することができます。
例では、目標復旧時点 を 時間と定義し、 によるバックアップを実施しています。復旧に要する時間、目標復旧時
間 は数時間程度を想定しています。 を更に短縮する場合には、パイロットライトやウォームスタンバイ、ホットスタンバ
イ等のプランに発展させていくために、 リージョン間でのデータレプリケーションやアプリケーションへの設計変更等の検討を行
う必要があります。

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

バックアップの取得 課金はありません

構成管理の実施 課金はありません

エイリアスへのクエリ 課金はありません

ホストゾーン

Amazon Route 53
Resolver

VPCオンプレミス

Client フォワーダー

ネーム
サーバー

Instance

Inbound
Endpoint

Outbound
Endpoint

www.example.com

xxx.ec.internal

www.example.com

xxx.ec2.internal

フルサービス
リゾルバー

リゾルバールール
ドメイン タイプ

(既定 ) 再帰的
on-Prem.internal 転送

フォワーダー

x.on-prem.
internal
x.on-prem.
internal

Internet
Public DNS Zone

Amazon Route 53
Pubilc Hosted Zone

for Internet

Amazon-provided
Private DNS hostname

Amazon Route 53
Private Hosted Zone

for Amazon VPC

example.com

ec2.internal
User-managed DNS
private Hosted Zone

for On-premise

on-prem.internal

VPC からオンプレミス向けゾーンの名前解決
オンプレミス環境から Amazon Route 53 Resolver を用いて、インターネット向けゾーンの名前解決
オンプレミスから VPC 向けゾーンの名前解決

VPC 内に AD を配置し Amazon Route 53 Resolver を参照することで AD ドメインに参加しているサーバーからも、同様の名前解決が可能です。 

オンプレミスリソースからの
DNS クエリ料金

クラウド

東京リージョン メインサイト

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

シンガポールリージョン サイト

・ の転送

この構成での
選択サービス

リソースのプロビジョニング

ロードバランサー サーバー

バックアップの取得

データベースサーバー サイトの名前解決

メインサイトの ・スナップショット

メインサイトのスナップショット

サイトのスナップショット

サイトの ・スナップショット

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
人のライブ配信視聴を想定した料金です。

ユーザーは 、 、 からの利用を想定しています。
シングルビットレート配信する場合の構成・ご試算です。
マニフェストファイルは 秒毎の取得を想定しています。
ライブ変換は、ビットレート 解像度 の 入力、 でフレームレート の 出力を想定しています。
パッケージングへの入力ビットレートは 、出力ビットレートは で、セグメント長 秒の ファイル変換を想定しています。

からのデータ転送量は で計算
人視聴 マニフェストファイル 親マニフェストファイルは含まない セグメントファイル リクエストとして計算

時間あたりの取り込み量は 秒 チャネル として計算
時間あたりの配信量は 秒 人視聴 キャッシュヒット率 として計算

・
・
・
・
・
・
・

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
ユーザーは 、 、 からの利用を想定しています。
合計 回の動画再生を想定した料金です。
全動画をセグメント長が 秒の ファイルに変換します。
シングルビットレート配信する場合の構成・料金試算です。
キャッシュヒット率 は と設定　 ※データを読み込みに行った場合に、求めるデータがキャッシュ コンピュータシステム 上に存在する確率や割合

からのデータ転送量は で計算
回再生 マニフェストファイル 本 セグメントファイル 本 リクエストとして計算

変換前後の全動画ファイルを合計サイズは として計算
リクエスト キャッシュヒット率 リクエスト動画変換時 リクエストとして計算

マニフェストファイル 本 セグメントファイル 本 本 アップロード変換前ファイル リクエストとして計算

・
・
・
・
・
・

目的・用途 大規模なイベントで初期投資コストを抑えて 動画配信を提供したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

目的・用途 期間限定でプロモーション・キャンペーン動画を不特定多数のユーザーに向けて費用を抑えながら配信したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

オンデマンド動画配信

この構成での
選択サービス

コンテンツ配信ネットワーク メディア変換処理 メディア変換要求 バックアップ用ストレージ

を使い、不特定多数のユーザに向けてオンデマンド動画配信を行う例です。
オンプレミス環境ではピークを想定して急増するトラフィックに耐えうる環境を事前に用意しておく必要があります。更にデータセン
ターとの契約には最低契約期間があるため、初期コストだけでなく、月額の固定コストの支払いも発しします。 を活用したこの構
成を実装した場合、初期コストが必要なく、ご利用いただいた分のみの料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介する１ヶ月の期間限定キャンペーンとしてオンデマンド配信を想定した場合、 上で、

で 等の形式の動画データから 形式へトランスコードしたファイルを
に格納し、コンテンツデリバリーネットワークである を利用することで安定的なオンデマンド配信が実現できま
す。これにより、ピーク時におけるオリジナルサーバの負荷や契約回線の帯域を気にする必要もありません。 は
世界数 箇所以上のキャッシュサーバーエッジロケーションを配置しており、キャッシュされたコンテンツは高速に配信されます。

この構成での料金試算例

クラウド

東京リージョン

月
本 の 動画ファイルを 回 月を表示

本 分の ファイルを
本アップロード

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送量

メソッドのリクエスト リクエスト

動画変換リクエスト リクエスト 万リクエスト 月は無料

データ容量 標準

ダウンロードリクエスト リクエスト

分 分

万リクエスト

キャッシュヒット率は

変換前動画変換後動画

変換前動画格納を
トリガーに変換処理要求

以下
解像度ベーシック階層

リクエスト

アップロードリクエスト リクエスト リクエスト

動画変換リクエスト実行時間 秒 万 秒 月は無料

ライブ動画配信

を使い、大規模なイベント開催時のライブ動画配信を行う例です。
セミナーイベント等でセッションのライブ動画配信を行う場合、オンプレミスでインフラ調達を行うと、視聴者数の想定値をもとにイン
フラを用意する必要があります。しかしながら、オンプレミスの場合、数日あるいは数時間の配信にも関わらず、最低契約期間があるた
め、初期コストだけでなく、月額の固定コストも必要となります。 ではライブ動画配信をした時間、及び映像処理や配信の Traffic 
量に応じた料金でご利用いただけます。
こちらの例でご紹介するライブ動画配信では、 の映像を 時間ライブ配信し、 人が視聴する環境を考慮しています。エ
ンコーダーから送られる映像 音声信号を にて 形式に変換し
Elemental MediaPackage へと出力し、AWS Elemental MediaPackage がオリジンサーバーとして機能します。
MediaPackage からは を経由して配信することにより、安定したライブ動画配信を実現できます。

は世界 箇所以上のキャッシュサーバー エッジロケーションを配置しており、低レイテンシーの高速転送に
より世界中の視聴者に安全に配信する高速コンテンツ配信ネットワーク サービスです。

クラウド

東京リージョン

月 人のユーザーが 動画を視聴

MediaPackage

キャッシュ率は

平均ビットレートを 秒で出力

動画を 時間配信

以下の 画質動画に変換

出力

入力

エンコーダー

コンテンツ配信ネットワーク ライブ変換 ライブパッケージング

この構成での料金試算例

MediaPackage

サービス 項目 数量 単価 料金

データ転送量

ライブパッケージング

メディア入力

出力 時間 時間

メソッドのリクエスト リクエスト 万リクエスト

まで

から

入力 時間 チャネル 時間
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目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

デバイス認証認可、テレメトリーデータの収集

は、車両などの移動体と通信し、移動システムの高度化により渋滞などの社会問題の改善、移動に新しい価値
を生み出すシステムです。デジタルサービスと簡単に統合し、車両データを取集、処理、分析することで、スマートで安全かつ信頼性の高い交通手
段を構築することが可能となります。更に、分析を通じて得られる洞察は無限であり、より効率的にリソースを展開し、ミッションに集中するのに役
立つギャップ、問題、及び傾向を特定し対応を取るのに役立ちます。

コネクテッドカーソリューションには、車両内でローカルコンピューティングを行うための機能、高度なイベントルール、データの処理および
ストレージ機能などが含まれています。このソリューションをベースにすることで広範なユースケースに対応するできます。

S

目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 ドル 月額

ドライバーの安全スコア、トリップデータなどの収集 収集データや異常検知データの保存 テレメトリーデータの暗号化 暗号済みテレメトリーデータの保存

各種情報を外部へ通知

初回通信時のみ証明書の登録

クラウド
車両位置、障害診断、安全運転
スコア、交通データを保存

Amazon Simple Notification Service

Anomaly detection

Location Base Diagnostic
trouble codes

score

車両位置データの
保存、及び通知

障害診断データの
保存、及び通知

自動車 台から
各種メッセージを送信

Connected Car

Data Analytics

異常検知データを検出、
保存、及び通知

交通データを保存、
及び通知

安全運転スコアを
算出、及び通知

テレメトリーデータを用いた異常検知 検知したデータのストリーミング ユーザーや管理者への通知
Amazon Simple Notification Service

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

トリガーされたルール対象のメッセージ メッセージ 万件

実行されたアクション アクション 万件

処理実行要求 リクエスト 万件

処理実行時間 秒 秒

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

読み込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

ストリームからの読み込み 万リクエスト

Amazon Kinesis Data Analytics 時間・

Notification Service

シャード時間 シャード 時間・シャード

ペイロードユニット ペイロードユニット 万ユニット

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

リクエスト リクエスト 万件

外部通知配信メッセージサイズ

取り込みデータ 最初の 月

ファイル保存容量 最初の 月

データ保存リクエスト リクエスト リクエスト

・
・

・

・
・
・
・

・
・
・
・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
自動車 台が に毎日 時間 日間 常時接続し、 メッセージを

のメッセージブローカーへ、その他メッセージは Basic Ingest トピックへ送信します。
を実施するための証明書の作成や登録は事前に完了しているものと

します。
秒間隔で平均 のメッセージを車両位置データとして収集します。
分間隔で平均 のメッセージを障害診断データとして収集します。
秒間隔で平均 のメッセージを安全運転スコアとして収集します。
秒間隔で平均 のメッセージを交通データとして収集します。

計 分間で平均 のメッセージを異常検知分析のためのデータとして収集します。
は事前に同時実行数 リクエストまでの上限緩和申請済みとします。
の全ての処理は、 のメモリを使用し平均 秒で処理が完了するとします。

は事前に 秒までの上限緩和申請済みとします。
では 分のデータをバッファリング 条件は 又は 分間

分として設定し、 へ無圧縮で保存します。
Amazon Kinesis Data Analytics は常時 5KPU(Kinesis Processing Unit)消費する アプリケー
ションを実行するとします。

は異常検知時 分に 件発生 のみ
Analytics から平均 のデータを受信するとします。
安全運転スコアを処理する では、 に対して のデータを取得
するとします。
外部通知を実施する は、 ストリームから アイテムずつ処理するとします。
Amazon Simple Notification Service から外部の エンドポイントに対して、サイズが
リクエストのリクエストを送信します。

台 分 分 時間 日 日 万分として計算
は メッセージ で の場合 メッセージで計算する必要があります。 台・月あ

たりのメッセージ数は、 メッセージ 時間車両位置 メッセージ 時間障害診断 メッセー
ジ 時間 交通 メッセージ 時間 安全運転スコア メッセージ 時間 異常検知
メッセージ 時間で、月当たり 台 メッセージ 時間 時間 日 メッ
セージとなり、デバイスからの リクエストメッセージを足し合わせた メッセージ

メッセージ として計算
台・月あたりの リクエスト数は、 リクエスト 時間車両位置 リクエスト 時間障害
診断 リクエスト 時間 安全運転スコア リクエスト 時間 交通 リクエスト 時間
リクエスト 時間 リクエスト 時間 外部通知 リクエスト 時間で、月当たり 台

リクエスト 時間 時間 日 リクエスト 時間 異常検知 時間 日
リクエストとなり、デバイスからの リクエストを足し合わせた メッセージ
メッセージ として計算
の処理時間は、 リクエスト 平均 秒 秒
秒として計算

車両 台・ 日あたりのデータ保存量は、車両位置 メッセージ メッセージ 分 分 時間
、障害診断 メッセージ メッセージ 分 分 時間 、交通 メッ

セージ メッセージ 分 分 時間 、更に 日あたりの異常検知 メッセージ
メッセージ 時間 時間 となり、全車両の 日分のデータ量は、 台

日 日 ≒ として計算
車両 台・ 日あたりの書き込みリクエストは、車両位置 リクエスト メッセージ メッセージ 分
分 時間 リクエスト、障害診断 リクエスト メッセージ メッセージ 分 分 時間

リクエスト、交通 リクエスト メッセージ メッセージ 分 分 時間 リクエスト、更
に 日あたりの異常検知 メッセージ メッセージ 時間 時間 リクエストとなり、全
車両の 日分のデータ量は、 台 リクエスト リクエスト リクエスト 日

リクエスト 日 リクエスト≒ 万リクエストとして計算
台 リクエスト 時間安全運転スコア 時間 日 万リクエストとして計算

ストリーム処理は、 台 リクエスト 時間 車両位置 リクエスト 時
間障害診断 時間 日 リクエストとして計算
車両 台・ 日あたりのデータ保存量は、車両位置 メッセージ メッセージ 分 分 時間

、障害診断 メッセージ メッセージ 分 分 時間 、安全交通スコア
メッセージ メッセージ 分 分 時間 、交通 メッセージ メッセージ 分
分 時間 となり、全車両・月あたり 台 車両位置 障害診断

安全交通スコア 交通 日 ≒
への保存リクエストの頻度は、 に保存する単一ファイルのサイズ

≒ リクエストして計算
時間 時間 日 ペイロードユニット ペイロードユニットとして計算

時間あたりの Amazon Simple Notification Service のリクエスト数は、外部通知 リクエスト 時間
リクエスト 時間 リクエスト 時間、異常検知 リクエスト 時間をあわせた リクエスト

で、 日間であれば リクエスト 時間 時間 日 リクエストして計算
メッセージ ≒ として計算

万リクエスト
毎月最初の 万リクエストは無料

ストリーム処理
(Kinesis Processing Unit(KPU))

まで 月
次の 月

Amazon Route 53

アベイラビリティ
ゾーン A

アベイラビリティ
ゾーン B

アベイラビリティ
ゾーン

月額合計料金：19.5(USD)
※ 2020 年 5 月 13 日時点での試算です

メインサイトとして東京リージョン、DR サイトとしてシンガポールリージョンのご利用を想定しています。
Elastic Load Balancing/Amazon EC2/Amazon EBS/Amazon RDS は、既存のものを使う想定のため、料金には含まれません。
Amazon RDS のエンジンには MySQL の利用を想定しています。
構成管理の実施は、AWS CDK や手動操作(RTO 次第)等を選択することもできます。
サイトの DNS レコードは、Elastic Load Balancing へのエイリアスレコードとして設定します。

*1 Amazon EBS のスナップショットのサイズは、別途 Amazon EBS 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使用状況や保持する世代数に
　 より異なります。
*2 Amazon RDS のスナップショットは、別途 Amazon RDS 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、リージョンの総データベースストレージの 100%に達するまで、
　  バックアップストレージに対する
　 追加料金は発生しないため、ここでは 0 USD としています。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。
*3 AWS リージョン間のデータ転送には、別途 Amazon EC2 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
*4 DR サイトにおける RDS のスナップショットは、別途 Amazon RDS 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、別リージョンに移動した場合には、
　 移動先のリージョンのバックアップストレージが増加するため、課金が発生します。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

・
・
・
・
・

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
のエンドポイントには、複数の アドレスが含まれています。各 アドレスは、 つの に対応します。 ごとに時間料金が発生します。

内に を配置し を参照することで ドメインに参加しているサーバーからも同様の名前解決が可能です。
を考慮し、 それぞれ つの 、合計 つの を想定

日 万クエリを想定

・
・
・

目的・用途 AWS クラウドを使いコストを抑えた形でディザスタリカバリ用のバックアップサイトを準備したい
この構成での料金試算例 20 ドル (月額 )  

目的・用途 オンプレミスから 向けゾーンやインターネット向けゾーンの名前解決をしたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

ハイブリッド環境でのドメインネームシステム名前解決

この構成での
選択サービス

オンプレミス環境と 環境の名前解決

オンプレミスネットワークと 環境とのプライベート接続を確立するには、これらの環境にまたがっ
たドメインネームシステム 名前解決の必要性がより重要になってきます。これらの課題を解決するために、この構成では

の機能である を利用します。
「 」「 」「リゾルバールール」で構成されるコンポーネントを活用して、オンプレミスから 向
け、オンプレミスからインターネット向け、 からオンプレミス向けのゾーンへの名前解決をマネージドサービスで一元管理を実現
します。また、 との間で回線のトラブルなどがあった場合に備え、オンプレミス環境側にフォワーダーを設置、キャッシュを利用する
ことで可用性が向上します。

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

毎の時間料金 時間 日 時間

万クエリ 日 万クエリ

バックアップ・リストアによる BCP 対策

Business Continuity Plan(BCP) 対策のための基本的な Disaster Recovery(DR) としてマルチAZを利用することは有用ですが、さら
に物理的に離れた場所に DR サイトを構築する例です。 AWS では異なるリージョンを DR サイトとして利用することができます。
こちらの例でご紹介する構成では、メインサイトの東京リージョンで構築した Web システムを、DR サイトであるシンガポールリージョ
ンで復旧します。Amazon EC2 や Amazon RDS は、AWS Backup を用いて定期的に AMI やスナップショットを取得し、DR サイトに転
送することができます。DR サイトでの復旧では、AWS CloudFormation を用いることで VPC 等の基本的なネットワークインフラや 

Elastic Load Balancing の構築、メインサイトから転送されたスナップショットや AMI から、Amazon EC2 や Amazon RDS を復元す
る操作を自動化することで、障害時における復旧操作の確実性を高めることができます。必要な AWS リソースの復旧が全て完了した
後に、Amazon Route 53 によって接続先を DR サイトに切り替えることで、サービスを復旧することができます。
例では、目標復旧時点(RPO)を 12 時間と定義し、AWS Backup によるバックアップを実施しています。復旧に要する時間、目標復旧時
間(RTO)は数時間程度を想定しています。RPO/RTO を更に短縮する場合には、パイロットライトやウォームスタンバイ、ホットスタンバ
イ等のプランに発展させていくために、AWS リージョン間でのデータレプリケーションやアプリケーションへの設計変更等の検討を行
う必要があります。

この構成での料金試算例

AWS CloudFormation

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

AWS Backup

バックアップの取得 - 課金はありません -

 100 GB *1 0.05 USD/GB 5.0

 100 GB *2 0.095 USD/GB 0.0*2

構成管理の実施 - 課金はありません -

 100 GB *3 *4 0.095 USD/GB 9.5 *4

エイリアスへのクエリ - 課金はありません -

 100 GB *2 *3 0.05 USD/GB 5.0

ホストゾーン 1 0.5 0.5

オンプレミス

フォワーダー

ネーム
サーバー

フルサービス
リゾルバー

リゾルバールール
ドメイン タイプ

既定 再帰的
転送

フォワーダー

からオンプレミス向けゾーンの名前解決
オンプレミス環境から を用いて、インターネット向けゾーンの名前解決
オンプレミスから 向けゾーンの名前解決

内に を配置し を参照することで ドメインに参加しているサーバーからも、同様の名前解決が可能です。

オンプレミスリソースからの
クエリ料金

AWS クラウド

AMI Snapshot

東京 リージョン (メインサイト )

アベイラビリティ
ゾーン A

Amazon EC2

AWS Backup

Amazon RDS
(Primary)

アベイラビリティ
ゾーン B

Amazon EC2

Amazon RDS
(Primary)

Elastic Load
Balancing

AMI Snapshot

シンガポール リージョン (DRサイト )

Amazon EC2

Amazon RDS
(Primary)

Amazon EC2

Amazon RDS
(Primary)

Elastic Load
Balancing

Amazon Route 53

Internet

AWS
CloudFormation

AMI・Snapshot の転送

この構成での
選択サービス

AWS リソースのプロビジョニング
AWS CloudFormation

ロードバランサー
Elastic Load Balancing

Web サーバー
Amazon EC2

バックアップの取得
AWS Backup

データベース
Amazon RDS

Web サーバー
Amazon EBS

Web サイトの名前解決
Amazon Route 53

メインサイトの AMI・スナップショット
 (Amazon EC2)

メインサイトのスナップショット 
(Amazon RDS)

DRサイトのスナップショット
(Amazon RDS)

DR サイトの AMI・スナップショット
 (Amazon EC2)
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目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 2,102 ドル (月額 )

IoT Intelligent Transport System

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

デバイス認証認可、テレメトリーデータの収集
AWS IoT Core

Intelligent Transport System(ITS)は、車両などの移動体と通信し、移動システムの高度化により渋滞などの社会問題の改善、移動に新しい価値
を生み出すシステムです。デジタルサービスと簡単に統合し、車両データを取集、処理、分析することで、スマートで安全かつ信頼性の高い交通手
段を構築することが可能となります。更に、分析を通じて得られる洞察は無限であり、より効率的にリソースを展開し、ミッションに集中するのに役
立つギャップ、問題、及び傾向を特定し対応を取るのに役立ちます。
AWS コネクテッドカーソリューションには、車両内でローカルコンピューティングを行うための機能、高度なイベントルール、データの処理および
ストレージ機能などが含まれています。このソリューションをベースにすることで広範なユースケースに対応するできます。

目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 ドル 月額

ドライバーの安全スコア、トリップデータなどの収集
AWS Lambda

収集データや異常検知データの保存
Amazon DynamoDB

テレメトリーデータの暗号化
Amazon Kinesis Data Firehose

暗号済みテレメトリーデータの保存

各種情報を外部へ通知

初回通信時のみ証明書の登録

AWS クラウド

External Server

車両位置、障害診断、安全運転
スコア、交通データを保存

Lambda

AWS Lambda

Amazon Simple Notification Service

DynamoDB

Anomaly detection

Location Base
Marketing

Just In Time
Registration Raw data

Lambda

DynamoDB

Diagnostic
trouble codes

Lambda

Lambda

Driver safety
score

Lambda

DynamoDB

Trip data

車両位置データの
保存、及び通知

障害診断データの
保存、及び通知

自動車1,000台から
各種メッセージを送信

Amazon Kinesis
Data Firehose

Connected Car

Amazon Kinesis
Data Analytics

Amazon Kinesis
Data Streams

異常検知データを検出、
保存、及び通知

AWS IoT Core

Lambda

交通データを保存、
及び通知

安全運転スコアを
算出、及び通知

Amazon S3

DynammoDB

テレメトリーデータを用いた異常検知 検知したデータのストリーミング ユーザーや管理者への通知
Amazon Simple Notification Service

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

トリガーされたルール対象のメッセージ メッセージ 万件

実行されたアクション アクション 万件

処理実行要求 リクエスト 万件

処理実行時間 秒 秒

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

読み込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

ストリームからの読み込み 万リクエスト

Amazon Kinesis Data Analytics 時間・

Notification Service

シャード時間 シャード 時間・シャード

ペイロードユニット ペイロードユニット 万ユニット

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

リクエスト リクエスト 万件

外部通知配信メッセージサイズ

取り込みデータ 最初の 月

ファイル保存容量 最初の 月

データ保存リクエスト リクエスト リクエスト

・
・

・

・
・
・
・

・
・
・
・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
自動車 台が に毎日 時間 日間 常時接続し、 メッセージを

のメッセージブローカーへ、その他メッセージは Basic Ingest トピックへ送信します。
を実施するための証明書の作成や登録は事前に完了しているものと

します。
秒間隔で平均 のメッセージを車両位置データとして収集します。
分間隔で平均 のメッセージを障害診断データとして収集します。
秒間隔で平均 のメッセージを安全運転スコアとして収集します。
秒間隔で平均 のメッセージを交通データとして収集します。

計 分間で平均 のメッセージを異常検知分析のためのデータとして収集します。
は事前に同時実行数 リクエストまでの上限緩和申請済みとします。
の全ての処理は、 のメモリを使用し平均 秒で処理が完了するとします。

は事前に 秒までの上限緩和申請済みとします。
では 分のデータをバッファリング 条件は 又は 分間

分として設定し、 へ無圧縮で保存します。
Amazon Kinesis Data Analytics は常時 5KPU(Kinesis Processing Unit)消費する アプリケー
ションを実行するとします。

は異常検知時 分に 件発生 のみ
Analytics から平均 のデータを受信するとします。
安全運転スコアを処理する では、 に対して のデータを取得
するとします。
外部通知を実施する は、 ストリームから アイテムずつ処理するとします。
Amazon Simple Notification Service から外部の エンドポイントに対して、サイズが
リクエストのリクエストを送信します。

台 分 分 時間 日 日 万分として計算
は メッセージ で の場合 メッセージで計算する必要があります。 台・月あ

たりのメッセージ数は、 メッセージ 時間車両位置 メッセージ 時間障害診断 メッセー
ジ 時間 交通 メッセージ 時間 安全運転スコア メッセージ 時間 異常検知
メッセージ 時間で、月当たり 台 メッセージ 時間 時間 日 メッ
セージとなり、デバイスからの リクエストメッセージを足し合わせた メッセージ

メッセージ として計算
台・月あたりの リクエスト数は、 リクエスト 時間車両位置 リクエスト 時間障害
診断 リクエスト 時間 安全運転スコア リクエスト 時間 交通 リクエスト 時間
リクエスト 時間 リクエスト 時間 外部通知 リクエスト 時間で、月当たり 台

リクエスト 時間 時間 日 リクエスト 時間 異常検知 時間 日
リクエストとなり、デバイスからの リクエストを足し合わせた メッセージ
メッセージ として計算
の処理時間は、 リクエスト 平均 秒 秒
秒として計算

車両 台・ 日あたりのデータ保存量は、車両位置 メッセージ メッセージ 分 分 時間
、障害診断 メッセージ メッセージ 分 分 時間 、交通 メッ

セージ メッセージ 分 分 時間 、更に 日あたりの異常検知 メッセージ
メッセージ 時間 時間 となり、全車両の 日分のデータ量は、 台

日 日 ≒ として計算
車両 台・ 日あたりの書き込みリクエストは、車両位置 リクエスト メッセージ メッセージ 分
分 時間 リクエスト、障害診断 リクエスト メッセージ メッセージ 分 分 時間

リクエスト、交通 リクエスト メッセージ メッセージ 分 分 時間 リクエスト、更
に 日あたりの異常検知 メッセージ メッセージ 時間 時間 リクエストとなり、全
車両の 日分のデータ量は、 台 リクエスト リクエスト リクエスト 日

リクエスト 日 リクエスト≒ 万リクエストとして計算
台 リクエスト 時間安全運転スコア 時間 日 万リクエストとして計算

ストリーム処理は、 台 リクエスト 時間 車両位置 リクエスト 時
間障害診断 時間 日 リクエストとして計算
車両 台・ 日あたりのデータ保存量は、車両位置 メッセージ メッセージ 分 分 時間

、障害診断 メッセージ メッセージ 分 分 時間 、安全交通スコア
メッセージ メッセージ 分 分 時間 、交通 メッセージ メッセージ 分
分 時間 となり、全車両・月あたり 台 車両位置 障害診断

安全交通スコア 交通 日 ≒
への保存リクエストの頻度は、 に保存する単一ファイルのサイズ

≒ リクエストして計算
時間 時間 日 ペイロードユニット ペイロードユニットとして計算

時間あたりの Amazon Simple Notification Service のリクエスト数は、外部通知 リクエスト 時間
リクエスト 時間 リクエスト 時間、異常検知 リクエスト 時間をあわせた リクエスト

で、 日間であれば リクエスト 時間 時間 日 リクエストして計算
メッセージ ≒ として計算

万リクエスト
毎月最初の 万リクエストは無料

ストリーム処理
(Kinesis Processing Unit(KPU))

まで 月
次の 月

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

メインサイトとして東京リージョン、 サイトとしてシンガポールリージョンのご利用を想定しています。
は、既存のものを使う想定のため、料金には含まれません。

のエンジンには の利用を想定しています。
構成管理の実施は、 や手動操作 次第 等を選択することもできます。
サイトの レコードは、 へのエイリアスレコードとして設定します。

のスナップショットのサイズは、別途 料金ページで説明されているとおり、通常実際のボリュームサイズより小さくなりますが、実際のサイズは使用状況や保持する世代数に
　より異なります。

のスナップショットは、別途 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、リージョンの総データベースストレージの に達するまで、
　 バックアップストレージに対する
　追加料金は発生しないため、ここでは としています。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

リージョン間のデータ転送には、別途 オンデマンド料金ページで説明されているデータ転送料金が発生します。
サイトにおける のスナップショットは、別途 料金ページのバックアップストレージで説明されているとおり、別リージョンに移動した場合には、

　移動先のリージョンのバックアップストレージが増加するため、課金が発生します。実際のサイズは使用状況や保持する世代数により異なります。

・
・
・
・
・

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
のエンドポイントには、複数の アドレスが含まれています。各 アドレスは、 つの に対応します。 ごとに時間料金が発生します。

内に を配置し を参照することで ドメインに参加しているサーバーからも同様の名前解決が可能です。
を考慮し、 それぞれ つの 、合計 つの を想定

日 万クエリを想定

・
・
・

目的・用途 クラウドを使いコストを抑えた形でディザスタリカバリ用のバックアップサイトを準備したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

目的・用途 オンプレミスから 向けゾーンやインターネット向けゾーンの名前解決をしたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

ハイブリッド環境でのドメインネームシステム名前解決

この構成での
選択サービス

オンプレミス環境と 環境の名前解決

オンプレミスネットワークと 環境とのプライベート接続を確立するには、これらの環境にまたがっ
たドメインネームシステム 名前解決の必要性がより重要になってきます。これらの課題を解決するために、この構成では

の機能である を利用します。
「 」「 」「リゾルバールール」で構成されるコンポーネントを活用して、オンプレミスから 向
け、オンプレミスからインターネット向け、 からオンプレミス向けのゾーンへの名前解決をマネージドサービスで一元管理を実現
します。また、 との間で回線のトラブルなどがあった場合に備え、オンプレミス環境側にフォワーダーを設置、キャッシュを利用する
ことで可用性が向上します。

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

毎の時間料金 時間 日 時間

万クエリ 日 万クエリ

バックアップ・リストアによる 対策

対策のための基本的な としてマルチ を利用することは有用ですが、さら
に物理的に離れた場所に サイトを構築する例です。 では異なるリージョンを サイトとして利用することができます。
こちらの例でご紹介する構成では、メインサイトの東京リージョンで構築した システムを、 サイトであるシンガポールリージョ
ンで復旧します。 や は、 を用いて定期的に やスナップショットを取得し、 サイトに転
送することができます。 サイトでの復旧では、 を用いることで 等の基本的なネットワークインフラや

の構築、メインサイトから転送されたスナップショットや から、 や を復元す
る操作を自動化することで、障害時における復旧操作の確実性を高めることができます。必要な リソースの復旧が全て完了した
後に、 によって接続先を サイトに切り替えることで、サービスを復旧することができます。
例では、目標復旧時点 を 時間と定義し、 によるバックアップを実施しています。復旧に要する時間、目標復旧時
間 は数時間程度を想定しています。 を更に短縮する場合には、パイロットライトやウォームスタンバイ、ホットスタンバ
イ等のプランに発展させていくために、 リージョン間でのデータレプリケーションやアプリケーションへの設計変更等の検討を行
う必要があります。

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

バックアップの取得 課金はありません

構成管理の実施 課金はありません

エイリアスへのクエリ 課金はありません

ホストゾーン

オンプレミス

フォワーダー

ネーム
サーバー

フルサービス
リゾルバー

リゾルバールール
ドメイン タイプ

既定 再帰的
転送

フォワーダー

からオンプレミス向けゾーンの名前解決
オンプレミス環境から を用いて、インターネット向けゾーンの名前解決
オンプレミスから 向けゾーンの名前解決

内に を配置し を参照することで ドメインに参加しているサーバーからも、同様の名前解決が可能です。

オンプレミスリソースからの
クエリ料金

クラウド

東京リージョン メインサイト

アベイラビリティ
ゾーン

アベイラビリティ
ゾーン

シンガポールリージョン サイト

・ の転送

この構成での
選択サービス

リソースのプロビジョニング

ロードバランサー サーバー

バックアップの取得

データベースサーバー サイトの名前解決

メインサイトの ・スナップショット

メインサイトのスナップショット

サイトのスナップショット

サイトの ・スナップショット
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目的・用途 デバイスを使ってテレメトリーデータをクラウド上に収集し、分析・監視を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイスデータ収集・解析 テレメトリー

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

テレメトリーデータ収集

デバイスのデータ測定結果の収集・保存・分析・監視を行うために を使って構築する例です。
インターネットに接続された複数のデバイス センサー、アクチュエーター、組み込みマイクロコントローラー、スマート家電などを管
理している場合、各デバイスの状態を把握するためにテレメトリーデータ遠隔測定結果を収集、保存し、分析する必要があります。
この構成では、大量のデバイスからのテレメトリーデータを 経由で収集し、収集したデータはフィルタリング、変換、強
化などの前処理を行ってから、分析用の時系列データストアに保存することが可能です。更に、 は

と直接統合可能であるため、可視化の構築、アドホック分析の実行、データからの迅速なビジネス上の洞察の取得するた
めに が利用できます。

S

データ前処理、保存、分析クエリ実行 測定結果分析の可視化

クラウド

コネクティッド・デバイス ゲートウェイ

閲覧者

管理者

万台のデバイスとゲートウェイが、 へ 接続し、
分毎にデバイス状態をメッセージとして送信

日 回の頻度で ユーザーが
ダッシュボードを閲覧

ユーザーによって
ダッシュボードを作成

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、デバイス状態メッセージ を 分間隔で の トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは への送信を設定します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。
は、ダッシュボード作成者が ユーザーで はデフォルト ユーザーのみを使用し、閲覧者は 日 回以上の頻度で使用するユーザーが 名とします。

万デバイス 分 日 万分として計算
万台 メッセージ 時間 時間 日 万メッセージとして計算

万メッセージ 日 ≒ として計算
初日はデータがなく 日分をスキャン対象とするため、 万メッセージ 日 日 ≒ として計算

・
・
・
・
・

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

万件

データ保存

データ前処理

作成者 ユーザー ユーザー

閲覧者 ユーザー ユーザー

実行されたアクション 万アクション 万件

分析クエリ実行

トリガーされたルール対象の
メッセージ

目的・用途 デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイス制御

デバイスの監視と制御を行うため を使ってサーバレスでソリューションを構築する例です。
デバイス制御では、インターネットに接続されたデバイスは アプリケーションに接続し、 アプリケーションはデバイスとデータや制御

コマンドをやり取りできます。
のメッセージブローカーを用いることで、デバイスと アプリケーション間でメッセージの相互伝達が可能となります。トピック

と呼ばれる論理通信チャネルをデバイス毎に割り当てサブスクライブすることで、 アプリケーションからトピックに向けて制御コマンド送信す
るとデバイスでメッセージの受信が行えます。また、 を用いることで、 文などの分岐処理を書くことなく、 センサーやアプ
リケーションで発生したイベントを容易に検出し対応することが可能となります。

クラウド

配信メッセージを作成し、エラー状態をメール配信
ユーザー

コネクティッドデバイス

Notification Service

デバイス 万台が へ 接続し、
ユーザーからの制御コマンドを受信し処理実施

エラーメッセージのみ
へ転送

デバイス情報を取得して、
トピックへメッセージ送信

回 日 デバイスの
頻度でユーザーが
制御コマンドを送信

デバイスから送信された
全メッセージを収集、加工し保存

デバイス状態を
評価し、エラー
変化を検出

(※右にあるものと同一)

万
メッセージ

メッセージ相互通信 データストアへの格納、通知メッセージ加工大量メッセージのストリーミングデバイス状態変更検知

目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

デバイス認証認可、テレメトリーデータの収集

は、車両などの移動体と通信し、移動システムの高度化により渋滞などの社会問題の改善、移動に新しい価値
を生み出すシステムです。デジタルサービスと簡単に統合し、車両データを取集、処理、分析することで、スマートで安全かつ信頼性の高い交通手
段を構築することが可能となります。更に、分析を通じて得られる洞察は無限であり、より効率的にリソースを展開し、ミッションに集中するのに役
立つギャップ、問題、及び傾向を特定し対応を取るのに役立ちます。

コネクテッドカーソリューションには、車両内でローカルコンピューティングを行うための機能、高度なイベントルール、データの処理および
ストレージ機能などが含まれています。このソリューションをベースにすることで広範なユースケースに対応するできます。

目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 2,102 ドル (月額 )

IoT Intelligent Transport System

ドライバーの安全スコア、トリップデータなどの収集 収集データや異常検知データの保存 テレメトリーデータの暗号化 暗号済みテレメトリーデータの保存
Amazon S3

各種情報を外部へ通知

初回通信時のみ証明書の登録

クラウド
車両位置、障害診断、安全運転
スコア、交通データを保存

Amazon Simple Notification Service

Anomaly detection

Location Base Diagnostic
trouble codes

score

車両位置データの
保存、及び通知

障害診断データの
保存、及び通知

自動車 台から
各種メッセージを送信

Connected Car

Data Analytics

異常検知データを検出、
保存、及び通知

交通データを保存、
及び通知

安全運転スコアを
算出、及び通知

テレメトリーデータを用いた異常検知
Amazon Kinesis Data Analytics

検知したデータのストリーミング
Amazon Kinesis Data Streams

ユーザーや管理者への通知
Amazon Simple Notification Service

月額合計料金：2,102.14869(USD)
※ 2020 年 5 月 25 日時点での試算です

この構成での料金試算例

AWS IoT Core

Amazon Kinesis Data Firehose

AWS Lambda

Amazon DynamoDB

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

デバイス接続時間(分) 360 万分 (*1) 0.096USD/100 万分 0.34560

トリガーされたルール対象のメッセージ 928,801,000 メッセージ (*2) 0.18USD/100 万件 167.18418

実行されたアクション 928,801,000 アクション (*2) 0.18USD/100 万件 167.18418

処理実行要求 115,200,720 リクエスト (*3) 0.20USD/100 万件 23.04015

処理実行時間 86,400,540GB-秒(*4) 0.0000166667USD/GB-秒 1,440.01189

データ容量 90GB (*5) 毎月最初の 25GB の保管は無料 0.285USD/GB 18.52500

書き込みリクエスト 9,368 万リクエスト (*6) 1.4269USD / 100 万リクエスト 133.67200

読み込みリクエスト 720 万リクエスト (*7) 0.285USD/100 万リクエスト 2.05200

ストリームからの読み込み 4,680 万リクエスト(*8)  10.10040

Amazon S3

Amazon Kinesis Data Analytics  1KPU 0.142USD/時間・KPU 102.24000

Amazon Kinesis Data Streams

Amazon Simple
Notification Service

シャード時間 1 シャード 0.0195USD/時間・シャード 14.04000

PUT ペイロードユニット 2,880 ペイロードユニット(*11) 0.0215USD/100 万ユニット 0.00007

配信リクエスト 648,720 リクエスト(*12) 最初 100 万件/月は無料 0.00000

HTTP/S API リクエスト 648,720 リクエスト 2.00USD/10 万件 12.97440

外部通知配信メッセージサイズ 40GB (*13)  4.44600

取り込みデータ 103GB(*9) 0.036USD/GB(最初の 500TB/月) 3.70800

ファイル保存容量 103GB 0.025USD/GB(最初の 50 TB/月) 2.57500

データ保存リクエスト 10,600 リクエスト(*10) 0.0047USD/1,000 リクエスト 0.04982

・
・

・

・
・
・
・

・
・
・
・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
自動車 1,000 台が AWS IoT Core に毎日 2 時間(30 日間)常時接続し、JITRメッセージをAWS IoT 
Coreのメッセージブローカーへ、その他メッセージは Basic Ingest トピックへ送信します。
Just In Time Registration(JITR)を実施するための証明書の作成や登録は事前に完了しているものと
します。
5 秒間隔で平均 1KB のメッセージを車両位置データとして収集します。
1 分間隔で平均 10KB のメッセージを障害診断データとして収集します。
30 秒間隔で平均 2KB のメッセージを安全運転スコアとして収集します。
30 秒間隔で平均 2KB のメッセージを交通データとして収集します。
計 5 分間で平均 6,000KB のメッセージを異常検知分析のためのデータとして収集します。
AWS Lambda は事前に同時実行数 10,000 リクエストまでの上限緩和申請済みとします。
AWS Lambda の全ての処理は、256MB のメモリを使用し平均 3 秒で処理が完了するとします。
Amazon Kinesis Data Firehose は事前に 20MB/秒までの上限緩和申請済みとします。
Amazon Kinesis Data Firehose では 10MB 分のデータをバッファリング(条件は 10MB 又は 5 分間
分として設定)し、Amazon S3 へ無圧縮で保存します。
Amazon Kinesis Data Analytics は常時 5KPU(Kinesis Processing Unit)消費する SQL アプリケー
ションを実行するとします。
Amazon Kinesis Data Streams は異常検知時(5 分に 1 件発生)のみ Amazon Kinesis Data 
Analytics から平均 100KB のデータを受信するとします。
安全運転スコアを処理する AWS Lambda では、Amazon DynamoDB に対して 4KB のデータを取得
するとします。
外部通知を実施する AWS Lambda は、DynamoDB ストリームから 1 アイテムずつ処理するとします。
Amazon Simple Notification Service から外部の HTTP/S エンドポイントに対して、サイズが 64KB/
リクエストのリクエストを送信します。

1.   1,000 台 * 3,600 分 (60 分 * 2 時間/日 * 30 日) = 360 万分として計算
2.   AWS IoT Core は 1 メッセージ/5KB で 10KB の場合 2 メッセージで計算する必要があります。1 台・月あ
たりのメッセージ数は、720 メッセージ/時間(車両位置) + 120 メッセージ/時間(障害診断) + 120 メッセー
ジ/時間(交通) + 120 メッセージ/時間(安全運転スコア) + 14,400 メッセージ/時間(異常検知) = 15,480 
メッセージ/時間で、月当たり 1,000 台 * 15,480 メッセージ/時間 * 2 時間 * 30 日 = 928,800,000 メッ
セージとなり、デバイスからの  JITR リクエストメッセージを足し合わせた  1,000 メッセージ  + 
928,800,000 メッセージ = 928,801,000 として計算

3.  1 台・月あたりの AWS Lambda リクエスト数は、720 リクエスト/時間(車両位置) + 60リクエスト/時間(障害
診断) + 120リクエスト/時間(安全運転スコア) + 120リクエスト/時間(交通) + (720 リクエスト/時間 + 60 
リクエスト/時間 + 120 リクエスト/時間)(外部通知) = 1,920 リクエスト/時間で、月当たり 1,000 台 * 
1,920 リクエスト/時間 * 2 時間 * 30 日 + 12 リクエスト/時間(異常検知) * 2 時間 * 30 日 = 
115,920,000 リクエストとなり、デバイスからの JITR リクエストを足し合わせた1,000 メッセージ + 
115,920,000 メッセージ = 115,200,720 として計算

4.   AWS Lambda の処理時間は、115,200,720 リクエスト * 平均 3 秒 * 256MB = 88,474,152,960MB-秒 = 
86,400,540GB-秒として計算

5.   車両 1 台・1 日あたりのデータ保存量は、車両位置: 1KB/メッセージ * 12 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 
= 1,440KB、障害診断: 10KB/メッセージ * 1 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 = 1,200KB、交通: 2KB/メッ
セージ * 2メッセージ/分 * 60 分 *  2時間 = 480KB、更に 1 日あたりの異常検知: 100KB/メッセージ * 1 
メッセージ/時間 * 24 時間 = 2,400KB となり、全車両の 30 日分のデータ量は、1,000 台 * (1,440KB + 
1,200KB + 480KB) * 30 日 + 2,400KB * 30 日 = 93,672,000KB ≒ 90GB として計算

6.   車両 1 台・1 日あたりの書き込みリクエストは、車両位置: 1 リクエスト/メッセージ * 12 メッセージ/分 * 60 
分 * 2 時間 = 120 リクエスト、障害診断: 10 リクエスト/メッセージ * 1 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 = 
1,200 リクエスト、交通: 2 リクエスト/メッセージ * 2 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 = 480 リクエスト、更
に 1 日あたりの異常検知: 100KB/メッセージ * 1 メッセージ/時間 * 24 時間 = 2,400 リクエストとなり、全
車両の 30 日分のデータ量は、1,000 台 * (1,440 リクエスト + 1,200 リクエスト + 480 リクエスト) * 30 日 
+ 2,400 リクエスト * 30 日 = 93,672,000 リクエスト ≒ 9,368 万リクエストとして計算

7.   1,000 台 * 120 リクエスト/時間(安全運転スコア) * 2 時間 * 30 日 = 720 万リクエストとして計算
8.   Amazon DynamoDB ストリーム処理は、1,000 台 * (720 リクエスト/時間(車両位置) + 60 リクエスト/時
間(障害診断)) * 2 時間 * 30 日 = 46,800,000 リクエストとして計算

9.   車両 1 台・1 日あたりのデータ保存量は、車両位置: 1KB/メッセージ * 12 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 
= 1,440KB、障害診断: 10KB/メッセージ * 1 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 = 1,200KB、安全交通スコア: 
2KB/メッセージ * 2 メッセージ/分 * 60 分 * 2 時間 = 480KB、交通: 2KB/メッセージ * 2 メッセージ/分 * 
60 分 * 2 時間 = 480KB となり、全車両・月あたり 1,000 台 * (1,440KB(車両位置) + 1,200KB(障害診断) 
+ 480KB(安全交通スコア) + 480KB(交通)) * 30 日 = 108,000,000KB ≒ 103GB

10. Amazon S3 への保存リクエストの頻度は、103GB/10MB(S3 に保存する単一ファイルのサイズ) = 
10,547.2 ≒ 10,600 リクエストして計算

11. 100KB/時間 * 720 時間(30 日) * 1 ペイロードユニット/25KB = 2,880 ペイロードユニットとして計算
12. 1時間あたりの Amazon Simple Notification Service のリクエスト数は、外部通知: 720 リクエスト/時間 

+ 60 リクエスト/時間 + 120 リクエスト/時間、異常検知: 1 リクエスト/1 時間をあわせた 901 リクエスト
で、30 日間であれば 901 リクエスト/時間 * 720 時間(30 日) = 648,720 リクエストして計算

13. 648,720 メッセージ * 64KB = 41,518,080KB ≒ 40GB として計算

0.0228USD/10 万リクエスト
(毎月最初の 250 万リクエストは無料)

ストリーム処理
(Kinesis Processing Unit(KPU))

0.00USD/GB(1GB まで/月) 
0.114USD/GB(次の 9.999TB/月) 

30



目的・用途 IoT デバイスを使ってテレメトリーデータをクラウド上に収集し、分析・監視を行いたい
この構成での料金試算例 171 ドル (月額 )

IoT デバイスデータ収集・解析 (テレメトリー )

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

テレメトリーデータ収集
AWS IoT Core

IoT デバイスのデータ測定結果の収集・保存・分析・監視を行うために AWS IoT Core を使って構築する例です。
インターネットに接続された複数のデバイス (センサー、アクチュエーター、組み込みマイクロコントローラー、スマート家電など)を管
理している場合、各デバイスの状態を把握するためにテレメトリーデータ(遠隔測定結果)を収集、保存し、分析する必要があります。
この構成では、大量のデバイスからのテレメトリーデータを AWS IoT Core 経由で収集し、収集したデータはフィルタリング、変換、強
化などの前処理を行ってから、分析用の時系列データストアに保存することが可能です。更に、AWS IoT Analytics は Amazon 

QuickSight と直接統合可能であるため、可視化の構築、アドホック分析の実行、データからの迅速なビジネス上の洞察の取得するた
めに Amazon QuickSight が利用できます。

データ前処理、保存、分析クエリ実行
AWS IoT Analytics

測定結果分析の可視化
Amazon QuickSight

AWS クラウド

AWS IoT Core

コネクティッド・デバイス ゲートウェイ

Amazon FreeRTOS IoT Device SDK

閲覧者

管理者

AWS IoT Analytics

Amazon QuickSight

1 万台のデバイスとゲートウェイが、 IoT Core へ MQTT 接続し、
5 分毎にデバイス状態をメッセージとして送信

1 日 2 回の頻度で 5 ユーザーが
ダッシュボードを閲覧

2 ユーザーによって
ダッシュボードを作成

月額合計料金 : 171.18(USD)
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 1 万台が AWS IoT Core に 30 日間常時接続し、デバイス状態メッセージ (1KB) を 5 分間隔で AWS IoT CoreのBasic Ingest トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから AWS IoT Core へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは AWS IoT Analytics への送信を設定します。
AWS IoT Analytics のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 1 日 1 回分析クエリを実行します。
Amazon QuickSight は、ダッシュボード作成者が 2 ユーザーでSPICEはデフォルト 10GB/ユーザーのみを使用し、閲覧者は 1 日 2 回以上の頻度で使用するユーザーが 5 名とします。

1. 1 万デバイス * 43,200分 (30 日) = 43,200 万分として計算
2. 1 万台 * 12 メッセージ/時間 * 720 時間 (30 日) = 8,640 万メッセージとして計算
3. 8,640 万メッセージ (30日) * 1KB = 82.397460938GB ≒ 83GB として計算
4. 初日はデータがなく 29 日分をスキャン対象とするため、8,640 万メッセージ * 29 日/30 日 * 1KB = 0.077784061TB ≒ 0.08TB として計算

・
・
・
・
・

この構成での料金試算例

AWS IoT Analytics

Amazon QuickSight

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

AWS IoT Core

デバイス接続時間(分) 43,200 万分 (*1) 0.096USD/100 万分 41.48

   0.18USD/100 万件 15.56

データ保存 83GB (*3) 0.04USD/GB 3.32

データ前処理 83GB (*3) 0.26 UDS/GB 21.58

作成者 2 ユーザー 24USD/ユーザー 48.00

閲覧者 5 ユーザー 5USD/ユーザー 25.00

実行されたアクション 8,640 万アクション 0.18USD/100 万件 15.56

分析クエリ実行 0.08TB (*4) 8.45USD/TB 0.68

トリガーされたルール対象の
メッセージ 

目的・用途 デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイス制御

デバイスの監視と制御を行うため を使ってサーバレスでソリューションを構築する例です。
デバイス制御では、インターネットに接続されたデバイスは アプリケーションに接続し、 アプリケーションはデバイスとデータや制御

コマンドをやり取りできます。
のメッセージブローカーを用いることで、デバイスと アプリケーション間でメッセージの相互伝達が可能となります。トピック

と呼ばれる論理通信チャネルをデバイス毎に割り当てサブスクライブすることで、 アプリケーションからトピックに向けて制御コマンド送信す
るとデバイスでメッセージの受信が行えます。また、 を用いることで、 文などの分岐処理を書くことなく、 センサーやアプ
リケーションで発生したイベントを容易に検出し対応することが可能となります。

クラウド

配信メッセージを作成し、エラー状態をメール配信
ユーザー

コネクティッドデバイス

Notification Service

デバイス 万台が へ 接続し、
ユーザーからの制御コマンドを受信し処理実施

エラーメッセージのみ
へ転送

デバイス情報を取得して、
トピックへメッセージ送信

回 日 デバイスの
頻度でユーザーが
制御コマンドを送信

デバイスから送信された
全メッセージを収集、加工し保存

デバイス状態を
評価し、エラー
変化を検出

(※右にあるものと同一)

8,640 万
メッセージ (*2)

メッセージ相互通信 データストアへの格納、通知メッセージ加工大量メッセージのストリーミングデバイス状態変更検知

目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

デバイス認証認可、テレメトリーデータの収集

は、車両などの移動体と通信し、移動システムの高度化により渋滞などの社会問題の改善、移動に新しい価値
を生み出すシステムです。デジタルサービスと簡単に統合し、車両データを取集、処理、分析することで、スマートで安全かつ信頼性の高い交通手
段を構築することが可能となります。更に、分析を通じて得られる洞察は無限であり、より効率的にリソースを展開し、ミッションに集中するのに役
立つギャップ、問題、及び傾向を特定し対応を取るのに役立ちます。

コネクテッドカーソリューションには、車両内でローカルコンピューティングを行うための機能、高度なイベントルール、データの処理および
ストレージ機能などが含まれています。このソリューションをベースにすることで広範なユースケースに対応するできます。

目的・用途 車両からの情報をネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決
この構成での料金試算例 ドル 月額

ドライバーの安全スコア、トリップデータなどの収集 収集データや異常検知データの保存 テレメトリーデータの暗号化 暗号済みテレメトリーデータの保存

各種情報を外部へ通知

初回通信時のみ証明書の登録

クラウド
車両位置、障害診断、安全運転
スコア、交通データを保存

Amazon Simple Notification Service

Anomaly detection

Location Base Diagnostic
trouble codes

score

車両位置データの
保存、及び通知

障害診断データの
保存、及び通知

自動車 台から
各種メッセージを送信

Connected Car

Data Analytics

異常検知データを検出、
保存、及び通知

交通データを保存、
及び通知

安全運転スコアを
算出、及び通知

テレメトリーデータを用いた異常検知 検知したデータのストリーミング ユーザーや管理者への通知
Amazon Simple Notification Service

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

トリガーされたルール対象のメッセージ メッセージ 万件

実行されたアクション アクション 万件

処理実行要求 リクエスト 万件

処理実行時間 秒 秒

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

読み込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

ストリームからの読み込み 万リクエスト

Amazon Kinesis Data Analytics 時間・

Notification Service

シャード時間 シャード 時間・シャード

ペイロードユニット ペイロードユニット 万ユニット

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

リクエスト リクエスト 万件

外部通知配信メッセージサイズ

取り込みデータ 最初の 月

ファイル保存容量 最初の 月

データ保存リクエスト リクエスト リクエスト

・
・

・

・
・
・
・

・
・
・
・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
自動車 台が に毎日 時間 日間 常時接続し、 メッセージを

のメッセージブローカーへ、その他メッセージは Basic Ingest トピックへ送信します。
を実施するための証明書の作成や登録は事前に完了しているものと

します。
秒間隔で平均 のメッセージを車両位置データとして収集します。
分間隔で平均 のメッセージを障害診断データとして収集します。
秒間隔で平均 のメッセージを安全運転スコアとして収集します。
秒間隔で平均 のメッセージを交通データとして収集します。

計 分間で平均 のメッセージを異常検知分析のためのデータとして収集します。
は事前に同時実行数 リクエストまでの上限緩和申請済みとします。
の全ての処理は、 のメモリを使用し平均 秒で処理が完了するとします。

は事前に 秒までの上限緩和申請済みとします。
では 分のデータをバッファリング 条件は 又は 分間

分として設定し、 へ無圧縮で保存します。
Amazon Kinesis Data Analytics は常時 5KPU(Kinesis Processing Unit)消費する アプリケー
ションを実行するとします。

は異常検知時 分に 件発生 のみ
Analytics から平均 のデータを受信するとします。
安全運転スコアを処理する では、 に対して のデータを取得
するとします。
外部通知を実施する は、 ストリームから アイテムずつ処理するとします。
Amazon Simple Notification Service から外部の エンドポイントに対して、サイズが
リクエストのリクエストを送信します。

台 分 分 時間 日 日 万分として計算
は メッセージ で の場合 メッセージで計算する必要があります。 台・月あ

たりのメッセージ数は、 メッセージ 時間車両位置 メッセージ 時間障害診断 メッセー
ジ 時間 交通 メッセージ 時間 安全運転スコア メッセージ 時間 異常検知
メッセージ 時間で、月当たり 台 メッセージ 時間 時間 日 メッ
セージとなり、デバイスからの リクエストメッセージを足し合わせた メッセージ

メッセージ として計算
台・月あたりの リクエスト数は、 リクエスト 時間車両位置 リクエスト 時間障害
診断 リクエスト 時間 安全運転スコア リクエスト 時間 交通 リクエスト 時間
リクエスト 時間 リクエスト 時間 外部通知 リクエスト 時間で、月当たり 台

リクエスト 時間 時間 日 リクエスト 時間 異常検知 時間 日
リクエストとなり、デバイスからの リクエストを足し合わせた メッセージ
メッセージ として計算
の処理時間は、 リクエスト 平均 秒 秒
秒として計算

車両 台・ 日あたりのデータ保存量は、車両位置 メッセージ メッセージ 分 分 時間
、障害診断 メッセージ メッセージ 分 分 時間 、交通 メッ

セージ メッセージ 分 分 時間 、更に 日あたりの異常検知 メッセージ
メッセージ 時間 時間 となり、全車両の 日分のデータ量は、 台

日 日 ≒ として計算
車両 台・ 日あたりの書き込みリクエストは、車両位置 リクエスト メッセージ メッセージ 分
分 時間 リクエスト、障害診断 リクエスト メッセージ メッセージ 分 分 時間

リクエスト、交通 リクエスト メッセージ メッセージ 分 分 時間 リクエスト、更
に 日あたりの異常検知 メッセージ メッセージ 時間 時間 リクエストとなり、全
車両の 日分のデータ量は、 台 リクエスト リクエスト リクエスト 日

リクエスト 日 リクエスト≒ 万リクエストとして計算
台 リクエスト 時間安全運転スコア 時間 日 万リクエストとして計算

ストリーム処理は、 台 リクエスト 時間 車両位置 リクエスト 時
間障害診断 時間 日 リクエストとして計算
車両 台・ 日あたりのデータ保存量は、車両位置 メッセージ メッセージ 分 分 時間

、障害診断 メッセージ メッセージ 分 分 時間 、安全交通スコア
メッセージ メッセージ 分 分 時間 、交通 メッセージ メッセージ 分
分 時間 となり、全車両・月あたり 台 車両位置 障害診断

安全交通スコア 交通 日 ≒
への保存リクエストの頻度は、 に保存する単一ファイルのサイズ

≒ リクエストして計算
時間 時間 日 ペイロードユニット ペイロードユニットとして計算

時間あたりの Amazon Simple Notification Service のリクエスト数は、外部通知 リクエスト 時間
リクエスト 時間 リクエスト 時間、異常検知 リクエスト 時間をあわせた リクエスト

で、 日間であれば リクエスト 時間 時間 日 リクエストして計算
メッセージ ≒ として計算

万リクエスト
毎月最初の 万リクエストは無料

ストリーム処理
(Kinesis Processing Unit(KPU))

まで 月
次の 月
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S

エンドポイント

目的・用途 デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイス制御

通知メッセージ送信
Amazon Simple Notification Service

セキュリティ設定メトリクスの収集
AWS IoT Core

セキュリティ設定のスケジューリング監視
AWS IoT Device Defender

セキュリティ設定ギャップ検出時の通知
Amazon Simple Notification Service

デバイス情報データストア

万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送のためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万メッ
セージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッセージとして計算

デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ 秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存： 万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト 万
秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒ のレスポンスとして計算

アイテム 万台 ≒
制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエスト： 万 万 万リクエストとして計算

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用 デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

多くの システムでは数万から数百万のデバイスで構成されることもあり、接続されたデバイスフリートを追跡、監視、管理することが不可欠
です。ユーザーは、 デバイスがシステム稼働後も、確実に適切かつセキュアに動作をさせる必要があります。また、デバイスへのアクセスのセ
キュリティ保護、正常性の監視、問題の検出とリモートからのトラブルシューティング、およびソフトウェアやファームウェアの更新の管理も必要と
なってきます。

では、膨大な数の デバイスの登録、シンプルな編成、デバイスのモニタリング、無線によるファームウェアの
更新などリモート管理を簡単かつ安全に行うことができるようになります。更に、 を利用することで、セキュリティのベ
ストプラクティスからの逸脱がないか 設定を継続的に監査し、セキュリティリスクが発生する可能性がある 設定のギャップが検知される
と、アラートを送信することができます。

全デバイスでジョブファイルと更新ファイルを
取得し、システム更新処理を実行

クラウド

Notification Service

デバイスのセキュリティ設定が
逸脱時に通知

日間隔で
セキュリティ設定を収集

万台のデバイス

ジョブファイルと
更新ファイルを事前に保存

より
ヶ月間隔で に
よりジョブを実行

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

メッセージング数 万メッセージ 万件 億件まで

トリガーされたルール対象のメッセージ 万メッセージ 万件

実行されたアクション 万アクション 万件

メッセージ評価回数 万評価 万評価 万回まで

シャード・時間 シャード・時間 時間

ペイロード・ユニット 万ペイロード・ユニット 万ユニット

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納リクエスト 万リクエスト

Amazon Simple Notification Service

配信リクエスト 万リクエスト 最初 万件 月は無料

通知配信件数 万件 万件

通知配信メッセージサイズ まで 月

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

読み込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、ユーザーからの制御コマンドを受
信し、 の制御コマンド実行結果を へ送信します。
全制御コマンド実行結果の がエラーになるとします。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定します。
全メッセージを へ転送し、エラーメッセージのみを

へ転送するルールステートメント・アクションを作成します。
から へのバッチサイズは 、バッチウィンドウは

秒とします。
のメモリは全て を指定します。
による配信メッセージ作成処理時間は平均 秒、メッセージ保存処理時間は平

均 秒、デバイスへの制御コマンド送信処理時間は平均 秒とします。
平均 配信のサイズでメール配信を行います。
ユーザーは 回 日 デバイスの頻度で制御コマンドを送信し、 のレスポンスを受信し
ます。
デバイス情報は アイテムで に保存します。
万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから
制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送の
ためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万
メッセージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッ

セージとして計算
デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ

秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存：
万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト

万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエス
ト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト
万秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒
として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒

のレスポンスとして計算
アイテム 万台 ≒

制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエス
ト： 万 万 万リクエストとして計算

万件
万件 月は無料

リクエスト 万リクエスト 万リクエスト
最初の 億 万

デバイス制御コマンド結果 月まで無料
月まで

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納処理時間 万 秒 秒
万 秒 月は無料

目的・用途 デバイスを使ってテレメトリーデータをクラウド上に収集し、分析・監視を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイスデータ収集・解析 テレメトリー

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

テレメトリーデータ収集

デバイスのデータ測定結果の収集・保存・分析・監視を行うために を使って構築する例です。
インターネットに接続された複数のデバイス センサー、アクチュエーター、組み込みマイクロコントローラー、スマート家電などを管
理している場合、各デバイスの状態を把握するためにテレメトリーデータ遠隔測定結果を収集、保存し、分析する必要があります。
この構成では、大量のデバイスからのテレメトリーデータを 経由で収集し、収集したデータはフィルタリング、変換、強
化などの前処理を行ってから、分析用の時系列データストアに保存することが可能です。更に、 は

と直接統合可能であるため、可視化の構築、アドホック分析の実行、データからの迅速なビジネス上の洞察の取得するた
めに が利用できます。

データ前処理、保存、分析クエリ実行 測定結果分析の可視化

クラウド

コネクティッド・デバイス ゲートウェイ

閲覧者

管理者

万台のデバイスとゲートウェイが、 へ 接続し、
分毎にデバイス状態をメッセージとして送信

日 回の頻度で ユーザーが
ダッシュボードを閲覧

ユーザーによって
ダッシュボードを作成

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、デバイス状態メッセージ を 分間隔で の トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは への送信を設定します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。
は、ダッシュボード作成者が ユーザーで はデフォルト ユーザーのみを使用し、閲覧者は 日 回以上の頻度で使用するユーザーが 名とします。

万デバイス 分 日 万分として計算
万台 メッセージ 時間 時間 日 万メッセージとして計算

万メッセージ 日 ≒ として計算
初日はデータがなく 日分をスキャン対象とするため、 万メッセージ 日 日 ≒ として計算

・
・
・
・
・

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

万件

データ保存

データ前処理

作成者 ユーザー ユーザー

閲覧者 ユーザー ユーザー

実行されたアクション 万アクション 万件

分析クエリ実行

トリガーされたルール対象の
メッセージ

目的・用途 IoT デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 106 ドル (月額 )  

IoT デバイス制御

IoT デバイスの監視と制御を行うため AWS IoT Core を使ってサーバレスでソリューションを構築する例です。
IoT デバイス制御では、インターネットに接続されたデバイスは IoT アプリケーションに接続し、IoT アプリケーションはデバイスとデータや制御
コマンドをやり取りできます。
AWS IoT Core のメッセージブローカーを用いることで、デバイスと IoT アプリケーション間でメッセージの相互伝達が可能となります。トピック
と呼ばれる論理通信チャネルをデバイス毎に割り当てサブスクライブすることで、IoT アプリケーションからトピックに向けて制御コマンド送信す
るとデバイスでメッセージの受信が行えます。また、AWS IoT Events を用いることで、if 文などの分岐処理を書くことなく、IoT センサーやアプ
リケーションで発生したイベントを容易に検出し対応することが可能となります。

AWS クラウド

Lambda

Lambda DynamoDB

AWS Lambda

配信メッセージを作成し、エラー状態をメール配信

AWS IoT Core

Aws IoT Events Amazon Kinesis
Data Streams

ユーザー

コネクティッドデバイス

Amazon Simple
Notification Service

デバイス 1 万台が AWS IoT Core へ MQTT 接続し、
ユーザーからの制御コマンドを受信し処理実施

エラーメッセージのみ
AWS IoT Events へ転送

デバイス情報を取得して、
トピックへメッセージ送信

10 回/日/デバイスの
頻度でユーザーが
制御コマンドを送信

デバイスから送信された
全メッセージを収集、加工し保存

デバイス状態を
評価し、エラー
変化を検出

Amazon
DynamoDB

(※右にあるものと同一)

Amazon API Gateway

万
メッセージ

メッセージ相互通信
AWS IoT Core

データストアへの格納、通知メッセージ加工
AWS Lambda

大量メッセージのストリーミング
Amazon Kinesis Data Streams

デバイス状態変更検知
AWS IoT Events
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REST エンドポイント
Amazon API Gateway

目的・用途 IoT デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 106 ドル (月額 )  

IoT デバイス制御

通知メッセージ送信
Amazon Simple Notification Service

セキュリティ設定メトリクスの収集
AWS IoT Core

セキュリティ設定のスケジューリング監視
AWS IoT Device Defender

セキュリティ設定ギャップ検出時の通知
Amazon Simple Notification Service

デバイス情報データストア
Amazon DynamoDB

万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送のためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万メッ
セージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッセージとして計算

デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ 秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存： 万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト 万
秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒ のレスポンスとして計算

アイテム 万台 ≒
制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエスト： 万 万 万リクエストとして計算

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用 デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

多くの システムでは数万から数百万のデバイスで構成されることもあり、接続されたデバイスフリートを追跡、監視、管理することが不可欠
です。ユーザーは、 デバイスがシステム稼働後も、確実に適切かつセキュアに動作をさせる必要があります。また、デバイスへのアクセスのセ
キュリティ保護、正常性の監視、問題の検出とリモートからのトラブルシューティング、およびソフトウェアやファームウェアの更新の管理も必要と
なってきます。

では、膨大な数の デバイスの登録、シンプルな編成、デバイスのモニタリング、無線によるファームウェアの
更新などリモート管理を簡単かつ安全に行うことができるようになります。更に、 を利用することで、セキュリティのベ
ストプラクティスからの逸脱がないか 設定を継続的に監査し、セキュリティリスクが発生する可能性がある 設定のギャップが検知される
と、アラートを送信することができます。

全デバイスでジョブファイルと更新ファイルを
取得し、システム更新処理を実行

クラウド

Notification Service

デバイスのセキュリティ設定が
逸脱時に通知

日間隔で
セキュリティ設定を収集

万台のデバイス

ジョブファイルと
更新ファイルを事前に保存

より
ヶ月間隔で に
よりジョブを実行

月額合計料金：105.63(USD)
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

この構成での料金試算例

AWS IoT Core

AWS Lambda

Amazon CloudWatch Logs

Amazon Kinesis Data Streams

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

デバイス接続時間(分) 43,200 万分 (*1) 0.096USD/100 万分 41.48

メッセージング数 600 万メッセージ (*2) 1.20USD/100 万件(10億件まで) 7.20

トリガーされたルール対象のメッセージ 303 万メッセージ (*3) 0.18USD/100 万件 0.55

実行されたアクション 303 万アクション  (*3) 0.18USD/100 万件 0.55

メッセージ評価回数 3万評価 (*4) 1.21USD/1 万評価(500 万回まで) 3.63

シャード・時間 720 シャード・時間 (*5) 0.0195USD/時間 14.04

PUT ペイロード・ユニット 300 万ペイロード・ユニット 0.0215USD/100 万ユニット 0.07

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納リクエスト 306 万リクエスト (*6)  0.42

Amazon Simple Notification Service

配信リクエスト 3 万リクエスト 最初 100 万件/月は無料 0.00

通知配信件数 3 万件 (*8) 2.00USD/10 万件 0.60

Amazon API Gateway

Amazon DynamoDB

通知配信メッセージサイズ 150MB (* 8) 0.00USD/GB(1GBまで/月) 0.00

データ容量 0.04GB (*10) 毎月最初の 25 GB の保管は無料 0.00

書き込みリクエスト 300 万リクエスト (*11) 1.4269USD/100 万リクエスト 4.29

読み込みリクエスト 303 万リクエスト  (*12) 0.285USD/100 万リクエスト 0.87

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 1 万台が AWS IoT Core に 30 日間常時接続し、ユーザーからの制御コマンドを受
信し、5KB の制御コマンド実行結果を AWS IoT Core へ送信します。
全制御コマンド実行結果の 1%がエラーになるとします。
トリガールールはデバイスから AWS IoT Core へ送信されるメッセージに対して設定します。
全メッセージを Amazon Kinesis Data Streams へ転送し、エラーメッセージのみを AWS 
IoT Events へ転送するルールステートメント・アクションを作成します。
Amazon Kinesis Data Streams から Lambda へのバッチサイズは 100、バッチウィンドウは 
60 秒とします。
AWS Lambda のメモリは全て 256MB を指定します。
AWS Lambda による配信メッセージ作成処理時間は平均2秒、メッセージ保存処理時間は平
均 3 秒、デバイスへの制御コマンド送信処理時間は平均2秒とします。
平均 5KB/配信のサイズでメール配信を行います。
ユーザーは 10 回/日/デバイスの頻度で制御コマンドを送信し、1KB のレスポンスを受信し
ます。
デバイス情報は 4KB/アイテムで Amazon DynamoDB に保存します。

1. 1 万デバイス * 43,200 分 (30 日) = 43,200 万分として計算
2. ユーザーから制御コマンド送信：1 万台 * 10 回/日 * 30 日 = 300 万メッセージ、デバイスから
制御コマンド実行結果送信：1 万台 * 10 回/日 * 30 日 = 300 万メッセージ。合計：300 万 + 
300 万 = 600 万メッセージとして計算

3. 全メッセージ転送のためのルールステートメント：300 万メッセージ、エラーメッセージ転送の
ためのルールステートメント：300 万 * 0.01 = 3 万メッセージ。合計：300 万 + 3 万 = 303 万
メッセージとして計算

4. 300 万 * 0.01 = 3 万メッセージがトリガー対象メッセージ、AWS IoT Events への送信メッ
セージとして計算

5. デバイスからの送信メッセージサイズ/秒が300 万メッセージ * 5KB/メッセージ/(60 * 60 * 
24 * 30) = 5.787037037KB/秒であるため、必要となるシャード数は1シャードで、1シャード 
* 7,200 時間(30 日) = 7,200 シャード・時間として計算

6. 配信メッセージ作成：1 万台 * 10 回/日 * 30 日 * 0.01 = 3 万リクエスト、メッセージ保存：300 
万メッセージ/100 バッチサイズ = 3 万リクエスト、制御コマンド送信： 1 万台 * 10 回/日 * 
30 日 = 300 万リクエスト。合計：3 万リクエスト + 3 万リクエスト + 300 万リクエスト = 306 
万リクエストとして計算

7. 配信メッセージ作成：3 万リクエスト * 2 秒/リクエスト = 6 万秒、メッセージ保存：3 万リクエス
ト * 3 秒/リクエスト = 9 万秒、制御コマンド送信：300 万リクエスト * 2 秒/リクエスト = 600 
万秒。合計：(6 万秒 + 9 万秒 + 600 万秒) * 256MB = 15 万 7,440MB- 秒 = 153.75GB- 秒
として計算

8. 3 万配信 * 5KB/配信 = 15 万 KB ≒ 150MBとして計算
9. 1 万台 * 10 回/日 * 30 日 = 300 万リクエストし、300 万リクエスト * 1KB = 300 万 KB ≒ 

2.9GB のレスポンスとして計算
10. 4KB/アイテム * 1 万台 = 40,000KB ≒ 0.04GB
11. 制御コマンド実行結果：300 万リクエスト。全書き込みリクエスト：300万リクエストとして計算
12. 配信メッセージ作成：3 万リクエスト、デバイス検索：300 万リクエスト。全読み込みリクエス
ト： 3 万 + 300 万 = 303 万リクエストとして計算

0.20USD/100 万件
(100 万件/月は無料)

API リクエスト 300 万リクエスト (*9)  12.75
4.25USD/100 万リクエスト
(最初の 3 億 3,300 万)

デバイス制御コマンド結果 2.9GB  (*9)  0.22
1GB/月まで無料
0.114USD/GB(9.999TB/月まで)

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納処理時間 153.75 万 GB-秒 (*7)  18.96
0.0000166667USD/GB-秒
(40 万GB-秒/月は無料)

目的・用途 デバイスを使ってテレメトリーデータをクラウド上に収集し、分析・監視を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイスデータ収集・解析 テレメトリー

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

テレメトリーデータ収集

デバイスのデータ測定結果の収集・保存・分析・監視を行うために を使って構築する例です。
インターネットに接続された複数のデバイス センサー、アクチュエーター、組み込みマイクロコントローラー、スマート家電などを管
理している場合、各デバイスの状態を把握するためにテレメトリーデータ遠隔測定結果を収集、保存し、分析する必要があります。
この構成では、大量のデバイスからのテレメトリーデータを 経由で収集し、収集したデータはフィルタリング、変換、強
化などの前処理を行ってから、分析用の時系列データストアに保存することが可能です。更に、 は

と直接統合可能であるため、可視化の構築、アドホック分析の実行、データからの迅速なビジネス上の洞察の取得するた
めに が利用できます。

データ前処理、保存、分析クエリ実行 測定結果分析の可視化

クラウド

コネクティッド・デバイス ゲートウェイ

閲覧者

管理者

万台のデバイスとゲートウェイが、 へ 接続し、
分毎にデバイス状態をメッセージとして送信

日 回の頻度で ユーザーが
ダッシュボードを閲覧

ユーザーによって
ダッシュボードを作成

月額合計料金
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、デバイス状態メッセージ を 分間隔で の トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは への送信を設定します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。
は、ダッシュボード作成者が ユーザーで はデフォルト ユーザーのみを使用し、閲覧者は 日 回以上の頻度で使用するユーザーが 名とします。

万デバイス 分 日 万分として計算
万台 メッセージ 時間 時間 日 万メッセージとして計算

万メッセージ 日 ≒ として計算
初日はデータがなく 日分をスキャン対象とするため、 万メッセージ 日 日 ≒ として計算

・
・
・
・
・

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

万件

データ保存

データ前処理

作成者 ユーザー ユーザー

閲覧者 ユーザー ユーザー

実行されたアクション 万アクション 万件

分析クエリ実行

トリガーされたルール対象の
メッセージ

目的・用途 デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイス制御

デバイスの監視と制御を行うため を使ってサーバレスでソリューションを構築する例です。
デバイス制御では、インターネットに接続されたデバイスは アプリケーションに接続し、 アプリケーションはデバイスとデータや制御

コマンドをやり取りできます。
のメッセージブローカーを用いることで、デバイスと アプリケーション間でメッセージの相互伝達が可能となります。トピック

と呼ばれる論理通信チャネルをデバイス毎に割り当てサブスクライブすることで、 アプリケーションからトピックに向けて制御コマンド送信す
るとデバイスでメッセージの受信が行えます。また、 を用いることで、 文などの分岐処理を書くことなく、 センサーやアプ
リケーションで発生したイベントを容易に検出し対応することが可能となります。

クラウド

配信メッセージを作成し、エラー状態をメール配信
ユーザー

コネクティッドデバイス

Notification Service

デバイス 万台が へ 接続し、
ユーザーからの制御コマンドを受信し処理実施

エラーメッセージのみ
へ転送

デバイス情報を取得して、
トピックへメッセージ送信

回 日 デバイスの
頻度でユーザーが
制御コマンドを送信

デバイスから送信された
全メッセージを収集、加工し保存

デバイス状態を
評価し、エラー
変化を検出

(※右にあるものと同一)

万
メッセージ

メッセージ相互通信 データストアへの格納、通知メッセージ加工大量メッセージのストリーミングデバイス状態変更検知

33



作成者 ユーザー ユーザー

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

S

エッジでのデータ収集と集約 通知のためのルーティング 分析のためのデータ保存 エッジデータを活用した分析外部サーバへの通知
Amazon Simple Notification Service

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することが

できます。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の稼働状況を把握し、障害発生時の周知や電力などのエネルギー消費を最適化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金

ゲートウェイデバイス デバイス デバイス

デバイス接続時間 分 分 万分

メッセージ 万件

リクエスト リクエスト 万件

通知配信メッセージサイズ まで 月

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

実行されたアクション アクション 万件

データ前処理

データ保存

分析クエリ実行

追加 容量

閲覧者 ユーザー ユーザー

トリガーされた
ルール対象のメッセージ

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用 デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

IoT Device Management

システム更新のためのファイル保存によるシステム更新
AWS IoT Device Management

server

作成者

閲覧者

外部サーバーへ通知

クラウド

工場 工場 工場

ゲートウェイゲートウェイデバイス ゲートウェイ

分析のために未加工データ
デバイスを 分間隔でバッチ収集

通知のためにデバイスで集約
されたデータ 拠点 を
時間間隔で収集

Notification Service

収集データを元に分析を実施

複数センサーから
合計 点のデータ

を 秒間隔
で収集

国内に工場 時間 日稼働 が 拠点存在する。
各工場にゲートウェイデバイスが１台あり、デバイスデータを
クラウドへ送信

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 台 拠点 台 が に 日 時間 日間 常時接続し、 にて集約されたメッセージ を 時間間隔で の
トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは Amazon Simple Notification Service への送信を設定します。
Amazon Simple Notification Service から外部の エンドポイントに対して、サイズが リクエストのリクエストを送信します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。
は、ダッシュボード作成者が ユーザーで は ユーザー追加 計 し、閲覧者は 日 回以上の頻度で使用するユーザーが 名とします。

・
・

・
・
・
・

デバイス 分 分 時間 日 日 分として計算
デバイス メッセージ 時間 時間 日 メッセージとして計算

メッセージ ≒ として計算
デバイス デバイス・分 分 ≒ ≒ として計算

月額合計料金： （ ）
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例

AWS IoT Device Management

AWS IoT Device Defender

Amazon Simple Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

メッセージング数 万メッセージ 万件 億件まで

監視対象デバイス 万台 デバイス

トリクス検出 万データポイント 万データポイント

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

リクエスト リクエスト 万件

通知配信メッセージサイズ ※データ転送量参照

デバイスへのリモートアクション 万リモートアクション

その他

読み込みリクエスト 万リクエスト リクエスト

ファイルダウンロード ※データ転送量参照

データ転送量

・
・
・

・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続します。
更新ジョブ実行のため、AWS IoT Device Management でジョブ作成時にクラウドから

の 種トピック($aws/things/{MyThing}/jobs/notify と
{MyThing}/jobs/notify-next)へメッセージが送信され、更にデバイスから更新ジョブスター
タスメッセージ が送信されます。
AWS IoT Device Defender では 日間隔で AWS IoT Device Defender Daily Audit の監
査処理を実施し、且つ 時間間隔で メトリクス 台を収集し全メトリクスの で
違反を検出したとします。
Amazon Simple Notification Service からに対して、サイズが リクエストのリクエスト
を送信します。

には、AWS IoT Device Management を利用するジョブ実行に必要なファイル
合計 であるジョブファイルと更新ファイルを事前に保存しています。
万デバイス 分 日 万分として計算
万デバイス メッセージ 更新ジョブ実行 メッセージ 更新ジョブステータス 万
メッセージとして計算
万デバイス メトリクス デバイス 件数 時間 時間 日 万メトリクス・
件数 データポイントとして計算
万データポイント リクエストとして計算
リクエスト として計算

書き込みリクエストはジョブファイルと更新ファイルの リクエストで、読み込みリクエストは
万デバイス ファイル 万リクエストとして計算
万デバイス として計算

通知配信メッセージサイズ ファイルダウンロード ≒ として計算
リモートアクション

最初の 回のリモートアクション

ファイル保存容量 最初の 月

書き込みリクエスト リクエスト リクエスト

まで 月
次の 月

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

エンドポイント

目的・用途 デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイス制御

通知メッセージ送信
Amazon Simple Notification Service

セキュリティ設定メトリクスの収集
AWS IoT Core

セキュリティ設定のスケジューリング監視
AWS IoT Device Defender

セキュリティ設定ギャップ検出時の通知
Amazon Simple Notification Service

デバイス情報データストア

万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送のためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万メッ
セージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッセージとして計算

デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ 秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存： 万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト 万
秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒ のレスポンスとして計算

アイテム 万台 ≒
制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエスト： 万 万 万リクエストとして計算

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用  IoT デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 208 ドル (月額 )  

IoT Device Management

多くの IoT システムでは数万から数百万のデバイスで構成されることもあり、接続されたデバイスフリートを追跡、監視、管理することが不可欠
です。ユーザーは、IoT デバイスがシステム稼働後も、確実に適切かつセキュアに動作をさせる必要があります。また、デバイスへのアクセスのセ
キュリティ保護、正常性の監視、問題の検出とリモートからのトラブルシューティング、およびソフトウェアやファームウェアの更新の管理も必要と
なってきます。
AWS IoT Device Management では、膨大な数の IoT デバイスの登録、シンプルな編成、デバイスのモニタリング、無線によるファームウェアの
更新などリモート管理を簡単かつ安全に行うことができるようになります。更に、AWS IoT Device Defender を利用することで、セキュリティのベ
ストプラクティスからの逸脱がないか IoT 設定を継続的に監査し、セキュリティリスクが発生する可能性がある IoT 設定のギャップが検知される
と、アラートを送信することができます。

全デバイスでジョブファイルと更新ファイルを
取得し、システム更新処理を実行

Administrator

Mobile Device

AWS クラウド

Amazon Simple
Notification Service

AWS IoT Device
Defender

AWS IoT Device
Management

デバイスのセキュリティ設定が
逸脱時に通知

1 日間隔で
セキュリティ設定を収集Amazon S3

Aws IoT Core

1万台のデバイス

ジョブファイルと
更新ファイルを事前に保存

Amazon Management Console より
1 ヶ月間隔で Over The Air(OTA)に
よりジョブを実行

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

メッセージング数 万メッセージ 万件 億件まで

トリガーされたルール対象のメッセージ 万メッセージ 万件

実行されたアクション 万アクション 万件

メッセージ評価回数 万評価 万評価 万回まで

シャード・時間 シャード・時間 時間

ペイロード・ユニット 万ペイロード・ユニット 万ユニット

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納リクエスト 万リクエスト

Amazon Simple Notification Service

配信リクエスト 万リクエスト 最初 万件 月は無料

通知配信件数 万件 万件

通知配信メッセージサイズ まで 月

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

読み込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、ユーザーからの制御コマンドを受
信し、 の制御コマンド実行結果を へ送信します。
全制御コマンド実行結果の がエラーになるとします。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定します。
全メッセージを へ転送し、エラーメッセージのみを

へ転送するルールステートメント・アクションを作成します。
から へのバッチサイズは 、バッチウィンドウは

秒とします。
のメモリは全て を指定します。
による配信メッセージ作成処理時間は平均 秒、メッセージ保存処理時間は平

均 秒、デバイスへの制御コマンド送信処理時間は平均 秒とします。
平均 配信のサイズでメール配信を行います。
ユーザーは 回 日 デバイスの頻度で制御コマンドを送信し、 のレスポンスを受信し
ます。
デバイス情報は アイテムで に保存します。
万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから
制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送の
ためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万
メッセージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッ

セージとして計算
デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ

秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存：
万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト

万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエス
ト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト
万秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒
として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒

のレスポンスとして計算
アイテム 万台 ≒

制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエス
ト： 万 万 万リクエストとして計算

万件
万件 月は無料

リクエスト 万リクエスト 万リクエスト
最初の 億 万

デバイス制御コマンド結果 月まで無料
月まで

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納処理時間 万 秒 秒
万 秒 月は無料
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作成者 ユーザー ユーザー

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

エッジでのデータ収集と集約 通知のためのルーティング 分析のためのデータ保存 エッジデータを活用した分析外部サーバへの通知
Amazon Simple Notification Service

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することが

できます。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の稼働状況を把握し、障害発生時の周知や電力などのエネルギー消費を最適化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金

ゲートウェイデバイス デバイス デバイス

デバイス接続時間 分 分 万分

メッセージ 万件

リクエスト リクエスト 万件

通知配信メッセージサイズ まで 月

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

実行されたアクション アクション 万件

データ前処理

データ保存

分析クエリ実行

追加 容量

閲覧者 ユーザー ユーザー

トリガーされた
ルール対象のメッセージ

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用  IoT デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 208 ドル (月額 )  

IoT Device Management

システム更新のためのファイル保存
Amazon S3

OTA によるシステム更新
AWS IoT Device Management

server

作成者

閲覧者

外部サーバーへ通知

クラウド

工場 工場 工場

ゲートウェイゲートウェイデバイス ゲートウェイ

分析のために未加工データ
デバイスを 分間隔でバッチ収集

通知のためにデバイスで集約
されたデータ 拠点 を
時間間隔で収集

Notification Service

収集データを元に分析を実施

複数センサーから
合計 点のデータ

を 秒間隔
で収集

国内に工場 時間 日稼働 が 拠点存在する。
各工場にゲートウェイデバイスが１台あり、デバイスデータを
クラウドへ送信

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 台 拠点 台 が に 日 時間 日間 常時接続し、 にて集約されたメッセージ を 時間間隔で の
トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは Amazon Simple Notification Service への送信を設定します。
Amazon Simple Notification Service から外部の エンドポイントに対して、サイズが リクエストのリクエストを送信します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。
は、ダッシュボード作成者が ユーザーで は ユーザー追加 計 し、閲覧者は 日 回以上の頻度で使用するユーザーが 名とします。

・
・

・
・
・
・

デバイス 分 分 時間 日 日 分として計算
デバイス メッセージ 時間 時間 日 メッセージとして計算

メッセージ ≒ として計算
デバイス デバイス・分 分 ≒ ≒ として計算

月額合計料金：208.88031（USD）
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

この構成での料金試算例

AWS IoT Core

AWS IoT Device Management

Amazon S3

AWS IoT Device Defender

Amazon Simple Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

デバイス接続時間(分) 43,200 万分 (*1) 0.096USD/100 万分 41.47200

メッセージング数 3 万メッセージ (*2) 1.20USD/100 万件(10 億件まで) 0.03600

監視対象デバイス 1 万台 0.00149USD/デバイス 14.90000

トリクス検出 720 万データポイント(*3) 0.34USD/100 万データポイント 2.44800

配信リクエスト 720 リクエスト (*4) 最初 100 万件/月は無料 0.00000

HTTP/S API リクエスト 720 リクエスト (*4) 2.00USD/10 万件 0.01440

通知配信メッセージサイズ 450MB  (*5) - ※データ転送量参照

デバイスへのリモートアクション 1 万リモートアクション  36.00000

その他

読み込みリクエスト 2 万リクエスト (*6) 0.00037USD/1,000 リクエスト 0.00740

ファイルダウンロード 1000GB (*7) - ※データ転送量参照

データ転送量 1001GB (*8)  114.00000

・
・
・

・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 1 万台が AWS IoT Core に 30 日間常時接続します。
更新ジョブ実行のため、AWS IoT Device Management でジョブ作成時にクラウドから AWS 
IoT Core の 2 種トピック($aws/things/{MyThing}/jobs/notify と $aws/things/
{MyThing}/jobs/notify-next)へメッセージが送信され、更にデバイスから更新ジョブスター
タスメッセージ(SUCCEEDED or FAILED)が送信されます。
AWS IoT Device Defender では 1 日間隔で AWS IoT Device Defender Daily Audit の監
査処理を実施し、且つ1時間間隔で 1 メトリクス/台を収集し全メトリクスの 0.01%で
違反を検出したとします。
Amazon Simple Notification Service からに対して、サイズが 64KB/リクエストのリクエスト
を送信します。
Amazon S3 には、AWS IoT Device Management を利用するジョブ実行に必要なファイル
(合計 0.1GB)であるジョブファイルと更新ファイルを事前に保存しています。

1. 1 万デバイス * 43,200 分 (30 日) = 43,200 万分として計算
2. 1 万デバイス * (2 メッセージ(更新ジョブ実行) + 1 メッセージ(更新ジョブステータス)) = 3 万
メッセージとして計算

3. 1 万デバイス * 1 メトリクス/デバイス * 1 件数/時間 * 720 時間(30 日) = 720 万メトリクス・
件数(データポイント)として計算

4. 720 万データポイント * 0.0001 = 720 リクエストとして計算
5. 7,200 リクエスト * 64KB = 460,800KB = 450MB として計算
6. 書き込みリクエストはジョブファイルと更新ファイルの 2 リクエストで、読み込みリクエストは 1 
万デバイス* 2 ファイル = 2 万リクエストとして計算

7. 1 万デバイス * 0.1GB = 1000GB として計算
8. 450MB(通知配信メッセージサイズ) + 1000GB(ファイルダウンロード) ≒ 1001GB として計算

0.0036USD/リモートアクション
(最初の 250,000 回のリモートアクション)

ファイル保存容量 0.1GB 0.025USD/GB (最初の 50TB/月) 0.00250

書き込みリクエスト 2 リクエスト (*6) 0.0047USD/1,000 リクエスト 0.00001

0.00USD/GB(1GB まで/月)
0.114USD/GB(次の 9.999TB/月)

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

エンドポイント

目的・用途 デバイスをクラウドを使って遠隔から監視・制御したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

デバイス制御

通知メッセージ送信
Amazon Simple Notification Service

セキュリティ設定メトリクスの収集
AWS IoT Core

セキュリティ設定のスケジューリング監視
AWS IoT Device Defender

セキュリティ設定ギャップ検出時の通知
Amazon Simple Notification Service

デバイス情報データストア

万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送のためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万メッ
セージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッセージとして計算

デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ 秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存： 万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト 万
秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒ のレスポンスとして計算

アイテム 万台 ≒
制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエスト： 万 万 万リクエストとして計算

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用 デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

多くの システムでは数万から数百万のデバイスで構成されることもあり、接続されたデバイスフリートを追跡、監視、管理することが不可欠
です。ユーザーは、 デバイスがシステム稼働後も、確実に適切かつセキュアに動作をさせる必要があります。また、デバイスへのアクセスのセ
キュリティ保護、正常性の監視、問題の検出とリモートからのトラブルシューティング、およびソフトウェアやファームウェアの更新の管理も必要と
なってきます。

では、膨大な数の デバイスの登録、シンプルな編成、デバイスのモニタリング、無線によるファームウェアの
更新などリモート管理を簡単かつ安全に行うことができるようになります。更に、 を利用することで、セキュリティのベ
ストプラクティスからの逸脱がないか 設定を継続的に監査し、セキュリティリスクが発生する可能性がある 設定のギャップが検知される
と、アラートを送信することができます。

全デバイスでジョブファイルと更新ファイルを
取得し、システム更新処理を実行

クラウド

Notification Service

デバイスのセキュリティ設定が
逸脱時に通知

日間隔で
セキュリティ設定を収集

万台のデバイス

ジョブファイルと
更新ファイルを事前に保存

より
ヶ月間隔で に
よりジョブを実行

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

メッセージング数 万メッセージ 万件 億件まで

トリガーされたルール対象のメッセージ 万メッセージ 万件

実行されたアクション 万アクション 万件

メッセージ評価回数 万評価 万評価 万回まで

シャード・時間 シャード・時間 時間

ペイロード・ユニット 万ペイロード・ユニット 万ユニット

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納リクエスト 万リクエスト

Amazon Simple Notification Service

配信リクエスト 万リクエスト 最初 万件 月は無料

通知配信件数 万件 万件

通知配信メッセージサイズ まで 月

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

読み込みリクエスト 万リクエスト 万リクエスト

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、ユーザーからの制御コマンドを受
信し、 の制御コマンド実行結果を へ送信します。
全制御コマンド実行結果の がエラーになるとします。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定します。
全メッセージを へ転送し、エラーメッセージのみを

へ転送するルールステートメント・アクションを作成します。
から へのバッチサイズは 、バッチウィンドウは

秒とします。
のメモリは全て を指定します。
による配信メッセージ作成処理時間は平均 秒、メッセージ保存処理時間は平

均 秒、デバイスへの制御コマンド送信処理時間は平均 秒とします。
平均 配信のサイズでメール配信を行います。
ユーザーは 回 日 デバイスの頻度で制御コマンドを送信し、 のレスポンスを受信し
ます。
デバイス情報は アイテムで に保存します。
万デバイス 分 日 万分として計算
ユーザーから制御コマンド送信： 万台 回 日 日 万メッセージ、デバイスから
制御コマンド実行結果送信： 万台 回 日 日 万メッセージ。合計： 万

万 万メッセージとして計算
全メッセージ転送のためのルールステートメント： 万メッセージ、エラーメッセージ転送の
ためのルールステートメント： 万 万メッセージ。合計： 万 万 万
メッセージとして計算
万 万メッセージがトリガー対象メッセージ、 への送信メッ

セージとして計算
デバイスからの送信メッセージサイズ 秒が 万メッセージ メッセージ

秒であるため、必要となるシャード数は シャードで、シャード
時間 日 シャード・時間として計算

配信メッセージ作成： 万台 回 日 日 万リクエスト、メッセージ保存：
万メッセージ バッチサイズ 万リクエスト、制御コマンド送信： 万台 回 日
日 万リクエスト。合計： 万リクエスト 万リクエスト 万リクエスト

万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト 秒 リクエスト 万秒、メッセージ保存： 万リクエス
ト 秒 リクエスト 万秒、制御コマンド送信： 万リクエスト 秒 リクエスト
万秒。合計： 万秒 万秒 万秒 万 秒 秒
として計算
万配信 配信 万 ≒ として計算
万台 回 日 日 万リクエストし、 万リクエスト 万 ≒

のレスポンスとして計算
アイテム 万台 ≒

制御コマンド実行結果： 万リクエスト。全書き込みリクエスト： 万リクエストとして計算
配信メッセージ作成： 万リクエスト、デバイス検索： 万リクエスト。全読み込みリクエス
ト： 万 万 万リクエストとして計算

万件
万件 月は無料

リクエスト 万リクエスト 万リクエスト
最初の 億 万

デバイス制御コマンド結果 月まで無料
月まで

配信メッセージ作成、デバイス情報取得・格納処理時間 万 秒 秒
万 秒 月は無料
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

機械学習推論の実行 テレメトリーデータ収集 データ前処理と保存 機械学習モデル構築機械学習推論の実行トリガー 機械学習モデル保存

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することができま

す。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

予知保全分析
目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい

この構成での料金試算例 ドル 月額

予知保全分析

工場

クラウド

機械学習
エンジニア

分間にセンサーデバイスから
データを取得し推論を呼び出す

台のゲートウェイ上で推論を実行し、
結果をクラウドへパブリッシュ

パブリッシュされる
推論結果データを収集

保存したデータを活用し
機械学習モデルの構築

データの前処理や保存

モデルのデプロイ

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

推論実行トリガーデバイス センサー 無料

推論実行デバイス ゲートウェイ デバイス

デバイス接続時間 分 万分 万分

トリガーされたルール対象のメッセージ 万メッセージ 万件

実行されたアクション 万アクション 万件

データ前処理

データ保存

分析クエリ実行

モデル構築のリソース 時間 月 時間

トレーニング後モデル出力

トレーニング 時間 月 時間

トレーニングのためのストレージ

・
・

・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、推論結果メッセージ を 分間
隔で の トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アク
ションは への送信を設定します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分
データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。

では、モデル構築とトレーニングに インスタンスタイプ
を用います。インスタンスは、モデル構築に月合計 時間、トレーニングに月合計 時間の
インスタンスを実行します。

のモデル構築インスタンスのストレージとトレーニングインスタンスの
ストレージは、 のデータ保存サイズから 程度増加したサイズのス
トレージをそれぞれのインスタンスに割り当てます。
直近 日分のデータを使用して、モデル構築を行います。
モデルサイズは平均 として、毎週 回 月 新しいモデルを構築し へ保
存し、 から へデプロイします。
デバイス 分 日 万分として計算
デバイス メッセージ 分 分 日 万メッセージとして計算
万メッセージ ≒ として計算

≒ として計算
デバイス 回 月 リクエスト、 デバイス として計算

モデル構築のストレージ

モデル構築、トレーニングデータ入力

モデル保存リクエスト リクエスト リクエスト

モデル取得リクエスト リクエスト リクエスト

モデルデータ転送

モデル保存 最初の 月

まで 月
次の 月

作成者 2 ユーザー 24USD/ユーザー 48.000

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

エッジでのデータ収集と集約
AWS IoT Greengrass

通知のためのルーティング
AWS IoT Core

分析のためのデータ保存
AWS IoT Analytics

エッジデータを活用した分析
Amazon QuickSight

外部サーバへの通知
Amazon Simple Notification Service

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
AWS IoT を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することが
できます。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の稼働状況を把握し、障害発生時の周知や電力などのエネルギー消費を最適化したい
この構成での料金試算例 189 ドル (月額 )  

IoT Smart Factory

この構成での料金試算例

Amazon Simple
Notification Service

AWS IoT Analytics

Amazon Quicksight

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

AWS IoT Core

AWS IoT Greengrass ゲートウェイデバイス 3 デバイス 0.18USD/デバイス 0.540

デバイス接続時間(分) 43,200 分 (*1) 0.096USD/100 万分 0.008

 720 メッセージ (*2) 0.18USD/100 万件 0.001

HTTP/S API リクエスト 720 リクエスト 2.00USD/10 万件 0.015

通知配信メッセージサイズ 135MB (*3) 0.00USD/GB(1GB まで/月) 0.000

配信リクエスト 720 リクエスト 最初 100 万件/月は無料 0.000

実行されたアクション 720 アクション (*2) 0.18USD/100 万件 0.001

データ前処理 152GB (*4) 0.26 UDS/GB 39.520

データ保存 152GB (*4) 0.04USD/GB 6.080

分析クエリ実行 0.2TB  (*4) 8.45USD/TB 1.690

追加 SPICE 容量 180GB 0.38USD/GB 68.400

閲覧者 5 ユーザー 5USD/ユーザー 25.000

トリガーされた
ルール対象のメッセージ

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用 デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

IoT Device Management

システム更新のためのファイル保存によるシステム更新
AWS IoT Device Management

Traditionnal
server

作成者

閲覧者

OPC 
DA-compatible
equipment

AWS IoT
Greengrass

外部サーバーへ通知

AWS クラウド

工場 工場 工場

SLMP
DA-compatible
equipment

other industrial
equipment

Some
equipment

ゲートウェイゲートウェイデバイス

Some
equipment

ゲートウェイ

分析のために未加工データ(1.2MB/
デバイス)を 1 分間隔でバッチ収集

通知のためにデバイスで集約
されたデータ(128KB/拠点)を
1 時間間隔で収集

AWS IoT Analytics

Amazon QuickSight Amazon Simple
Notification Service

AWS IoT Core

収集データを元に分析を実施

複数センサーから
合計 2000 点のデータ
(200KB)を 10 秒間隔
で収集

国内に工場(8 時間/日稼働)が  3拠点存在する。
各工場にゲートウェイデバイスが １ 台あり、デバイスデータを
クラウドへ送信

月額合計料金：189.255(USD)
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 3 台(1 拠点 1 台)が AWS IoT Core に 1 日 8 時間(30 日間)常時接続し、AWS IoT Greengrass にて集約されたメッセージ(128KB)を 1 時間間隔で AWS IoT Core の Basic Ingest
 トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから AWS IoT Core へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは Amazon Simple Notification Service への送信を設定します。
Amazon Simple Notification Service から外部のHTTP/Sエンドポイントに対して、サイズが 64KB/リクエストのリクエストを送信します。
AWS IoT Analytics のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 1 日 1 回分析クエリを実行します。
Amazon QuickSight は、ダッシュボード作成者が 2 ユーザーで SPICE は 90GB/ユーザー追加(計 180GB)し、閲覧者は 1 日 2 回以上の頻度で使用するユーザーが 5 名とします。

・
・

・
・
・
・
1. 3 デバイス * 14,400 分 (60 分 * 8 時間/日 * 30 日) = 43,200 分として計算
2. 3 デバイス * 1 メッセージ /時間 * 240 時間(30 日) = 720 メッセージとして計算
3. 2,160 メッセージ * 64KB = 138,240KB ≒ 135MB として計算
4. 3 デバイス * 1.2M/デバイス・分 * 43,200 分 = 155,520MB ≒ 152GB ≒ 0.2TB として計算

月額合計料金： （ ）
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例

AWS IoT Device Management

AWS IoT Device Defender

Amazon Simple Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

メッセージング数 万メッセージ 万件 億件まで

監視対象デバイス 万台 デバイス

トリクス検出 万データポイント 万データポイント

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

リクエスト リクエスト 万件

通知配信メッセージサイズ ※データ転送量参照

デバイスへのリモートアクション 万リモートアクション

その他

読み込みリクエスト 万リクエスト リクエスト

ファイルダウンロード ※データ転送量参照

データ転送量

・
・
・

・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続します。
更新ジョブ実行のため、AWS IoT Device Management でジョブ作成時にクラウドから

の 種トピック($aws/things/{MyThing}/jobs/notify と
{MyThing}/jobs/notify-next)へメッセージが送信され、更にデバイスから更新ジョブスター
タスメッセージ が送信されます。
AWS IoT Device Defender では 日間隔で AWS IoT Device Defender Daily Audit の監
査処理を実施し、且つ 時間間隔で メトリクス 台を収集し全メトリクスの で
違反を検出したとします。
Amazon Simple Notification Service からに対して、サイズが リクエストのリクエスト
を送信します。

には、AWS IoT Device Management を利用するジョブ実行に必要なファイル
合計 であるジョブファイルと更新ファイルを事前に保存しています。
万デバイス 分 日 万分として計算
万デバイス メッセージ 更新ジョブ実行 メッセージ 更新ジョブステータス 万
メッセージとして計算
万デバイス メトリクス デバイス 件数 時間 時間 日 万メトリクス・
件数 データポイントとして計算
万データポイント リクエストとして計算
リクエスト として計算

書き込みリクエストはジョブファイルと更新ファイルの リクエストで、読み込みリクエストは
万デバイス ファイル 万リクエストとして計算
万デバイス として計算

通知配信メッセージサイズ ファイルダウンロード ≒ として計算
リモートアクション

最初の 回のリモートアクション

ファイル保存容量 最初の 月

書き込みリクエスト リクエスト リクエスト

まで 月
次の 月
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

機械学習 推論の実行
AWS IoT Greengrass

テレメトリーデータ収集
AWS IoT Core

データ前処理と保存
AWS IoT Analytics

機械学習モデル構築
Amazon SageMaker

機械学習 推論の実行トリガー
Amazon FreeRTOS

機械学習モデル保存

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
AWS IoT を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することができま
す。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい
この構成での料金試算例 149 ドル (月額 )  

IoT 予知保全分析
目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい

この構成での料金試算例 ドル 月額

予知保全分析

Amazon FreeRTOS

工場

AWS クラウド

機械学習
エンジニア

1 分間にセンサーデバイスから
データを取得し推論を呼び出す

50 台のゲートウェイ上で推論を実行し、
結果をクラウドへパブリッシュ

パブリッシュされる
推論結果データを収集

保存したデータを活用し
機械学習モデルの構築

データの前処理や保存

モデルのデプロイ

AWS IoT Greengrass

AWS IoT Core Amazon S3

Amazon SageMakerAws IoT Analytics

ML Inference

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

推論実行トリガーデバイス センサー 無料

推論実行デバイス ゲートウェイ デバイス

デバイス接続時間 分 万分 万分

トリガーされたルール対象のメッセージ 万メッセージ 万件

実行されたアクション 万アクション 万件

データ前処理

データ保存

分析クエリ実行

モデル構築のリソース 時間 月 時間

トレーニング後モデル出力

トレーニング 時間 月 時間

トレーニングのためのストレージ

・
・

・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、推論結果メッセージ を 分間
隔で の トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アク
ションは への送信を設定します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分
データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。

では、モデル構築とトレーニングに インスタンスタイプ
を用います。インスタンスは、モデル構築に月合計 時間、トレーニングに月合計 時間の
インスタンスを実行します。

のモデル構築インスタンスのストレージとトレーニングインスタンスの
ストレージは、 のデータ保存サイズから 程度増加したサイズのス
トレージをそれぞれのインスタンスに割り当てます。
直近 日分のデータを使用して、モデル構築を行います。
モデルサイズは平均 として、毎週 回 月 新しいモデルを構築し へ保
存し、 から へデプロイします。
デバイス 分 日 万分として計算
デバイス メッセージ 分 分 日 万メッセージとして計算
万メッセージ ≒ として計算

≒ として計算
デバイス 回 月 リクエスト、 デバイス として計算

モデル構築のストレージ

モデル構築、トレーニングデータ入力

モデル保存リクエスト リクエスト リクエスト

モデル取得リクエスト リクエスト リクエスト

モデルデータ転送

モデル保存 最初の 月

まで 月
次の 月

作成者 ユーザー ユーザー

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

エッジでのデータ収集と集約 通知のためのルーティング 分析のためのデータ保存 エッジデータを活用した分析外部サーバへの通知
Amazon Simple Notification Service

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することが

できます。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の稼働状況を把握し、障害発生時の周知や電力などのエネルギー消費を最適化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

この構成での料金試算例

Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金

ゲートウェイデバイス デバイス デバイス

デバイス接続時間 分 分 万分

メッセージ 万件

リクエスト リクエスト 万件

通知配信メッセージサイズ まで 月

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

実行されたアクション アクション 万件

データ前処理

データ保存

分析クエリ実行

追加 容量

閲覧者 ユーザー ユーザー

トリガーされた
ルール対象のメッセージ

目的・用途 複数の工場にデプロイされたデバイスの管理や商用 デバイスのセキュリティ対策を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

IoT Device Management

システム更新のためのファイル保存によるシステム更新
AWS IoT Device Management

server

作成者

閲覧者

外部サーバーへ通知

クラウド

工場 工場 工場

ゲートウェイゲートウェイデバイス ゲートウェイ

分析のために未加工データ
デバイスを 分間隔でバッチ収集

通知のためにデバイスで集約
されたデータ 拠点 を
時間間隔で収集

Notification Service

収集データを元に分析を実施

複数センサーから
合計 点のデータ

を 秒間隔
で収集

国内に工場 時間 日稼働 が 拠点存在する。
各工場にゲートウェイデバイスが１台あり、デバイスデータを
クラウドへ送信

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 台 拠点 台 が に 日 時間 日間 常時接続し、 にて集約されたメッセージ を 時間間隔で の
トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アクションは Amazon Simple Notification Service への送信を設定します。
Amazon Simple Notification Service から外部の エンドポイントに対して、サイズが リクエストのリクエストを送信します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。
は、ダッシュボード作成者が ユーザーで は ユーザー追加 計 し、閲覧者は 日 回以上の頻度で使用するユーザーが 名とします。

・
・

・
・
・
・

デバイス 分 分 時間 日 日 分として計算
デバイス メッセージ 時間 時間 日 メッセージとして計算

メッセージ ≒ として計算
デバイス デバイス・分 分 ≒ ≒ として計算

月額合計料金： （ ）
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での料金試算例

AWS IoT Device Management

AWS IoT Device Defender

Amazon Simple Notification Service

サービス 項目 数量 単価 料金

デバイス接続時間 分 万分 万分

メッセージング数 万メッセージ 万件 億件まで

監視対象デバイス 万台 デバイス

トリクス検出 万データポイント 万データポイント

配信リクエスト リクエスト 最初 万件 月は無料

リクエスト リクエスト 万件

通知配信メッセージサイズ ※データ転送量参照

デバイスへのリモートアクション 万リモートアクション

その他

読み込みリクエスト 万リクエスト リクエスト

ファイルダウンロード ※データ転送量参照

データ転送量

・
・
・

・

・

・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続します。
更新ジョブ実行のため、AWS IoT Device Management でジョブ作成時にクラウドから

の 種トピック($aws/things/{MyThing}/jobs/notify と
{MyThing}/jobs/notify-next)へメッセージが送信され、更にデバイスから更新ジョブスター
タスメッセージ が送信されます。
AWS IoT Device Defender では 日間隔で AWS IoT Device Defender Daily Audit の監
査処理を実施し、且つ 時間間隔で メトリクス 台を収集し全メトリクスの で
違反を検出したとします。
Amazon Simple Notification Service からに対して、サイズが リクエストのリクエスト
を送信します。

には、AWS IoT Device Management を利用するジョブ実行に必要なファイル
合計 であるジョブファイルと更新ファイルを事前に保存しています。
万デバイス 分 日 万分として計算
万デバイス メッセージ 更新ジョブ実行 メッセージ 更新ジョブステータス 万
メッセージとして計算
万デバイス メトリクス デバイス 件数 時間 時間 日 万メトリクス・
件数 データポイントとして計算
万データポイント リクエストとして計算
リクエスト として計算

書き込みリクエストはジョブファイルと更新ファイルの リクエストで、読み込みリクエストは
万デバイス ファイル 万リクエストとして計算
万デバイス として計算

通知配信メッセージサイズ ファイルダウンロード ≒ として計算
リモートアクション

最初の 回のリモートアクション

ファイル保存容量 最初の 月

書き込みリクエスト リクエスト リクエスト

まで 月
次の 月
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

ノートブック

ノートブックインスタンス

ノートブック

ノートブックインスタンス

データの前処理 モデルのトレーニング

トレーニングジョブ

モデルのデプロイ

ホスティングサービス

時系列データ 店舗別・商品別の販売数 の予測 が利用・生成する時系列データの保存用ストレージデータストレージ

トレーニング用データ モデル等 で計算しています。
ノートブックインスタンスタイプとして 、稼働時間として 時間 日 インスタンス 時間で計算しています。
ノートブックインスタンスのストレージとして、 インスタンス で計算しています。

インスタンスタイプとして 、ジョブ実行時間として 日平均 時間１ヶ月あたり合計 時間 で計算しています。
インスタンスのストレージとして、 時間 時間 を月の利用量として計算しています。

トレーニングの実行時間は、 日平均 時間１ヶ月あたり合計 時間 で計算しています。
トレーニングの割合は、 ワークロード など が 、ディープラーニングワークロード (PyTorch,Tensorflowなど が と想定しており。トレーニングインスタン
スタイプは、 ワークロードでは 時間 、ディープラーニングワークロードでは 時間と想定しており、時間単価は

として計算しています。
トレーニングインスタンスのストレージとして、 時間 時間 を月の利用量として計算しています。
ホスティングインスタンスとして、 ワークロードとして１つ、ディープラーニングワークロードとして つ、合計 つのモデルをデプロイし、稼働時間として 時間 日 インスタ
ンス 時間で計算しています。
ワークロード用ホスティングインスタンスとして 時間 、ディープラーニングワークロード用ホスティングインスタンスとして 時間

をそれぞれ 時間利用します。
ホスティングインスタンス用ストレージとして、 と の合計 で計算しています。
データ処理量として、入力 、出力 の合計 で計算しています。

を利用して既存のビジネスピロセスの中に機械学習のインサイトを構築する例です。
は、完全マネージド型の 機械学習 サービスであり、大規模なモデルの構築、トレーニ

ング、チューニング、デプロイを可能にします。コンピュータティングリソースとシステムソフトウェアのプロビジョニング、インフラスト
ラクチャと運用の管理が不要になるため、お客様はビジネス上の問題に集中し、新しいモデリング手法で開発を行い、アイデアから本
番環境に至るまで プロジェクトを迅速に進めることができます。

目的・用途 既存のアプリケーションに機械学習を導入することでビジネスプロセスを高度化効率化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

機械学習開発と運用

この構成での料金試算例

ホスティングサービス

その他

サービス 項目 数量 単価 料金

トレーニングジョブ

ノートブックインスタンス

データストレージ

ノートブックインスタンス 時間 時間

インスタンス 時間 時間

ストレージ

ストレージ

トレーニングインスタンス 時間 時間

ストレージ

ホスティングインスタンス 時間

ストレージ

データ処理量 入力 出力

既存アプリケーション

アプリケーションから
の推論リクエスト
アプリケーションから
の推論リクエスト

モデル

モデル

クラウド

東京リージョン

デプロイ
推論用エンドポイント

データ準備 前処理 モデル開発 トレーニング
トレーニング用
データセット作成

ノートブックインスタンス

データ
セット

データセットでの
モデル開発

トレーニングジョブ ホスティングサービス

…
コンテナ

モデルのトレーニング実行
データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード

モデルのトレーニング実行
データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード

推論用エンド
ポイントの作成
学習済みモデルの
自動取得

推論用エンド
ポイントの作成
学習済みモデルの
自動取得データセットの前処理

データセットの取得・
処理後のアップロードは自動

既存のアプリケーションの新機能として機械学習の導入
データサイエンティストは 名在籍し、それぞれに ノートブックインスタンスを提供し、モデル開発を行います
トレーニング用データは に保存されており、 を利用し、データの前処理を行います
機械学習ワークロードは、 ワークロード などとディープラーニングワークロード(Pytorch,Tesorflowなどの つ存在し、
それぞれのモデルの学習時間の割合は と とします
作成したモデルは ワークロード、ディープラーニングワークロードともにデプロイし、 ホスティングサービスにて常時稼働とします

・
・
・
・

・

時間 時間
時間 時間

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

予測に利用するデータ 予測結果 で計算しています。
商品 店舗 予測数で計算しています。

予測に利用するデータ で計算しています。
トレーニング時間は、 時間で計算しています。データサイズやレシピによって異なります

を利用して蓄積されたデータから将来の需要予測モデルをマネージドサービスで構築する例です。
過去の時系列データから、将来を予測することはビジネスにとって重要です。
この時系列予測を、自前で行う場合、専門家の知識にもとづいた機械学習モデルの開発、機械学習モデルをホストするアプリケーショ
ンの構築、そして、それらのモデル・アプリケーションを期待した通りに動作させるための運用管理が必要となってきます。

は、機械学習の専門知識を必要とせず、過去の時系列データから精度の高い予測を行うことができる完全マネージ
ド型のサービスです。予測に必要なデータさえご用意いただければ、お客様は、サーバーのプロビジョニングも、機械学習モデルの構
築も実施する必要はありません。

にあらかじめ保存された時系列データをデータセットとして、 は機械学習モデルのトレーニングと推論を
行います。
時系列データの予測結果は、 にファイルとしてエクスポートすることができるため、 ツールといった他システムとも連携
させることも可能です。

目的・用途 自社データを使い を活用して、店舗毎の日次での商品別販売予測を立てたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

小売店舗の需要予測

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

データストレージ

予測数 予測数 予測数

トレーニング時間 時間 時間

データストレージ

商品をそれぞれ 店舗で販売しており、販売数データは既存システム内の に保存済み
商品別・店舗別の販売数の予測のため、 を利用
毎月、既存のデータ処理サーバにて、 からデータ抽出・加工を行い、過去の時系列の商品別・店舗別の販売数データを へエクスポート

を利用し、一ヶ月先までの日毎の商品別・店舗別の販売数に関して、 つのポイント予測 を行い、結果を へエクスポート

・
・
・
・

バッチサーバ

クラウド

既存アプリケーション

東京リージョン

時系列データの
抽出・加工

予測に利用する時系列
データのインポート

予測された時系列
データのエクスポート

結果を ツールで可視化、
他システムと連携など

予測に利用する時系列
データのエクスポート

予測子の作成 予測の作成

や は、既存アプリケーションを利用する想定のため、選択サービス・見積もりには含まれていません
ツールなどの他システムとの連携は、選択サービス・見積りには含まれていませ

月額合計料金：149.32006(USD)
※ 2020 年 5 月 22 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

機械学習推論の実行 テレメトリーデータ収集 データ前処理と保存 機械学習モデル構築機械学習推論の実行トリガー 機械学習モデル保存
Amazon S3

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することができま

す。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

予知保全分析
目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい

この構成での料金試算例 149 ドル (月額 )  

IoT 予知保全分析

工場

クラウド

機械学習
エンジニア

分間にセンサーデバイスから
データを取得し推論を呼び出す

台のゲートウェイ上で推論を実行し、
結果をクラウドへパブリッシュ

パブリッシュされる
推論結果データを収集

保存したデータを活用し
機械学習モデルの構築

データの前処理や保存

モデルのデプロイ

この構成での料金試算例

Amazon FreeRTOS

AWS IoT Analytics

Amazon SageMaker

AWS IoT Greengrass

AWS IoT Core

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

推論実行トリガーデバイス 50 センサー 無料 0.00000

推論実行デバイス 50 ゲートウェイ 0.18USD/デバイス 9.00000

デバイス接続時間(分) 216 万分 (*1) 0.096USD/100 万分 0.20736

トリガーされたルール対象のメッセージ 216 万メッセージ  (*2) 0.18USD/100 万件 0.38880

実行されたアクション 216 万アクション 0.18USD/100 万件 0.38880

データ前処理 10.3GB (*3) 0.26UDS/GB 2.67800

データ保存 10.3GB (*3) 0.04USD/GB 0.41200

分析クエリ実行 0.1TB  (*4) 8.45USD/TB 0.84500

モデル構築のリソース 64 時間/月 0.347USD/時間 22.20800

Amazon S3

トレーニング後モデル出力 0.4GB 0.016USD/GB 0.00800

トレーニング 64 時間/月 0.347USD/時間 22.20800

トレーニングのためのストレージ 300GB 0.14USD/GB 42.00000

・
・

・

・

・

 
・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 1 万台が AWS IoT Core に 30 日間常時接続し、推論結果メッセージ(5KB)を 1 分間
隔で AWS IoT Core の Basic Ingest トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから AWS IoT Core へ送信されるメッセージに対して設定し、アク
ションは AWS IoT Analytics への送信を設定します。
AWS IoT Analytics のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分
データをスキャン対象に 1 日 1 回分析クエリを実行します。
Amazon SageMaker では、モデル構築とトレーニングに ml.m5.xlarge インスタンスタイプ
を用います。インスタンスは、モデル構築に月合計 64 時間、トレーニングに月合計 64 時間の
インスタンスを実行します。
Amazon SageMaker のモデル構築インスタンスのストレージとトレーニングインスタンスの
ストレージは、AWS IoT Analytics のデータ保存サイズから 100GB 程度増加したサイズのス
トレージをそれぞれのインスタンスに割り当てます。
直近 7 日分のデータを使用して、モデル構築を行います。
モデルサイズは平均 100MB として、毎週(4 回/月)新しいモデルを構築し Amazon S3 へ保
存し、Amazon S3 から AWS IoT Greengrass へデプロイします。

1. 50 デバイス * 43,200 分 (30 日) = 216 万分として計算
2. 50 デバイス * 1 メッセージ /分 * 43200 分(30 日) = 216 万メッセージとして計算
3. 216 万メッセージ * 5KB = 10.29968262GB ≒ 10.3GB として計算
4. 10.3GB/1024 = 0.010058594TB ≒ 0.1TB として計算
5. 50 デバイス * 4 回/月 = 200 リクエスト、50 デバイス * 0.4GB = 20GB として計算

モデル構築のストレージ 300GB 0.14USD/GB 42.00000

モデル構築、トレーニングデータ入力 600GB 0.016USD/GB 4.80000

モデル保存リクエスト 4 リクエスト 0.0047USD/1,000 リクエスト 0.00002

モデル取得リクエスト 200 リクエスト  (*5) 0.00037USD/1,000 リクエスト 0.00008

モデルデータ転送 20GB (*5)  2.16600

モデル保存 0.4GB 0.025USD/GB(最初の 50 TB/月) 0.01000

0.00USD/GB(1GB まで/月)
0.114USD/GB(次の 9.999TB/月)
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月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

Jupyter ノートブック
Amazon SageMaker
ノートブックインスタンス

Jupyter ノートブック
Amazon SageMaker
ノートブックインスタンス

データの前処理
Amazon SageMaker
Processing

モデルのトレーニング
Amazon SageMaker
トレーニングジョブ

モデルのデプロイ
Amazon SageMaker
ホスティングサービス

時系列データ 店舗別・商品別の販売数 の予測 が利用・生成する時系列データの保存用ストレージデータストレージ
Amazon S3

1.   60GB(トレーニング用データ) + 10GB(モデル等) = 70GB で計算しています。
2.   ノートブックインスタンスタイプとしてml.t3.medium、稼働時間として 24 時間 * 30 日 * 5 インスタンス = 3600 時間で計算しています。
3.   ノートブックインスタンスのストレージとして、5 GB * 5 インスタンス = 25 GB で計算しています。
4.   Processing インスタンスタイプとして ml.m5.xlarge、ジョブ実行時間として 1 日平均 1 時間(１ ヶ月あたり合計 30 時間)で計算しています。
5.   Processing インスタンスのストレージとして、 60 GB * 30 時間/720 時間 = 2.5 GB を月の利用量として計算しています。
6.   トレーニングの実行時間は、1 日平均 1 時間(１ ヶ月あたり合計 30 時間)で計算しています。
7.   トレーニングの割合は、ML ワークロード(Scikit-Learn,XGBoostなど)が 95%、ディープラーニングワークロード (PyTorch,Tensorflowなど) が 5%と想定しており。トレーニングインスタン
スタイプは、ML ワークロードでは ml.m5.xlarge(0.347USD/時間)、ディープラーニングワークロードでは  ml.p3.2xlarge(5.872USD/時間)と想定しており、時間単価は  0.347USD * 0.95 
+ 5.872USD * 0.05 = 0.623USD として計算しています。

8.   トレーニングインスタンスのストレージとして、 60 GB * 30時間/720時間 = 2.5 GB を月の利用量として計算しています。
9.   ホスティングインスタンスとして、ML ワークロードとして １ つ、ディープラーニングワークロードとして 1 つ、合計 2 つのモデルをデプロイし、稼働時間として 24 時間 * 30 日 * 2  インスタ
ンス = 1440 時間で計算しています。

10. ML ワークロード用ホスティングインスタンスとして  ml.m5.xlarge(0.347USD/時間)、ディープラーニングワークロード用ホスティングインスタンスとして ml.p2.xlarge(2.159USD/時間)
をそれぞれ 720 時間利用します。

11. ホスティングインスタンス用ストレージとして、ml.m5.xlarge 8GB と ml.p2.xlarge 30GB の合計 38GB で計算しています。
12. データ処理量として、入力 50GB、出力 50GB の合計 100GB で計算しています。

Amazon SageMaker を利用して既存のビジネスピロセスの中に機械学習のインサイトを構築する例です。
Amazon SageMaker は、完全マネージド型の ML (Machine Learning/機械学習) サービスであり、大規模なモデルの構築、トレーニ
ング、チューニング、デプロイを可能にします。コンピュータティングリソースとシステムソフトウェアのプロビジョニング、インフラスト
ラクチャと運用の管理が不要になるため、お客様はビジネス上の問題に集中し、 新しいモデリング手法で開発を行い、アイデアから本
番環境に至るまで MLプロジェクトを迅速に進めることができます。

目的・用途 既存のアプリケーションに機械学習を導入することでビジネスプロセスを高度化効率化したい
この構成での料金試算例 2,126 ドル (月額 )

機械学習開発と運用

この構成での料金試算例

Amazon SageMaker
ホスティングサービス

その他

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Amazon SageMaker
Processing

Amazon SageMaker
トレーニングジョブ(ML)

Amazon S3

Amazon SageMaker
ノートブックインスタンス

データストレージ 70GB(*1) 0.025USD/GB 1.75

ノートブックインスタンス 3,600 時間(*2) 0.0762USD/時間 274.32

Processing インスタンス 30 時間(*4) 0.347USD/時間 10.41

ML ストレージ 2.5GB(*5) 0.168USD/GB 0.42

ML ストレージ 2.5GB(*8) 0.168USD/GB 4.20

トレーニングインスタンス 30 時間(*6) 0.623USD/時間(*7) 18.69

ML ストレージ 25GB(*3) 0.168USD/GB 4.20

ホスティングインスタンス 1,440 時間(*9)  1,804.32

ML ストレージ 38GB(*11) 0.168USD/GB 6.39

データ処理量(入力/出力) 100GB(*12) 0.016USB/GB 1.60

Amazon S3

Amazon EC2

既存アプリケーション

アプリケーションから
の推論リクエスト
アプリケーションから
の推論リクエスト

モデル

モデル

Amazon Sagemaker

AWS Lambda

AWS クラウド

東京 リージョン

デプロイ
(推論用エンドポイント)

データ準備(前処理) モデル開発 トレーニング
トレーニング用
データセット作成

Processing ノートブックインスタンス

データ
セット

データセットでの
モデル開発

トレーニングジョブ ホスティングサービス

ML Deep
Learning… Deep

Learning
ML

コンテナ

モデルのトレーニング実行
(データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード)

モデルのトレーニング実行
(データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード)

推論用エンド
ポイントの作成
(学習済みモデルの
自動取得)

推論用エンド
ポイントの作成
(学習済みモデルの
自動取得)データセットの前処理

(データセットの取得・
処理後のアップロードは自動)

既存のアプリケーションの新機能として機械学習の導入
データサイエンティストは 5 名在籍し、それぞれに Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを提供し、モデル開発を行います
トレーニング用データは Amazon S3 に保存されており、Amazon SageMaker Processing を利用し、データの前処理を行います
機械学習ワークロードは、ML ワークロード(Scikit-Learn,XGBoostなど)とディープラーニングワークロード(Pytorch,Tesorflowなど)の 2 つ存在し、
それぞれのモデルの学習時間の割合は  95%と 5%とします
作成したモデルは ML ワークロード、ディープラーニングワークロードともにデプロイし、Amazon SageMaker ホスティングサービスにて常時稼働とします

・
・
・
・

・
 

0.347USD/時間 (720 時間)
2.159USD/時間 (720 時間)
(*10) 

月額合計料金：2,126.30(USD)
※ 2020 年 5 月 20 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

予測に利用するデータ 予測結果 で計算しています。
商品 店舗 予測数で計算しています。

予測に利用するデータ で計算しています。
トレーニング時間は、 時間で計算しています。データサイズやレシピによって異なります

を利用して蓄積されたデータから将来の需要予測モデルをマネージドサービスで構築する例です。
過去の時系列データから、将来を予測することはビジネスにとって重要です。
この時系列予測を、自前で行う場合、専門家の知識にもとづいた機械学習モデルの開発、機械学習モデルをホストするアプリケーショ
ンの構築、そして、それらのモデル・アプリケーションを期待した通りに動作させるための運用管理が必要となってきます。

は、機械学習の専門知識を必要とせず、過去の時系列データから精度の高い予測を行うことができる完全マネージ
ド型のサービスです。予測に必要なデータさえご用意いただければ、お客様は、サーバーのプロビジョニングも、機械学習モデルの構
築も実施する必要はありません。

にあらかじめ保存された時系列データをデータセットとして、 は機械学習モデルのトレーニングと推論を
行います。
時系列データの予測結果は、 にファイルとしてエクスポートすることができるため、 ツールといった他システムとも連携
させることも可能です。

目的・用途 自社データを使い を活用して、店舗毎の日次での商品別販売予測を立てたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

小売店舗の需要予測

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

データストレージ

予測数 予測数 予測数

トレーニング時間 時間 時間

データストレージ

商品をそれぞれ 店舗で販売しており、販売数データは既存システム内の に保存済み
商品別・店舗別の販売数の予測のため、 を利用
毎月、既存のデータ処理サーバにて、 からデータ抽出・加工を行い、過去の時系列の商品別・店舗別の販売数データを へエクスポート

を利用し、一ヶ月先までの日毎の商品別・店舗別の販売数に関して、 つのポイント予測 を行い、結果を へエクスポート

・
・
・
・

バッチサーバ

クラウド

既存アプリケーション

東京リージョン

時系列データの
抽出・加工

予測に利用する時系列
データのインポート

予測された時系列
データのエクスポート

結果を ツールで可視化、
他システムと連携など

予測に利用する時系列
データのエクスポート

予測子の作成 予測の作成

や は、既存アプリケーションを利用する想定のため、選択サービス・見積もりには含まれていません
ツールなどの他システムとの連携は、選択サービス・見積りには含まれていませ

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

機械学習推論の実行 テレメトリーデータ収集 データ前処理と保存 機械学習モデル構築機械学習推論の実行トリガー 機械学習モデル保存

予知保全分析では、産業用機器の状態を把握することで、生産に影響を与える前に故障の可能性を特定することができます。
を利用することで、機器の状態、健康状態、パフォーマンスを継続的に監視して推測し、リアルタイムで問題を検出することができま

す。組織が予知保全分析を活用すると、機器の寿命が伸び、作業員の安全性が向上し、サプライチェーンが最適化されます。

目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

予知保全分析
目的・用途 機械や機器の状態把握によるパフォーマンスの判断や潜在的な故障を検知したい

この構成での料金試算例 ドル 月額

予知保全分析

工場

クラウド

機械学習
エンジニア

分間にセンサーデバイスから
データを取得し推論を呼び出す

台のゲートウェイ上で推論を実行し、
結果をクラウドへパブリッシュ

パブリッシュされる
推論結果データを収集

保存したデータを活用し
機械学習モデルの構築

データの前処理や保存

モデルのデプロイ

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

推論実行トリガーデバイス センサー 無料

推論実行デバイス ゲートウェイ デバイス

デバイス接続時間 分 万分 万分

トリガーされたルール対象のメッセージ 万メッセージ 万件

実行されたアクション 万アクション 万件

データ前処理

データ保存

分析クエリ実行

モデル構築のリソース 時間 月 時間

トレーニング後モデル出力

トレーニング 時間 月 時間

トレーニングのためのストレージ

・
・

・

・

・

・

・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
デバイス 万台が に 日間常時接続し、推論結果メッセージ を 分間
隔で の トピックへ送信します。
トリガールールはデバイスから へ送信されるメッセージに対して設定し、アク
ションは への送信を設定します。

のパイプラインではメッセージを無変換でデータストアへ保存し、前日分
データをスキャン対象に 日 回分析クエリを実行します。

では、モデル構築とトレーニングに インスタンスタイプ
を用います。インスタンスは、モデル構築に月合計 時間、トレーニングに月合計 時間の
インスタンスを実行します。

のモデル構築インスタンスのストレージとトレーニングインスタンスの
ストレージは、 のデータ保存サイズから 程度増加したサイズのス
トレージをそれぞれのインスタンスに割り当てます。
直近 日分のデータを使用して、モデル構築を行います。
モデルサイズは平均 として、毎週 回 月 新しいモデルを構築し へ保
存し、 から へデプロイします。
デバイス 分 日 万分として計算
デバイス メッセージ 分 分 日 万メッセージとして計算
万メッセージ ≒ として計算

≒ として計算
デバイス 回 月 リクエスト、 デバイス として計算

モデル構築のストレージ

モデル構築、トレーニングデータ入力

モデル保存リクエスト リクエスト リクエスト

モデル取得リクエスト リクエスト リクエスト

モデルデータ転送

モデル保存 最初の 月

まで 月
次の 月
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・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
万人を想定しています。

なしの構成をそのまま利用することも可能です。

この構成での
選択サービス

顔検索 エンドポイント コード実行 の サイトホスティング、顔画像保存

オンプレミスで顔分析や顔検索などの画像分析 アプリケーションを構築しようとする場合、インフラ調達を始め環境構築、
アプリケーション開発を行う必要があります。その上、専門家の知識にもとづいて機械学習モデルの開発も必要になります。

で の サイトをホスティング、 を利用した の作成・公開を
行い、サーバーのプロビジョニングや管理不要のコード実行が可能な を組み合わせることで、ユーザーへ アプリ
ケーションを提供することができます。更に を利用することで、機械学習の専門知識を必要とせず、顔分析およ
び顔検索機能を簡単に アプリケーションに追加することができます。顔分析及び顔検索を行うために必要となる顔コレクション
メタデータはアカウント毎に独立しており、登録された顔コレクションは異なる アカウントで利用されることはありません。

目的・用途 大量の写真データから特定人物の抽出や画像内にある英数字のテキスト検出を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

画像分析

万 顔検索 万 顔メタデータ作成 万 署名付き 作成 万回のリクエストで計算
顔検索 万 顔メタデータ作成 万 署名付き 作成 万 ≒ で計算
秒 万 秒 万 秒 万 秒 万 秒で計算
万 ファイル ≒ で計算
万 顔検索 万 顔メタデータ作成 万 サイト 万リクエストで計算

万 ≒ で計算

この構成での料金試算例
この構成での料金試算例サービス 項目 数量 単価 料金

顔検索 顔メタデータ作成 万画像 画像

顔メタデータ 万顔 顔 月

顔検索結果データ転送量 まで 月

実行時間 万 秒 万 秒 月は無料

実行リクエスト 万リクエスト 万リクエスト 月は無料

リクエスト 万リクエスト

データ容量

ダウンロードリクエスト 万リクエスト リクエスト

アップロードリクエスト 万リクエスト リクエスト

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万

読み込みリクエスト 万リクエスト 万

万リクエスト
最初の 億 万 月

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
顔検索、顔メタデータ作成に利用する顔画像ファイルは、 ファイル程度のサイズで計算しています。
署名付き データは 程度、検索結果データは 程度のサイズで計算しています。
リクエストへはオリジン間リソース共有 リクエストが発生します。
サイトは平均 ファイルで、 万ファイルアクセス 月のダウンロードで計算しています。

関数は のメモリ割当を想定しています。
のアイテムサイズは平均 、アイテム数は 万アイテム、オンデマンドキャパシティで計算しています。

・
・
・
・
・
・
・

オンラインゲームではサービス開始直後やイベントに応じてプレイヤー数が大きく変動するため、オンプレミスでインフラ調達を行う
場合には最大規模を想定した準備をするために初期投資が大きくなりがちです。 では初期投資不要で、実際に使用したリソース
に応じた従量課金で利用できるため、その時々のプレーヤー規模に応じた料金だけで、ご利用いただくことができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、ゲームのためのアセット配信には、データの格納領域として を利用し、コンテンツ配
信ネットワークである を組み合わせることでピーク時におけるオリジンサーバ の負荷を気にする
こと無く安定的なアセット配信が実現できます。ゲームプレーについては、 サーバーを で負荷分散した

の で構成し、データベースとして 、データベースのキャッシュストアとして
を組み合わせて、高い可用性と優れた性能を実現します。

バトルロイヤルのようにプレイヤー同士が対戦する要素のあるマルチプレーヤーゲームであれば、さらに を組み
合わせる構成に発展させることで、デプロイやスケールといったゲームサーバーの管理からも解放され、ゲーム開発を加速させること
ができます。 を使用する場合、 サーバーからマッチメイキングのためのリクエストを送り、レスポンスとして接
続先の の情報を に返すことで、ユーザーは最善な条件の対戦相手とマッチすることができます。
同時接続のユーザー数が変動した場合には、 や によって リソースを必要なだけ確保
することで、過負荷によるレスポンスの悪化を防ぐことができます。またスポットインスタンスを活用することで、低コストでの運用も実
現することができます。

目的・用途 型の小規模から大規模のオンラインゲーム、 や 向けのクロスプラットフォーム対応ゲーム、
バトルロイヤルのようにプレーヤー同士が対戦する要素のあるマルチプレーヤーゲームを作成したい

この構成での料金試算例 シングルプレイ： ドル 月額 　マルチプレイ： ドル 月額

オンラインゲーム

クラウド

カメラ付き
デバイス

管理者

東京リージョン

署名付き 取得、
顔メタデータ作成、及び顔検索 画像アップロード

顔検索、及び個人情報取得

顔メタデータ作成、
及び個人情報登録

署名付き 作成

万人分の顔画像を事前登録
の顔写真を へ

アップロードし、 万回 月の顔検索を
リクエストして、登録済みの個人情報を
取得

データストア

アセット配信

マッチメイキング

対戦要素がある場合のオプション

サーバー

シングルプレイを中心とするオンラインゲーム構成での料金試算例
料金

関連費用

コンピューティング関連費用

データベース関連費用

サービス

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

オプション を利用したマルチプレイヤーゲーム構成での料金試算例
料金

通常構成の費用

データ通信関連費用

ゲームサーバー関連費用

サービス

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

データベースのキャッシュ マッチメイキング ゲームサーバー

コンテンツ配信ネットワーク ロードバランサーストレージ アセット サーバー サーバーのスケーリング

データベース

月額合計料金：189.33(USD)
※ 2020 年 5 月 20 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

ノートブック

ノートブックインスタンス

ノートブック

ノートブックインスタンス

データの前処理 モデルのトレーニング

トレーニングジョブ

モデルのデプロイ

ホスティングサービス

時系列データ(店舗別・商品別の販売数)の予測
Amazon Forecast

Amazon Forecast が利用・生成する時系列データの保存用ストレージ
Amazon S3

データストレージ

トレーニング用データ モデル等 で計算しています。
ノートブックインスタンスタイプとして 、稼働時間として 時間 日 インスタンス 時間で計算しています。
ノートブックインスタンスのストレージとして、 インスタンス で計算しています。

インスタンスタイプとして 、ジョブ実行時間として 日平均 時間１ヶ月あたり合計 時間 で計算しています。
インスタンスのストレージとして、 時間 時間 を月の利用量として計算しています。

トレーニングの実行時間は、 日平均 時間１ヶ月あたり合計 時間 で計算しています。
トレーニングの割合は、 ワークロード など が 、ディープラーニングワークロード (PyTorch,Tensorflowなど が と想定しており。トレーニングインスタン
スタイプは、 ワークロードでは 時間 、ディープラーニングワークロードでは 時間と想定しており、時間単価は

として計算しています。
トレーニングインスタンスのストレージとして、 時間 時間 を月の利用量として計算しています。
ホスティングインスタンスとして、 ワークロードとして１つ、ディープラーニングワークロードとして つ、合計 つのモデルをデプロイし、稼働時間として 時間 日 インスタ
ンス 時間で計算しています。
ワークロード用ホスティングインスタンスとして 時間 、ディープラーニングワークロード用ホスティングインスタンスとして 時間

をそれぞれ 時間利用します。
ホスティングインスタンス用ストレージとして、 と の合計 で計算しています。
データ処理量として、入力 、出力 の合計 で計算しています。

を利用して既存のビジネスピロセスの中に機械学習のインサイトを構築する例です。
は、完全マネージド型の 機械学習 サービスであり、大規模なモデルの構築、トレーニ

ング、チューニング、デプロイを可能にします。コンピュータティングリソースとシステムソフトウェアのプロビジョニング、インフラスト
ラクチャと運用の管理が不要になるため、お客様はビジネス上の問題に集中し、新しいモデリング手法で開発を行い、アイデアから本
番環境に至るまで プロジェクトを迅速に進めることができます。

目的・用途 既存のアプリケーションに機械学習を導入することでビジネスプロセスを高度化効率化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

機械学習開発と運用

この構成での料金試算例

ホスティングサービス

その他

サービス 項目 数量 単価 料金

トレーニングジョブ

ノートブックインスタンス

データストレージ

ノートブックインスタンス 時間 時間

インスタンス 時間 時間

ストレージ

ストレージ

トレーニングインスタンス 時間 時間

ストレージ

ホスティングインスタンス 時間

ストレージ

データ処理量 入力 出力

既存アプリケーション

アプリケーションから
の推論リクエスト
アプリケーションから
の推論リクエスト

モデル

モデル

クラウド

東京リージョン

デプロイ
推論用エンドポイント

データ準備 前処理 モデル開発 トレーニング
トレーニング用
データセット作成

ノートブックインスタンス

データ
セット

データセットでの
モデル開発

トレーニングジョブ ホスティングサービス

…
コンテナ

モデルのトレーニング実行
データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード

モデルのトレーニング実行
データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード

推論用エンド
ポイントの作成
学習済みモデルの
自動取得

推論用エンド
ポイントの作成
学習済みモデルの
自動取得データセットの前処理

データセットの取得・
処理後のアップロードは自動

既存のアプリケーションの新機能として機械学習の導入
データサイエンティストは 名在籍し、それぞれに ノートブックインスタンスを提供し、モデル開発を行います
トレーニング用データは に保存されており、 を利用し、データの前処理を行います
機械学習ワークロードは、 ワークロード などとディープラーニングワークロード(Pytorch,Tesorflowなどの つ存在し、
それぞれのモデルの学習時間の割合は と とします
作成したモデルは ワークロード、ディープラーニングワークロードともにデプロイし、 ホスティングサービスにて常時稼働とします

・
・
・
・

・

時間 時間
時間 時間

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

1. 5GB(予測に利用するデータ) + 0.2GB(予測結果) = 5.2GB で計算しています。
2. 2,000 商品 * 50 店舗 * 3 quantiles = 300,000 予測数で計算しています。
3. 予測に利用するデータ = 5GBで計算しています。
4. トレーニング時間は、20 時間 で計算しています。(データサイズやレシピによって異なります)

Amazon Forecast を利用して蓄積されたデータから将来の需要予測モデルをマネージドサービスで構築する例です。
過去の時系列データから、将来を予測することはビジネスにとって重要です。
この時系列予測を、自前で行う場合、専門家の知識にもとづいた機械学習モデルの開発、機械学習モデルをホストするアプリケーショ
ンの構築、そして、それらのモデル・アプリケーションを期待した通りに動作させるための運用管理が必要となってきます。
Amazon Forecast は、機械学習の専門知識を必要とせず、過去の時系列データから精度の高い予測を行うことができる完全マネージ
ド型のサービスです。予測に必要なデータさえご用意いただければ、お客様は、サーバーのプロビジョニングも、機械学習モデルの構
築も実施する必要はありません。
Amazon S3 にあらかじめ保存された時系列データをデータセットとして、Amazon Forest は機械学習モデルのトレーニングと推論を
行います。
時系列データの予測結果は、Amazon S3 にファイルとしてエクスポートすることができるため、BI ツールといった他システムとも連携
させることも可能です。

目的・用途 自社データを使い AI を活用して、店舗毎の日次での商品別販売予測を立てたい
この構成での料金試算例 189 ドル (月額 )  

小売店舗の需要予測

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Amazon S3

Amazon Forecast

データストレージ 5.2GB(*1) 0.025USD/GB 0.13

予測数 300,000 予測数(*2) 0.6USD/1000予測数 180.00

トレーニング時間 20 時間(*4) 0.24USD/時間 4.80

データストレージ 5GB(*3) 0.88USD/GB 4.40

2,000 商品を それぞれ 50 店舗で販売しており、販売数データは既存システム内の Amazon RDSに保存済み
商品別・店舗別の販売数の予測のため、Amazon Forecast を利用
毎月、既存のデータ処理サーバにて、Amazon RDS からデータ抽出・加工を行い、過去の時系列の商品別・店舗別の販売数データを Amazon S3 へエクスポート
Amazon Forecast を利用し、一ヶ月先までの日毎の商品別・店舗別の販売数に関して、3 つのポイント予測 (P10, P50, P90) を行い、結果を Amazon S3 へエクスポート

・
・
・
・

Amazon S3Amazon EC2

(バッチサーバ)

AWS クラウド

既存アプリケーション

東京 リージョン

時系列データの
抽出・加工

予測に利用する時系列
データのインポート

予測された時系列
データのエクスポート

結果をBIツールで可視化、
他システムと連携など

予測に利用する時系列
データのエクスポート

予測子の作成 予測の作成

Amazon Forecast

Amazon RDS

VPC

*Amazon RDS や Amazon EC2 は、既存アプリケーションを利用する想定のため、選択サービス・見積もりには含まれていません
*BI ツールなどの他システムとの連携は、選択サービス・見積りには含まれていませ 
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・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
万人を想定しています。

なしの構成をそのまま利用することも可能です。

この構成での
選択サービス

顔検索
Amazon Rekognition

HTTPS エンドポイント
Amazon API Gateway

コード実行
AWS Lambda

SPA の Web サイトホスティング、顔画像保存
Amazon S3

オンプレミスで顔分析や顔検索などの画像分析 Web アプリケーションを構築しようとする場合、インフラ調達を始め環境構築、Web 
アプリケーション開発を行う必要があります。その上、専門家の知識にもとづいて機械学習モデルの開発も必要になります。
Amazon S3で Single Page Application(SPA)の Web サイトをホスティング、Amazon API Gateway を利用した API の作成・公開を
行い、サーバーのプロビジョニングや管理不要のコード実行が可能なAWS Lambdaを組み合わせることで、ユーザーへ Web アプリ
ケーションを提供することができます。更に Amazon Rekognition を利用することで、機械学習の専門知識を必要とせず、顔分析およ
び顔検索機能を簡単に Web アプリケーションに追加することができます。顔分析及び顔検索を行うために必要となる顔コレクション
(メタデータ)はアカウント毎に独立しており、登録された顔コレクションは異なる AWS アカウントで利用されることはありません。

目的・用途 大量の写真データから特定人物の抽出や画像内にある英数字のテキスト検出を行いたい
この構成での料金試算例 158 ドル (月額 )

画像分析

1. 10 万(顔検索)+ 1 万(顔メタデータ作成))+ 11 万(署名付き URL 作成)= 22 万回のリクエストで計算
2. 5kB(顔検索)* 10 万 + 1kB(顔メタデータ作成)* 1 万 + 1kB(署名付き URL 作成)* 11 万 = 605.46875MB ≒ 0.6GB で計算
3. 15 秒 * 10 万 + 10 秒 * 1 万 + 5 秒 * 11 万 = 800,000 秒 * 256MB = 20 万 GB-秒で計算
4. 11 万 * 5MB + 10 ファイル * 100KB = 550,000.9765625MB ≒ 540GB で計算
5. 10 万(顔検索)+ 1  万(顔メタデータ作成)+ 1 万(SPA サイト)= 12 万リクエストで計算
6. 1KB * 1 万 = 10,000KB ≒ 0.01GB で計算

この構成での料金試算例
この構成での料金試算例

Amazon S3

Amazon DynamoDB

サービス 項目 数量 単価 料金 (USD)

Amazon API Gateway

AWS Lambda

Amazon Rekognition
顔検索+顔メタデータ作成 11 万画像 0.0013USD/画像 143.00

顔メタデータ 1 万顔 0.00001USD/顔/月 0.10

顔検索結果データ転送量 0.6GB (*2) 0.00USD/GB(1GB まで/月) 0.00

実行時間 20 万 GB-秒 (*3) 40 万 GB-秒/月は無料 0.00

実行リクエスト 12 万リクエスト 100 万リクエスト/月は無料 0.00

REST APIリクエスト 22 万リクエスト (*1)  0.94 

データ容量 540GB (*4) 0.025USD/GB 13.50

ダウンロードリクエスト 12 万リクエスト (*5) 0.00037USD/1,000 リクエスト 0.05

アップロードリクエスト 11 万リクエスト 0.0047USD/1,000 リクエスト 0.52

データ容量 0.01GB (*6) 毎月最初の 25GB の保管は無料 0.00

書き込みリクエスト 1 万リクエスト 1.4269USD/100 万 0.02

読み込みリクエスト 10 万リクエスト 0.285USD/100 万 0.03

4.25USD/100 万リクエスト
(最初の 3 億 3,300 万/月)

月額合計料金：158.16(USD)
※ 2020 年 6 月 16 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
顔検索、顔メタデータ作成に利用する顔画像ファイルは、5MB/ファイル程度のサイズで計算しています。
署名付き URL データは 1KB 程度、検索結果データは 10KB 程度のサイズで計算しています。
API リクエストへはオリジン間リソース共有(CORS)リクエストが発生します。
SPA サイトは平均 100KB/ファイルで、1 万ファイルアクセス/月のダウンロードで計算しています。
Lambda 関数は 256MB のメモリ割当を想定しています。
DynamoDB のアイテムサイズは平均 1KB、アイテム数は 1 万アイテム、オンデマンドキャパシティで計算しています。

・
・
・
・
・
・
・

オンラインゲームではサービス開始直後やイベントに応じてプレイヤー数が大きく変動するため、オンプレミスでインフラ調達を行う
場合には最大規模を想定した準備をするために初期投資が大きくなりがちです。 では初期投資不要で、実際に使用したリソース
に応じた従量課金で利用できるため、その時々のプレーヤー規模に応じた料金だけで、ご利用いただくことができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、ゲームのためのアセット配信には、データの格納領域として を利用し、コンテンツ配
信ネットワークである を組み合わせることでピーク時におけるオリジンサーバ の負荷を気にする
こと無く安定的なアセット配信が実現できます。ゲームプレーについては、 サーバーを で負荷分散した

の で構成し、データベースとして 、データベースのキャッシュストアとして
を組み合わせて、高い可用性と優れた性能を実現します。

バトルロイヤルのようにプレイヤー同士が対戦する要素のあるマルチプレーヤーゲームであれば、さらに を組み
合わせる構成に発展させることで、デプロイやスケールといったゲームサーバーの管理からも解放され、ゲーム開発を加速させること
ができます。 を使用する場合、 サーバーからマッチメイキングのためのリクエストを送り、レスポンスとして接
続先の の情報を に返すことで、ユーザーは最善な条件の対戦相手とマッチすることができます。
同時接続のユーザー数が変動した場合には、 や によって リソースを必要なだけ確保
することで、過負荷によるレスポンスの悪化を防ぐことができます。またスポットインスタンスを活用することで、低コストでの運用も実
現することができます。

目的・用途 型の小規模から大規模のオンラインゲーム、 や 向けのクロスプラットフォーム対応ゲーム、
バトルロイヤルのようにプレーヤー同士が対戦する要素のあるマルチプレーヤーゲームを作成したい

この構成での料金試算例 シングルプレイ： ドル 月額 　マルチプレイ： ドル 月額

オンラインゲーム

AWS クラウド

Amazon API
Gateway

Amazon S3

Lambda

Amazon DynamoDB

カメラ付き
デバイス

管理者

Amazon Rekognition

Lambda
AWS Lambda

東京 リージョン

署名付き URL 取得、
顔メタデータ作成、及び顔検索 画像アップロード

顔検索、及び個人情報取得

顔メタデータ作成、
及び個人情報登録

署名付き URL 作成

1 万人分の顔画像を事前登録
10 MBの顔写真を Amazon S3へ
アップロードし、10 万回/月の顔検索を
リクエストして、登録済みの個人情報を
取得

データストア
Amazon DynamoDB

アセット配信

マッチメイキング

対戦要素がある場合のオプション

サーバー

シングルプレイを中心とするオンラインゲーム構成での料金試算例
料金

関連費用

コンピューティング関連費用

データベース関連費用

サービス

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

オプション を利用したマルチプレイヤーゲーム構成での料金試算例
料金

通常構成の費用

データ通信関連費用

ゲームサーバー関連費用

サービス

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

データベースのキャッシュ マッチメイキング ゲームサーバー

コンテンツ配信ネットワーク ロードバランサーストレージ アセット サーバー サーバーのスケーリング

データベース

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

この構成での
選択サービス

この構成での
選択サービス

ノートブック

ノートブックインスタンス

ノートブック

ノートブックインスタンス

データの前処理 モデルのトレーニング

トレーニングジョブ

モデルのデプロイ

ホスティングサービス

時系列データ 店舗別・商品別の販売数 の予測 が利用・生成する時系列データの保存用ストレージデータストレージ

トレーニング用データ モデル等 で計算しています。
ノートブックインスタンスタイプとして 、稼働時間として 時間 日 インスタンス 時間で計算しています。
ノートブックインスタンスのストレージとして、 インスタンス で計算しています。

インスタンスタイプとして 、ジョブ実行時間として 日平均 時間１ヶ月あたり合計 時間 で計算しています。
インスタンスのストレージとして、 時間 時間 を月の利用量として計算しています。

トレーニングの実行時間は、 日平均 時間１ヶ月あたり合計 時間 で計算しています。
トレーニングの割合は、 ワークロード など が 、ディープラーニングワークロード (PyTorch,Tensorflowなど が と想定しており。トレーニングインスタン
スタイプは、 ワークロードでは 時間 、ディープラーニングワークロードでは 時間と想定しており、時間単価は

として計算しています。
トレーニングインスタンスのストレージとして、 時間 時間 を月の利用量として計算しています。
ホスティングインスタンスとして、 ワークロードとして１つ、ディープラーニングワークロードとして つ、合計 つのモデルをデプロイし、稼働時間として 時間 日 インスタ
ンス 時間で計算しています。
ワークロード用ホスティングインスタンスとして 時間 、ディープラーニングワークロード用ホスティングインスタンスとして 時間

をそれぞれ 時間利用します。
ホスティングインスタンス用ストレージとして、 と の合計 で計算しています。
データ処理量として、入力 、出力 の合計 で計算しています。

を利用して既存のビジネスピロセスの中に機械学習のインサイトを構築する例です。
は、完全マネージド型の 機械学習 サービスであり、大規模なモデルの構築、トレーニ

ング、チューニング、デプロイを可能にします。コンピュータティングリソースとシステムソフトウェアのプロビジョニング、インフラスト
ラクチャと運用の管理が不要になるため、お客様はビジネス上の問題に集中し、新しいモデリング手法で開発を行い、アイデアから本
番環境に至るまで プロジェクトを迅速に進めることができます。

目的・用途 既存のアプリケーションに機械学習を導入することでビジネスプロセスを高度化効率化したい
この構成での料金試算例 ドル 月額

機械学習開発と運用

この構成での料金試算例

ホスティングサービス

その他

サービス 項目 数量 単価 料金

トレーニングジョブ

ノートブックインスタンス

データストレージ

ノートブックインスタンス 時間 時間

インスタンス 時間 時間

ストレージ

ストレージ

トレーニングインスタンス 時間 時間

ストレージ

ホスティングインスタンス 時間

ストレージ

データ処理量 入力 出力

既存アプリケーション

アプリケーションから
の推論リクエスト
アプリケーションから
の推論リクエスト

モデル

モデル

クラウド

東京リージョン

デプロイ
推論用エンドポイント

データ準備 前処理 モデル開発 トレーニング
トレーニング用
データセット作成

ノートブックインスタンス

データ
セット

データセットでの
モデル開発

トレーニングジョブ ホスティングサービス

…
コンテナ

モデルのトレーニング実行
データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード

モデルのトレーニング実行
データセットの自動取得、
学習済みモデルの自動アップロード

推論用エンド
ポイントの作成
学習済みモデルの
自動取得

推論用エンド
ポイントの作成
学習済みモデルの
自動取得データセットの前処理

データセットの取得・
処理後のアップロードは自動

既存のアプリケーションの新機能として機械学習の導入
データサイエンティストは 名在籍し、それぞれに ノートブックインスタンスを提供し、モデル開発を行います
トレーニング用データは に保存されており、 を利用し、データの前処理を行います
機械学習ワークロードは、 ワークロード などとディープラーニングワークロード(Pytorch,Tesorflowなどの つ存在し、
それぞれのモデルの学習時間の割合は と とします
作成したモデルは ワークロード、ディープラーニングワークロードともにデプロイし、 ホスティングサービスにて常時稼働とします

・
・
・
・

・

時間 時間
時間 時間

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。・

予測に利用するデータ 予測結果 で計算しています。
商品 店舗 予測数で計算しています。

予測に利用するデータ で計算しています。
トレーニング時間は、 時間で計算しています。データサイズやレシピによって異なります

を利用して蓄積されたデータから将来の需要予測モデルをマネージドサービスで構築する例です。
過去の時系列データから、将来を予測することはビジネスにとって重要です。
この時系列予測を、自前で行う場合、専門家の知識にもとづいた機械学習モデルの開発、機械学習モデルをホストするアプリケーショ
ンの構築、そして、それらのモデル・アプリケーションを期待した通りに動作させるための運用管理が必要となってきます。

は、機械学習の専門知識を必要とせず、過去の時系列データから精度の高い予測を行うことができる完全マネージ
ド型のサービスです。予測に必要なデータさえご用意いただければ、お客様は、サーバーのプロビジョニングも、機械学習モデルの構
築も実施する必要はありません。

にあらかじめ保存された時系列データをデータセットとして、 は機械学習モデルのトレーニングと推論を
行います。
時系列データの予測結果は、 にファイルとしてエクスポートすることができるため、 ツールといった他システムとも連携
させることも可能です。

目的・用途 自社データを使い を活用して、店舗毎の日次での商品別販売予測を立てたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

小売店舗の需要予測

この構成での料金試算例
サービス 項目 数量 単価 料金

データストレージ

予測数 予測数 予測数

トレーニング時間 時間 時間

データストレージ

商品をそれぞれ 店舗で販売しており、販売数データは既存システム内の に保存済み
商品別・店舗別の販売数の予測のため、 を利用
毎月、既存のデータ処理サーバにて、 からデータ抽出・加工を行い、過去の時系列の商品別・店舗別の販売数データを へエクスポート

を利用し、一ヶ月先までの日毎の商品別・店舗別の販売数に関して、 つのポイント予測 を行い、結果を へエクスポート

・
・
・
・

バッチサーバ

クラウド

既存アプリケーション

東京リージョン

時系列データの
抽出・加工

予測に利用する時系列
データのインポート

予測された時系列
データのエクスポート

結果を ツールで可視化、
他システムと連携など

予測に利用する時系列
データのエクスポート

予測子の作成 予測の作成

や は、既存アプリケーションを利用する想定のため、選択サービス・見積もりには含まれていません
ツールなどの他システムとの連携は、選択サービス・見積りには含まれていませ
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・
・
・

東京リージョンのご利用を想定しています。
Daily Active User 2 万人を想定しています。
GameLift なしの構成をそのまま利用することも可能です。

Fleet

Fleet

この構成での
選択サービス

顔検索 エンドポイント コード実行 の サイトホスティング、顔画像保存

オンプレミスで顔分析や顔検索などの画像分析 アプリケーションを構築しようとする場合、インフラ調達を始め環境構築、
アプリケーション開発を行う必要があります。その上、専門家の知識にもとづいて機械学習モデルの開発も必要になります。

で の サイトをホスティング、 を利用した の作成・公開を
行い、サーバーのプロビジョニングや管理不要のコード実行が可能な を組み合わせることで、ユーザーへ アプリ
ケーションを提供することができます。更に を利用することで、機械学習の専門知識を必要とせず、顔分析およ
び顔検索機能を簡単に アプリケーションに追加することができます。顔分析及び顔検索を行うために必要となる顔コレクション
メタデータはアカウント毎に独立しており、登録された顔コレクションは異なる アカウントで利用されることはありません。

目的・用途 大量の写真データから特定人物の抽出や画像内にある英数字のテキスト検出を行いたい
この構成での料金試算例 ドル 月額

画像分析

万 顔検索 万 顔メタデータ作成 万 署名付き 作成 万回のリクエストで計算
顔検索 万 顔メタデータ作成 万 署名付き 作成 万 ≒ で計算
秒 万 秒 万 秒 万 秒 万 秒で計算
万 ファイル ≒ で計算
万 顔検索 万 顔メタデータ作成 万 サイト 万リクエストで計算

万 ≒ で計算

この構成での料金試算例
この構成での料金試算例サービス 項目 数量 単価 料金

顔検索 顔メタデータ作成 万画像 画像

顔メタデータ 万顔 顔 月

顔検索結果データ転送量 まで 月

実行時間 万 秒 万 秒 月は無料

実行リクエスト 万リクエスト 万リクエスト 月は無料

リクエスト 万リクエスト  0.94 

データ容量

ダウンロードリクエスト 万リクエスト リクエスト

アップロードリクエスト 万リクエスト リクエスト

データ容量 毎月最初の の保管は無料

書き込みリクエスト 万リクエスト 万

読み込みリクエスト 万リクエスト 万

万リクエスト
最初の 億 万 月

月額合計料金：
※ 年 月 日時点での試算です

東京リージョンのご利用を想定しています。
顔検索、顔メタデータ作成に利用する顔画像ファイルは、 ファイル程度のサイズで計算しています。
署名付き データは 程度、検索結果データは 程度のサイズで計算しています。
リクエストへはオリジン間リソース共有 リクエストが発生します。
サイトは平均 ファイルで、 万ファイルアクセス 月のダウンロードで計算しています。

関数は のメモリ割当を想定しています。
のアイテムサイズは平均 、アイテム数は 万アイテム、オンデマンドキャパシティで計算しています。

・
・
・
・
・
・
・

オンラインゲームではサービス開始直後やイベントに応じてプレイヤー数が大きく変動するため、オンプレミスでインフラ調達を行う
場合には最大規模を想定した準備をするために初期投資が大きくなりがちです。AWS では初期投資不要で、実際に使用したリソース
に応じた従量課金で利用できるため、その時々のプレーヤー規模に応じた料金だけで、ご利用いただくことができます。
こちらの例でご紹介する構成の場合、ゲームのためのアセット配信には、データの格納領域として Amazon S3 を利用し、コンテンツ配
信ネットワークである Amazon CloudFront を組み合わせることでピーク時におけるオリジンサーバ(Amazon S3)の負荷を気にする
こと無く安定的なアセット配信が実現できます。ゲームプレーについては、API サーバーを Elastic Load Balancing で負荷分散した 

Amazon EC2 の Auto Scaling Group で構成し、データベースとして Amazon Aurora、データベースのキャッシュストアとして 

Amazon ElastiCache を組み合わせて、高い可用性と優れた性能を実現します。
バトルロイヤルのようにプレイヤー同士が対戦する要素のあるマルチプレーヤーゲームであれば、さらに Amazon GameLift を組み
合わせる構成に発展させることで、デプロイやスケールといったゲームサーバーの管理からも解放され、ゲーム開発を加速させること
ができます。Amazon GameLift を使用する場合、API サーバーからマッチメイキングのためのリクエストを送り、レスポンスとして接
続先の Fleet の情報を Game Client に返すことで、ユーザーは最善な条件の対戦相手とマッチすることができます。
同時接続のユーザー数が変動した場合には、Auto Scaling Group や Amazon GameLift によって AWS リソースを必要なだけ確保
することで、過負荷によるレスポンスの悪化を防ぐことができます。またスポットインスタンスを活用することで、低コストでの運用も実
現することができます。

目的・用途 Client/Server 型の小規模から大規模のオンラインゲーム、Console や Mobile 向けのクロスプラットフォーム対応ゲーム、
バトルロイヤルのようにプレーヤー同士が対戦する要素のあるマルチプレーヤーゲームを作成したい

この構成での料金試算例 シングルプレイ：4,536 ドル (月額 )　マルチプレイ：13,951 ドル (月額 )

オンラインゲーム

クラウド

カメラ付き
デバイス

管理者

東京リージョン

署名付き 取得、
顔メタデータ作成、及び顔検索 画像アップロード

顔検索、及び個人情報取得

顔メタデータ作成、
及び個人情報登録

署名付き 作成

万人分の顔画像を事前登録
の顔写真を へ

アップロードし、 万回 月の顔検索を
リクエストして、登録済みの個人情報を
取得

データストア

Game Client

Amazon
CloudFront

Amazon S3

アセット配信

マッチメイキング

Queue
Amazon
GameLift

対戦要素がある場合のオプション

APIサーバー

Elastic Load
Balancing

Amazon Aurora Amazon
ElastiCache
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シングルプレイを中心とするオンラインゲーム構成での料金試算例
料金 (USD)

CDN 関連費用 1,200

コンピューティング関連費用 742

データベース関連費用 2,594

サービス

月額合計料金：4,536(USD)
※ 2020 年 5 月 18 日時点での試算です

(オプション)GameLift を利用したマルチプレイヤーゲーム構成での料金試算例
料金 (USD)

通常構成の費用 4,536

データ通信関連費用 3,985

ゲームサーバー関連費用 5,430

サービス

月額合計料金：13,951(USD)
※ 2020 年 5 月 18 日時点での試算です

この構成での
選択サービス

データベースのキャッシュ
Amazon ElastiCache

マッチメイキング
Amazon GameLift

ゲームサーバー(Fleet)

Amazon EC2

コンテンツ配信ネットワーク
Amazon CloudFront

ロードバランサー
Elastic Load Balancing (Application Load Balancer)

ストレージ(アセット)

Amazon S3

API サーバー
Amazon EC2

サーバーのスケーリング
Amazon EC2 Auto Scaling

データベース
Amazon Aurora
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クラウドを使いたいけど、 
どのような構成を組めばよい？ いくらぐらいかかるの？

クラウド導入をお考えの方のための

AWSクラウドの無料相談を受け付けております。資料請求、お見積りのご相談、

またお客様のユースケースにおける構築、パートナー紹介に関するご相談は、

お気軽に以下のフォームよりお問い合わせください。

平日営業時間内に日本オフィス担当者よりご連絡いたします。

AWSクラウドの利用をご検討中の皆様

チャットでもご相談いただけます。（平日 10:00~18:00 / 土日祝日除く）
ご請求・AWS アカウントに関するサポートはこちらからお問い合わせください  ≫

リモートワーク環境
を構築したい

ファイルサーバーを
クラウド化したい

デバイスを
遠隔から監視・制御したい

在宅・リモート環境の
ウェブ会議・チャット環境を

用意したい

クラウドでシンプルに
バックアップ・ 環境を作りたい

画像データを
分析したい

業務システムを
クラウドに移行したい

https://pages.awscloud.com/JP-FY20-MMT-SMB-DigitalInitiative-CDP-Reg.html

コンテナを利用した
サービスを構築したい

の目的別クラウド構成と料金試算例

2020年10月作成 © 2020, Amazon Web Services, Inc. or its Affiliates. All rights reserved.

レンタルサーバーから
クラウドに移行して
効率的な運用をしたい


