AWS 請求
ユーザーガイド
Version 2.0

AWS 請求 ユーザーガイド

AWS 請求: ユーザーガイド

Copyright © 2022 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Amazon の商標およびトレードドレスは、お客様に混乱を招く可能性が高い方法、または Amazon の評判もしくは信
用を損なう方法で、Amazon が所有しない製品またはサービスと関連付けて使用することはできません。Amazon が
所有しないあらゆる商標は、各所有者の財産です。これらの各所有者は、必ずしも Amazon と提携もしくは関連し、
または Amazon の支援を受けているとは限りません。

AWS 請求 ユーザーガイド

Table of Contents
AWS 請求とは ................................................................................................................................... 1
請求の特徴 ................................................................................................................................ 2
関連サービス ............................................................................................................................. 3
開始方法 ............................................................................................................................................ 5
ステップ 1: AWS にサインアップする ........................................................................................... 5
ステップ 2: 必要な IAM ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチする .......................................... 5
ステップ 3: 請求情報と使用状況を確認する .................................................................................... 5
ステップ 4: 請求書をダウンロードまたは印刷する ........................................................................... 6
ステップ 5: 請求機能の詳細 ......................................................................................................... 6
次のステップ ............................................................................................................................. 6
AWS コスト管理機能を使用して支出を最適化する .................................................................. 6
請求情報とコスト管理 API を使用する ................................................................................... 7
詳細はこちら ..................................................................................................................... 7
ヘルプの表示 ..................................................................................................................... 7
ヘルプの利用 ..................................................................................................................................... 8
AWS ナレッジセンター ............................................................................................................... 8
に連絡する AWS Support ............................................................................................................ 8
請求対象の使用状況の確認 ........................................................................................................... 9
無料利用枠の使用量のモニタリング ............................................................................................... 9
予想外の料金の回避 .................................................................................................................... 9
AWS 無料利用枠を超えた使用 ............................................................................................ 10
アカウントを閉じた後に届く請求書 ..................................................................................... 10
無効になっているリージョン .............................................................................................. 10
Elastic Beanstalk 環境 ....................................................................................................... 10
Elastic Load Balancing (ELB) ............................................................................................. 10
AWS OpsWorks で開始したサービス ................................................................................... 10
Amazon EC2 インスタンス ................................................................................................ 11
Amazon Elastic Block Store ボリュームとスナップショット .................................................... 11
Elastic IP アドレス ............................................................................................................ 12
他のサービスによって起動されるサービス ............................................................................ 12
ストレージサービス .......................................................................................................... 12
アカウントの管理 ............................................................................................................................ 13
AWS アカウントを管理する ....................................................................................................... 13
アカウント名、ルートユーザーパスワード、ルートユーザー E メールアドレスの編集 ................. 13
連絡先情報の編集 .............................................................................................................. 14
請求の支払い通貨の変更 .................................................................................................... 14
代替の連絡先の追加、変更、または削除 ............................................................................... 14
リージョンを有効および無効にする ..................................................................................... 15
納税者番号の更新と削除 .................................................................................................... 16
税設定の継承をオンにする ................................................................................................. 17
米国の免税を管理する ....................................................................................................... 17
インドでのアカウントを管理する ................................................................................................ 18
アカウントに関連する企業を判別する .................................................................................. 19
AISPL にサインアップする ................................................................................................. 19
AISPL アカウントを管理する .............................................................................................. 20
アカウントの解約 .................................................................................................................... 22
AWS アカウント を閉鎖する前の考慮事項 ............................................................................ 22
AWS アカウント 閉鎖時のトラブルシューティング ................................................................ 25
AWS アカウント を閉鎖する .............................................................................................. 25
解約後の AWS アカウント へのアクセス .............................................................................. 25
閉鎖後期間が過ぎた場合 .................................................................................................... 26
AWS 請求コンソールのダッシュボードを使用する ................................................................................. 27
ダッシュボードページについて ................................................................................................... 27
請求を表示する ................................................................................................................................. 29
Version 2.0
iii

AWS 請求 ユーザーガイド

月額料金を表示する ..................................................................................................................
請求ページを理解する .......................................................................................................
E メールで送付される請求書を取得する .......................................................................................
支払いの管理 ....................................................................................................................................
AWS 支払いの管理 ....................................................................................................................
AWS 支払い方法の管理 .....................................................................................................
支払いを行い、資金を確認し、履歴を表示する ......................................................................
クレジットカード支払い方法の管理 .....................................................................................
ACH 銀行デビット支払い方法の管理 ....................................................................................
CNYでの AWS 支払いの管理 ..............................................................................................
インドでの支払いの管理 ............................................................................................................
サポートされている支払い方法 ...........................................................................................
ネットバンキングアカウントの追加 .....................................................................................
クレジットカードまたはデビットカードによる支払い ............................................................
ネットバンキングによる支払い ...........................................................................................
AWS 欧州での支払いを管理する .................................................................................................
AWS 欧州の支払い方法を管理する ......................................................................................
AWS 欧州で支払いを行い、資金を確認し、支払い履歴を表示する ...........................................
AWS 欧州のクレジットカード支払い方法の管理 ....................................................................
AWS 欧州のクレジットカード支払い検証を管理する ..............................................................
SEPA 銀行デビット支払い方法の管理 ..................................................................................
事前支払いを管理する ...............................................................................................................
事前支払いを登録する .......................................................................................................
事前支払いへ資金を追加する ..............................................................................................
支払いプロファイルを管理する ...................................................................................................
支払いプロファイルの作成 .................................................................................................
支払いプロファイルの編集 .................................................................................................
支払いプロファイルの削除 .................................................................................................
Customer Carbon Footprint Tool の表示 ...............................................................................................
Customer Carbon Footprint Tool の開始方法 .................................................................................
IAM ポリシー ...................................................................................................................
AWS Organizations ユーザー ..............................................................................................
Customer Carbon Footprint Tool の理解の概要 ..............................................................................
炭素排出量の推定の理解 ............................................................................................................
リージョン、使用状況、および請求データの考慮要素 ............................................................
Customer Carbon Footprint Tool と Amazon のカーボンフットプリントレポート ........................
発注書を管理する ..............................................................................................................................
発注書設定をセットアップする ...................................................................................................
発注書を追加する ......................................................................................................................
発注書を編集する ......................................................................................................................
発注書を削除する ......................................................................................................................
発注書を表示する ......................................................................................................................
発注書の詳細ページを読む .........................................................................................................
発注所の通知を有効にする .........................................................................................................
AWS コストと使用状況レポート .........................................................................................................
AWS Cost Categories を用いてコストを管理する ..................................................................................
サポートされているディメンション .............................................................................................
サポートされているオペレーション .............................................................................................
サポートされているルールの種類 ................................................................................................
デフォルト値 ............................................................................................................................
ステータス ...............................................................................................................................
クォータ ..................................................................................................................................
用語の比較 ...............................................................................................................................
コストカテゴリを作成する .........................................................................................................
コストカテゴリのタグ付け .........................................................................................................
コストカテゴリを表示する .........................................................................................................
コストカテゴリの詳細ページへ移動する ...............................................................................
Version 2.0
iv

29
29
32
33
33
33
34
36
37
38
42
42
42
43
43
43
44
44
46
47
49
50
50
50
51
52
54
54
56
56
56
56
56
57
58
58
59
60
61
63
64
64
65
66
67
68
69
69
70
70
70
71
71
71
73
74
74

AWS 請求 ユーザーガイド

AWS

AWS

AWS

AWS

コストカテゴリの詳細ページを理解する ............................................................................... 74
コストカテゴリの過去 1 か月の分類 .................................................................................... 74
コストカテゴリ値をダウンロードする .................................................................................. 74
コストカテゴリを編集する ......................................................................................................... 75
コストカテゴリを削除する ......................................................................................................... 75
コストカテゴリ内で料金を分割する ............................................................................................. 75
前提条件 .......................................................................................................................... 76
分割料金のベストプラクティスを理解する ............................................................................ 76
コスト配分タグの使用 ............................................................................................................... 77
AWS-生成コスト配分タグ .......................................................................................................... 78
AWS Marketplace ベンダー提供のタグ ................................................................................. 81
AWS-生成コスト配分タグのアクティブ化 ............................................................................. 81
AWS-生成コスト配分タグの非アクティブ化 .......................................................................... 81
AWS-生成コスト配分タグの制限 ......................................................................................... 82
ユーザー定義のコスト配分タグ ................................................................................................... 82
ユーザー定義のコスト配分タグの適用 .................................................................................. 82
ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化 ...................................................................... 83
ユーザー定義タグの制限 .................................................................................................... 83
毎月のコスト配分レポート ......................................................................................................... 84
月別コスト配分レポートの設定 ........................................................................................... 84
時間別コスト配分レポートの取得 ........................................................................................ 85
コスト配分レポートの表示 ................................................................................................. 85
無料利用枠の使用 ..................................................................................................................... 87
AWS 無料利用枠の利用資格 ....................................................................................................... 87
AWS 無料利用枠後の予期しない請求額の回避 ............................................................................... 87
AWS 無料利用枠の使用状況の追跡 .............................................................................................. 88
AWS Budgets を使用した AWS 無料利用枠使用状況アラート .................................................. 88
上位の AWS 無料利用枠サービスの表 .................................................................................. 89
追跡可能な AWS 無料利用枠サービス .................................................................................. 90
Price List API を使用する .......................................................................................................... 96
クエリ API を使用する .............................................................................................................. 96
サービスエンドポイント .................................................................................................... 96
IAM アクセス許可を付与して AWS Price List Query API を使用する ......................................... 97
バルク API を使用する .............................................................................................................. 97
オファーインデックスファイルのダウンロード ...................................................................... 97
オファーファイルのダウンロード ........................................................................................ 98
オファーファイルでの 料金の確認 ....................................................................................... 98
オファーファイルでの Savings Plan 料金の確認 .................................................................. 101
オファーファイルの読み取り ............................................................................................. 102
オファーインデックスファイルの読み取り .......................................................................... 106
通知の設定 ............................................................................................................................. 107
Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリング) ........................................................... 109
一括請求 (コンソリデーティッドビリング) の処理 ........................................................................ 110
インドでの一括請求 (コンソリデーティッドビリング) ................................................................... 110
有効な請求日 .......................................................................................................................... 111
請求およびアカウントアクティビティ ........................................................................................ 111
従量制割引 ............................................................................................................................. 111
AWS Organizations 用の AWS 無料利用枠 .......................................................................... 112
クレジット ............................................................................................................................. 112
AWS クレジットの適用 .................................................................................................... 112
selecting-credits-to-apply .................................................................................................. 112
どこにクレジットを適用するかを選択する .......................................................................... 113
複数のアカウントへの AWS クレジットの適用 .................................................................... 113
AWS クレジットの共有 .................................................................................................... 114
リザーブドインスタンス ........................................................................................................... 114
特定のサービスの請求例 ................................................................................................... 114
リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引共有の無効化 .............................................. 116
Version 2.0
v

AWS 請求 ユーザーガイド

一括請求について ....................................................................................................................
一括請求の計算方法 .........................................................................................................
料金階層 ........................................................................................................................
リザーブドインスタンス ...................................................................................................
Savings Plans .................................................................................................................
ブレンドレートとコスト ...................................................................................................
組織のサポート料金 .................................................................................................................
セキュリティ ..................................................................................................................................
データ保護 .............................................................................................................................
Identity and Access Management ..............................................................................................
対象者 ...........................................................................................................................
アクセス管理の概要 .........................................................................................................
請求の IAM ポリシーの使用 ..............................................................................................
AWS Billing ポリシーの例 .................................................................................................
ログ記録とモニタリング ...........................................................................................................
AWS コストと使用状況レポート .......................................................................................
AWS CloudTrail ..............................................................................................................
CloudTrail を用いて API コールをログに記録する ................................................................
コンプライアンス検証 ..............................................................................................................
耐障害性 ................................................................................................................................
インフラストラクチャセキュリティ ...........................................................................................
クォータと制限 ...............................................................................................................................
AWS Cost Categories ..............................................................................................................
発注書 ...................................................................................................................................
事前支払い .............................................................................................................................
AWS コスト配分タグ ...............................................................................................................
ドキュメント履歴 ............................................................................................................................
AWS 用語集 ...................................................................................................................................

Version 2.0
vi

117
118
118
120
121
122
123
125
125
126
126
128
130
137
151
152
152
152
157
157
158
159
159
159
159
160
161
168

AWS 請求 ユーザーガイド

AWS 請求とは
「請求ユーザーガイド」にようこそ。
AWS 請求コンソールには、AWS 請求書の支払い、AWS のコストと使用量の整理とレポート、および
AWS Organizations の一部である場合の統合請求の管理を行う機能が含まれています。
請求コンソールは、AWS コスト管理コンソールと緊密に連携します。両方を一緒に使用して、コストを管
理する総合的なアプローチとすることができます。請求コンソールには、AWS アカウントに登録されてい
る継続的な支払いと支払い方法を管理するためのリソースが含まれています。次に、AWS コスト管理コン
ソールの機能を使用して、将来のコストを最適化できます。コストを最適化する AWS リソースの詳細に
ついては、「AWS コスト管理ユーザーガイド」を参照してください。
Amazon Web Services は、AWS アカウントにサインアップしたときに指定したクレジットカードに自
動的に課金します。別のクレジットカードに AWS を請求するように指定するなど、いつでもクレジット
カード情報を表示または更新できます。これは、請求コンソールの [Payment Methods] (お支払方法) ペー
ジで実行できます。請求機能の詳細については、「請求の特徴 (p. 2)」を参照してください。
AWS コストマネジメントコンソールと請求コンソールでは、次のタスクを実行できます。
ユースケース

説明

AWS コスト管理機能の
名称

請求コンソール機能の
名称

整理

独自のタグ付け戦略を
使用して、コスト割り
当てとガバナンスの基
盤を構築します。

-

AWS Cost Categories

レポート

割り当て可能なコスト
に関する詳細なデータ
を使用して、クラウド
の支出の意識と説明責
任を高めます。

AWSCost Explorer

AWSコストと使用状況
レポート

アクセス

単一の統合ビューで、
組織全体の請求情報を
追跡します。

-

AWS 一括請求 (コンソ
リデーティッドビリン
グ)

AWS コスト 割り当て
タグ

AWS 発注書管理
AWSクレジット
コントロール

適切なガードレールを
設置して、効果的なガ
バナンスメカニズムを
確立します。

AWS コスト異常検出

-

Forecast

作成した予測ダッシュ
ボードを使用して、リ
ソースの使用率と支出
を見積もります。

AWSCost Explorer

-

カスタム予算しきい値
および自動アラート通
知を使用して支出を抑
えます。

AWS予算

予算
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AWS 予算アクション

-

AWS 請求 ユーザーガイド
請求の特徴

ユースケース

説明

AWS コスト管理機能の
名称

請求コンソール機能の
名称

購入

ワークロードのパター
ンとニーズに基づい
て、無料トライアルと
プログラムによる割引
を使用します。

Savings Plans

AWS 無料利用枠

適切なサイズ

サービス割り当てのサ
イズを実際のワーク
ロードの需要に合わせ
ます。

適切なサイズ設定に関
する推奨事項

-

検査

リソースのデプロイと
コスト最適化の機会
を最新の状態に保ちま
す。

AWSCost Explorer

-

AWS リザーブドインス
タンス

請求の特徴
アカウントの管理
AWS Management Consoleおよび請求コンソールを使用してアカウント設定を管理します。これに
は、デフォルト通貨の指定、代替連絡先の編集、リージョンの追加または削除、税金情報の更新、お
よび AWS アカウントの閉鎖が含まれます。close your account (p. 22) セクションでは、アカウン
トの閉鎖に進む前にリソースを終了するなどの留意事項について説明します。これにより、未使用の
サービスについて請求されないようにできます。
ドキュメント: アカウントの管理 (p. 13)
請求を表示する
請求コンソールを使用して、過去の請求の詳細または現在の月の推定請求額をいつでも表示できま
す。このセクションでは、請求書の表示、料金の PDF コピーのダウンロード、および請求書を受信す
るための月次 E メールの設定について説明します。また、AWS Cost and Usage Reports コストと使
用状況レポート などの他のリソースの使用方法についても説明します。
ドキュメント: 請求を表示する (p. 29)
支払いの管理
見積請求書を表示し、支払いに使用する通貨を設定することで、指定した通貨で AWS 請求書を発行
できます。AWS は、請求書が確定したあとで、指定した通貨で請求書を換算します。それまでは、コ
ンソールに表示されるすべての指定した通貨金額は、USD で概算されます。AWS は為替レートを保
証します。これは、返金で元の取引と同じ為替レートが使用されるようにするためです。

Note
• AWS Marketplace 請求書は、このサービスの対象外であり、USD 単位で処理されます。
• このサービスは、デフォルトのお支払い方法が Visa または MasterCard の場合にのみご利
用いただけます。
• レートは毎日更新されます。請求書に適用されるレートは、請求書作成時のレートです。
現在のレートは、 請求コンソールで確認できます。
• 通貨換算は Amazon Services LLC が提供します。
ドキュメント: Managing Your Payments (p. 33)。
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関連サービス

AWS 発注書管理
複数の発注書をすべて 1 か所で処理することにより、セルフサービス方式で AWS 発注書を管理でき
ます。これは、オーバーヘッドコストを削減したり、調達から支払までのプロセス全体の精度と効率
を向上させたりするのに役立つことがあります。管理コンソールを使用して、発注書を管理し、発注
書が請求書を反映するように設定できます この章では、コンソールでの発注に関する追加、編集、詳
細の表示、および通知の設定方法について説明します。
ドキュメント: Managing your purchase orders (p. 59)
AWS Cost Categories
コストと使用量を意味のあるカテゴリをマッピングすることにより、AWS Cost Categories で AWS
コストを管理します。このセクションでは、サポートされているディメンション、オペレーション、
ルールタイプ、およびステータスについてコンソールで使用される用語を定義します。また、Cost
Categories で請求を作成、編集、削除、および分割する方法の詳細については、このセクションを参
照してください。
ドキュメント: AWS Cost Categories を用いてコストを管理する (p. 68)
支払いプロファイル
[支払いプロファイル] を使用して、自動支払いに複数の支払い方法を割り当てます。複数の AWS
サービスプロバイダー (「登録販売者」) から請求がある場合は、支払いプロファイルを使用して、
それぞれに固有の支払い方法を割り当てます。サービスプロバイダーに対して支払いプロファイルを
作成した後は、AWS の請求は支払いプロファイルによって自動的に支払い処理されます。このセク
ションでは、請求コンソールを使用してカスタム支払いプロファイルを設定する方法について説明し
ます。
ドキュメント: Managing your payment profiles (p. 51)
AWS Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリング)
AWS Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリング)機能を使用して、複数の AWS
アカウントの請求を結合します。この章では、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) プロセ
ス、Amazon Internet Services Pvt. Ltd アカウントの違い、割引の詳細について説明します。
ドキュメント: AWS Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリング) (p. 109)

関連サービス
AWS Billing Conductor
AWS Billing Conductor は、会計所有者別にアカウントをグループ化し、請求パラメータを構成し、
グループごとのAWS のコストおよび使用状況レポートを生成するためのカスタム請求サービスで
す。AWSBilling Conductor は、AWS ソリューションプロバイダーおよびエンタープライズのお客様
のショーバックおよびチャージバックワークフローをサポートできるフルマネージドサービスです。
詳細については、「AWS Billing Conductor ユーザーガイド」の「What is AWS Billing Conductor?」
を参照してください。
IAM
請求サービスと AWS コスト管理サービスは、AWS Identity and Access Management (IAM)と密接
に統合されています。請求が設定されたIAMを使用することで、お客様のアカウントを操作する他の
ユーザーが、自分の業務の遂行に必要なアクセスのみを所有できるようになります。
また IAM を使用して、請求情報だけでなく、すべての AWS リソースへのアクセスを制御することも
できます。AWS アカウントの構造をセットアップするにあたっては、IAM の主要な概念とベストプラ
クティスを理解しておくことが重要です。
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IAM の操作方法と考慮事項については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM の概念」と「IAM のベスト
プラクティス」を参照してください。
AWS Organizations (一括請求 (コンソリデーティッドビリング))
AWS 製品やサービスを使用して、小規模な新興企業からエンタープライズまで、あらゆる規模の企業
に対応できます。会社が大規模な場合、または成長が見込まれる場合、会社の特定の構造を反映する
複数の AWS アカウントの設定が必要になることがあります。例えば、会社全体に 1 つのアカウント
と各従業員にアカウントを持ったり、各従業員に IAM ユーザーを持つ会社全体のアカウントを持った
りすることができます。会社全体のアカウント、会社内の各部門またはチームのアカウント、各従業
員のアカウントを持つことができます。
複数のアカウントを作成する場合は、AWS Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリン
グ) 機能を使用し、管理カウントの下のすべてのメンバーアカウントをまとめることができます。そう
することで、すべてのメンバーアカウントについて 1 つの請求書を受け取ることができます。詳細に
ついては、「AWS Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリング) (p. 109)」を参照して
ください。
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開始方法
このセクションでは、請求コンソールの使用を開始するために必要な情報を提供します。
トピック
• ステップ 1: AWS にサインアップする (p. 5)
• ステップ 2: 必要な IAM ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチする (p. 5)
• ステップ 3: 請求情報と使用状況を確認する (p. 5)
• ステップ 4: 請求書をダウンロードまたは印刷する (p. 6)
• ステップ 5: 請求機能の詳細 (p. 6)
• 次のステップ (p. 6)

ステップ 1: AWS にサインアップする
AWS を初めて利用する場合は、AWS アカウントを作成します。詳細については、「AWS の開始方法」
を参照してください。

ステップ 2: 必要な IAM ポリシーを IAM アイデン
ティティにアタッチする
AWS アカウントの所有者は、AWS アカウントの請求データの表示や管理を行う必要がある特定の IAM
ユーザーにアクセスを委任できます。請求コンソールや AWS コストマネジメントコンソールへのアクセ
スを開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM チュートリアル: 請求コンソールへのアクセスの委任]を
参照してください。
請求に固有の IAM ポリシーの詳細については、「AWS Billing でアイデンティティベースのポリシー (IAM
ポリシー) を使用する (p. 130)」を参照してください。
請求ポリシーの例のリストを参照するには、「AWS Billing ポリシーの例 (p. 137)」を参照してくださ
い。

ステップ 3: 請求情報と使用状況を確認する
請求コンソールの機能を使用して、現在の AWS の料金および AWS の使用状況を確認します。

請求情報コンソールを開いて使用状況と料金を確認するには
1.

AWS Management Console にサインインして請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/
billing/) を開きます。

2.

[Bills (請求書)] を選択して、現在の料金の詳細を参照します。
[支払い] を選択して、支払履歴を参照します。
[AWS Cost and Usage Reports] をクリックして、コストの詳細レポートを表示します。
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AWS のコストと使用状況レポートの詳細については、「AWS コストと使用状況レポートユーザーガイ
ド」を参照してください。

ステップ 4: 請求書をダウンロードまたは印刷する
AWS の請求は毎月末の午前 0 時に請求期間を締めて、請求額を計算します。ほとんどの請求書は、月の 7
会計日目までにダウンロードできるようになります。

請求書をダウンロードするには
1.

AWS Management Console にサインインして請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/
billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Bills] を選択します。

3.

[Date] で、該当する請求書の月を選択します。

4.

[Download CSV (CSV のダウンロード)] を選択してカンマ区切りの可変ファイルをダウンロードしま
す。または [Print (印刷)] を選択します。

ステップ 5: 請求機能の詳細
請求コンソールで使用できる機能について理解します。
• アカウント設定: アカウントの管理 (p. 13)
• AWS 無料利用枠: AWS 無料利用枠の使用 (p. 87)
• 支払い: Managing Your Payments (p. 33)
• 請求を表示する: 請求を表示する (p. 29)
• AWS Cost Categories: AWS Cost Categories を用いてコストを管理する (p. 68)
• コスト配分タグ: AWS コスト配分タグの使用 (p. 77)
• AWS 発注書: Managing your purchase orders (p. 59)
• AWS コストと使用状況レポート:AWS コストと使用状況レポートを使用する
• AWS CloudTrail を使用する: AWS CloudTrail を用いて請求情報とコスト管理 API コールをログに記録す
る (p. 152)
• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング: AWS Organizations の一括請求 (コンソリデーティッドビリ
ング) (p. 109)

次のステップ
これで AWS 請求書を表示して支払いができるようになったので、使用可能な機能を使用する準備ができ
ました。このガイドの残りの部分は、コンソールを使用してジャーニーをナビゲートするのに役立ちま
す。

AWS コスト管理機能を使用して支出を最適化する
AWS コスト管理機能を使用して、コストを予算化および予測し、AWS 請求書全体の AWS 支出を最適
化および削減することができます。請求コンソールのリソースを組み合わせて使用して支払いを管理
し、AWS コスト管理機能を使用して将来のコストを最適化します。
AWS コスト管理機能の詳細については、「AWS コスト管理ユーザーガイド」を参照してください。
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請求情報とコスト管理 API を使用する
AWS Billing and Cost Management API リファレンスを使用して、AWS コスト管理のいくつかの機能をプ
ログラムで使用します。

詳細はこちら
プレゼンテーション、仮想ワークショップ、ブログ投稿などの請求機能の詳細については、マーケティン
グページ「AWS によるクラウド金融管理」をご覧ください。
仮想ワークショップは、[サービス] ドロップダウンを選択して目的の機能を選択することによって見つけ
ることができます。

ヘルプの表示
請求機能について質問がある場合は、利用可能なリソースが多数あります。詳細については、「AWS
Billing and Cost Management のヘルプの利用 (p. 8)」を参照してください。
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AWS Billing and Cost Management
のヘルプの利用
AWS Billing and Cost Management コンソールのツール、料金、お支払い方法についてご質問がある場合
は、さまざまなリソースを利用できます。
トピック
• AWS ナレッジセンター (p. 8)
• に連絡する AWS Support (p. 8)
• 請求対象の使用状況の確認 (p. 9)
• 無料利用枠の使用量のモニタリング (p. 9)
• 予想外の料金の回避 (p. 9)

AWS ナレッジセンター
すべての AWS アカウント所有者は、無料でアカウントおよび請求サポートにアクセスできます。AWS ナ
レッジセンターにアクセスすると、質問に対する回答をすばやく見つけることができます。

質問またはリクエストを検索するには
1.

AWS ナレッジセンターを開きます。

2.

[Billing Management (請求管理)] を選択します。

3.

トピックのリストをスキャンして、類似する質問を見つけます。

に連絡する AWS Support
AWS Support に連絡することは、質問について AWS アソシエイトに連絡を取るための最も速く、最も直
接的な方法です。AWS Support は、サポート担当者に連絡するための直接電話番号を公開していません。
次のプロセスを使用して、アソシエイトに電子メールまたは電話で連絡をしてもらうことができます。
個別の技術サポートのみがサポートプランを必要とします。詳細については、「AWS Support」を参照し
てください。
AWS Support ケースを開き、[[内容] - アカウントおよび請求サポート] を指定するには、ルートアカウント
所有者として AWS にサインインしているか、サポートケースを開く IAM 許可を持っている必要がありま
す。詳細については、AWS Support ユーザーガイドの「AWS Support へのアクセス」を参照してくださ
い。
AWS アカウントを閉じた場合でも、AWS Support にサインインして過去の請求書を表示できます。

AWS Supportに問い合わせるには
1.

サインインしてAWS Supportセンターに移動します。プロンプトが表示されたら、ご利用のアカウン
トのメールアドレスとパスワードを入力します。
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2.

[Create case (ケースを作成)] を選択します。

3.

[Open case (ケースを開く)] ページで、[Account and Billing Support (アカウントと請求のサポート)]
を選択し、フォームの必須フィールドに入力します。

4.

フォームの入力が済んだら、 [連絡先オプション] で、[Web] を選択して E メールの返信を待つか、
[Phone] を選択して AWS Support 担当者からの電話をリクエストします。インスタントメッセージ
は、請求に関するお問い合わせにはご利用いただけません。

AWS にサインインできない場合に AWS Support 連絡するには
1.

パスワードを回復するか、[AWS アカウント サポート] でフォームを送信します。。

2.

[Request information (情報の要求)] セクションで照会タイプを選択します。

3.

お問い合わせ内容をご記入ください。セクションに入力してください.。

4.

[Submit] (送信) を選択します。

請求対象の使用状況の確認
請求金額に対する使用状況を確認する場合は、Cost Explorer を有効にして自分で使用状況を確認すること
ができます。このツールを使用すると、事前に作成されたレポートとグラフが提供されて、コストを詳細
に分析できます。
Cost Explorer は、この機能を有効にしてから 24 時間使用できます。
Cost Explorer の詳細については、「AWS Cost Explorer によるコストの分析」を参照してください。

無料利用枠の使用量のモニタリング
AWS 無料利用枠の使用状況を追跡することで、無料利用枠の制限以内の使用状況を維持するのに役立ちま
す。無料利用枠の制限がしきい値に達したときに AWS アカウントにアラートを設定し、請求情報とコス
ト管理コンソールから使用状況を監視できます。
これらの機能の使用の詳細については、「AWS 無料利用枠の使用状況の追跡 (p. 88)」を参照してくだ
さい。
無料利用枠の制限を超えて請求された使用状況の詳細については、「請求対象の使用状況の確
認 (p. 9)」セクションを参照してください。

予想外の料金の回避
ここでは、想定外の課金を回避するために役立つ推奨事項をいくつか示します。次の項目は、特にサービ
スのサブスクリプションを解除するかアカウントを閉じる場合に予想外の請求が発生する可能性がある
AWS の個々のサービス内の特定の機能または動作に対処します。

Note
アカウントを閉じるかサービスのサブスクリプションを解除する場合は、AWS リソースを割り当
てているすべてのリージョンで適切な手順を必ず実行するようにしてください。
トピック
• AWS 無料利用枠を超えた使用 (p. 10)
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• アカウントを閉じた後に届く請求書 (p. 10)
• 無効になっているリージョン (p. 10)
• Elastic Beanstalk 環境 (p. 10)
• Elastic Load Balancing (ELB) (p. 10)
• AWS OpsWorks で開始したサービス (p. 10)
• Amazon EC2 インスタンス (p. 11)
• Amazon Elastic Block Store ボリュームとスナップショット (p. 11)
• Elastic IP アドレス (p. 12)
• 他のサービスによって起動されるサービス (p. 12)
• ストレージサービス (p. 12)

AWS 無料利用枠を超えた使用
AWS 無料利用枠に関連する予期しない請求を回避するための詳細については、AWS 無料利用枠後の予期
しない請求額の回避 (p. 87) を参照してください。

アカウントを閉じた後に届く請求書
各月の使用料金は翌月の始めに計算され、請求されます。アカウントを閉じたが、その月にオプトイン
サービスを使用した場合、翌月の始めにオプトインサービスの使用料金を請求する請求書が届きます。

無効になっているリージョン
リージョンを無効にしたが、まだそのリージョンにリソースがある場合、それらのリソースに対して引き
続き課金されます。(リージョンの有効化に料金はかかりません。リージョンで作成するリソースに対して
のみ料金がかかります。) 詳細については、「リージョンを有効および無効にする (p. 15)」を参照して
ください。

Elastic Beanstalk 環境
Elastic Beanstalk は、ユーザーが必要とするすべてのリソースが実行されるように設計されています。つ
まり、ユーザーが停止したすべてのサービスが自動的に再起動されます。これを回避するには、Elastic
Beanstalk が作成したリソースを終了する前に Elastic Beanstalk 環境を終了する必要があります。詳細に
ついては、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの「環境を終了する」を参照してください。

Elastic Load Balancing (ELB)
Elastic Beanstalk 環境と同様に、ELB ロードバランサーは最小数の Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) インスタンスの実行を維持するように設計されています。ロードバランサーに登録された
Amazon EC2 インスタンスを削除する前に、ロードバランサーを終了する必要があります。詳細について
は、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの「ロードバランサーの削除」を参照してください。

AWS OpsWorks で開始したサービス
AWS リソースの作成に AWS OpsWorks 環境を使用する場合は、AWS OpsWorks を使用してそれらのリ
ソースを終了する必要があります。そうしないと AWS OpsWorks によりそれらのリソースが再起動され
ます。例えば、Amazon EC2 インスタンスの作成に AWS OpsWorks を使用したが、終了には Amazon
EC2 コンソールを使用した場合、AWS OpsWorks 自動ヒーリング機能によりそのインスタンスはエラー
と分類され再起動されます。詳細については、AWS OpsWorksユーザーガイド を参照してください。
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Amazon EC2 インスタンス
ロードバランサーと Elastic Load Balancing 環境を削除した後、Amazon EC2 インスタンスを停止または
終了できます。インスタンスを停止しても後で再起動できますが、ストレージ料金が請求されることがあ
ります。インスタンスを終了すると、インスタンスは完全に削除されます。詳細については、Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスのライフサイクル」、特に「インスタンスの停
止と起動」と「インスタンスの終了」を参照してください。

Note
Amazon EC2 インスタンスは複数の AWS サービスの基盤として機能します。これらのインスタ
ンスは他のサービスによって起動された場合でも、Amazon EC2 コンソールの [Instances] リスト
に表示される場合があります。例えば、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) イ
ンスタンスは、Amazon EC2 インスタンスで実行されます。基盤となる Amazon EC2 インスタン
スを終了すると、それを起動したサービスが終了をエラーと解釈し、インスタンスを再起動する
ことがあります。たとえば、AWS OpsWorks サービスには、エラーを検出したときにリソースを
再起動する自動ヒーリングと呼ばれる機能があります。通常、リソースを削除するためのベスト
プラクティスは、それを起動したサービスを通して実行することです。
さらに、インスタンスストアを使用する Amazon Machine Image (AMI) から Amazon EC2 インスタンスを
作成する場合は、Amazon S3 で関連するバンドルを確認します。AMI の登録を解除しても、バンドルは削
除されません。詳細については、「AMI の登録解除」を参照してください。

Amazon Elastic Block Store ボリュームとスナップ
ショット
ほとんどの Amazon EC2 インスタンスは、関連付けられた Amazon EBS ボリュームがその終了時に削除
されるように構成されますが、ボリュームとデータは保持するように設定できます。Amazon EC2 コン
ソールの [Volumes] ペインで、不要になったボリュームを確認します。詳細については、Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS ボリュームの削除」を参照してください。
Amazon EBS ボリュームのスナップショットを保存したが、不要になった場合は、それらも同様に削除し
ます。ボリュームを削除しても、関連付けられたスナップショットが自動的に削除されることはありませ
ん。
スナップショットの削除に関する詳細については、「Amazon EBS スナップショットの削除」を参照して
ください。

Note
スナップショットを削除しても、組織のデータストレージコストが減少しない場合があります。
他のスナップショットはそのスナップショットのデータを参照する場合があります。参照された
データは常に保持されます。
たとえば、最初にデータボリュームが 10 GiB のスナップショットを取得した場合は、スナップ
ショットのサイズも 10 GiB になります。スナップショットは増分バックアップであるため、2
回目に同じボリュームのスナップショットを取得した場合は、最初のスナップショットを取得
後に変更したデータブロックのみ含まれます。2 回目のスナップショットで、最初のスナップ
ショットのデータを参照することもできます。つまり、4 GiB のデータを変更し、2 回目のスナッ
プショットを取得した場合、2 番目のスナップショットのサイズは 4 GiB になります。また、2
番目のスナップショットでは、最初に取得した、変更していない 6 GiB のスナップショットを参
照できます。詳細については、「増分スナップショットの仕組み」を参照してください。
上の例では、日別の AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) に 2 つのエントリが表示され
ます。AWSCUR は、1 日のスナップショット使用量をキャプチャします。この例で、snap-A の
使用量は 0.33 GiB (10 GiB/30 日)、snap-B の使用量は 0.1333 GiB (4 GiB/30 日) です。月額 0.05
USD/GB のレートを使用すると、snap-A のコストは 0.33 GiB × 0.05 USD = 0.0165 USD になり
ます。snap-B のコストは 0.133 GiB x 0.05 USD = 0.0066 USD となり、どちらのスナップショッ
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トに対しても 1 日あたり 0.0231 USD が課金されます。AWS のコストと使用状況レポートの詳細
については、「AWS コストと使用状況レポートユーザーガイド」を参照してください。
lineItem/
Operation

lineItem/
ResourceId

CreateSnapshot

CreateSnapshot

lineItem/
UsageAmount

lineItem/
UnblendedCost

resourceTags/
user:usage

arn:aws:ec2:us0.33
east-1:123:snapshot/
snap-A

0.0165

dev

arn:aws:ec2:us0.133
east-1:123:snapshot/
snap-B

0.0066

dev

最初のスナップショット (前の表の最初の行のスナップ A) を削除すると、2 番目のスナップ
ショット (前の表の 2 番目の行のスナップ B) で参照されるデータはすべて保持されます。2 番目
のスナップショットには 4 GiB の増分データが含まれており、最初のスナップショットの 6 GiB
を参照しています。snap-A を削除すると、snap-B のサイズは 10 GiB (snap-B からの変更済みの
4 GiB および snap-A からの未変更の 6 GiB) になります。
日別の AWS CUR では、snap-B の使用量が 0.33 GiB (10 GiB/30 日) と表示され、1 日あたり
0.0165 USD が課金されます。スナップショットを削除すると、残りのスナップショットの料金
は毎日再計算されるため、各スナップショットのコストも毎日変わる可能性があります。詳細に
ついては、「Cost Allocation for EBS Snapshots」を参照してください。
lineItem/
Operation

lineItem/
ResourceId

lineItem/
UsageAmount

CreateSnapshot

arn:aws:ec2:us0.33
east-1:123:snapshot/
snap-B

lineItem/
UnblendedCost

resourceTags/
user:usage

0.0165

dev

Elastic IP アドレス
終了したインスタンスにアタッチされたすべての Elastic IP アドレスはアタッチを解除されますが、割り
当ては続行されます。その IP アドレスが不要になった場合は、追加料金が発生しないように解放してくだ
さい。詳細については、Linux インスタンス向け Amazon EC2 ユーザーガイドの「Elastic IP アドレスを解
放する」を参照してください。

他のサービスによって起動されるサービス
多数の AWS サービスがリソースを起動するため、使用していたサービスによって起動されている可能性
があるサービスの有無を必ず確認してください。

ストレージサービス
AWS リソースのコストを最小限に抑えるには、ストレージコストが発生する可能性がある多くのサービス
(Amazon RDS や Amazon S3 など) に留意してください。
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アカウントの管理
この章の手順を使用して、アカウント設定、デフォルトの通貨、代替の連絡先などを管理します。
トピック
• AWS アカウントを管理する (p. 13)
• インドでのアカウントを管理する (p. 18)
• アカウントの解約 (p. 22)

AWS アカウントを管理する
請求情報とコスト管理コンソールを使用してアカウント設定を変更できます。これには、連絡先および代
替の連絡先の情報、料金の支払い通貨、リソースを作成できるリージョン、および税登録番号が含まれま
す。

Note
AWS アカウント ルートユーザーによってのみ編集できるセクションがあります。[編集] オプショ
ンが表示されていない場合は、ルートユーザーに切り替えます。
トピック
• アカウント名、ルートユーザーパスワード、ルートユーザー E メールアドレスの編集 (p. 13)
• 連絡先情報の編集 (p. 14)
• 請求の支払い通貨の変更 (p. 14)
• 代替の連絡先の追加、変更、または削除 (p. 14)
• リージョンを有効および無効にする (p. 15)
• 納税者番号の更新と削除 (p. 16)
• 税設定の継承をオンにする (p. 17)
• 米国の免税を管理する (p. 17)

アカウント名、ルートユーザーパスワード、ルート
ユーザー E メールアドレスの編集
アカウント名、ルートユーザーパスワード、または E メールアドレスを編集するには、次の手順を実行し
ます。この場合の E メールは、AWS アカウントのルートユーザーの E メールアドレスを指します。これ
は、サインインに使用する E メールアドレスです。

アカウント名、ルートユーザーパスワード、またはルートユーザー E メールアドレスを編集する
には
1.

2.
3.
4.

[アカウント設定] にサインインして請求情報とコスト管理コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/home?#/account) を開きます。
請求情報とコスト管理コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) にサインインし、右上の
アカウント名を選択し、[アカウント] を選択することもできます。
[アカウント設定] で、[アカウント設定] の横の [編集] を選択します。
更新するフィールドの横にある [編集] を選択します。
変更を入力したら、[変更の保存] を選択します。
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5.

変更を行ったら、[完了] を選択します。

連絡先情報の編集
郵送先住所、電話番号、ウェブサイトアドレスなど、アカウントに関連付けられた連絡先情報を変更でき
ます。連絡先情報を編集するには、以下の手順を実行します。

連絡先情報を編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。

3.

[連絡先情報] で、[編集] を選択します。

4.

変更するフィールドで、更新された情報を入力し、[更新] を選択します。

Note
[代替の連絡先] セクションに請求用の Ｅ メールアドレスを追加して、AWS により請求に関連す
る Ｅ メールのコピーをそのアドレスに送信させることもできます。たとえば、AWS より、月次
請求書が準備できたことを示すメッセージが請求連絡先アドレスに送信されます。

請求の支払い通貨の変更
請求のお支払いに使用する通貨を変更 (たとえば、デンマーククローネから南アフリカランドへ) するに
は、以下の手順を実行します。

アカウントに関連付けられた現地通貨を変更するには
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。
[Payment Currency Preference] (お支払通貨の設定) で [編集] を選択します。
[Select Payment Currency] (お支払通貨の選択) で、料金を支払う通貨を選択し、[更新] を選択しま
す。
[Update] (更新) を選択します。

代替の連絡先の追加、変更、または削除
代替の連絡先により、AWS はお客様のアカウントに関する問題を、お客様が不在であっても別のお客様に
連絡することができます。代替の連絡先は、特定の人物である必要はありません。請求、運用、およびセ
キュリティ関連の問題を管理するチームがある場合は、代わりに E メール配布リストを追加できます。ア
カウントの代替の連絡先を追加、変更、または削除するには、以下の手順を実行します。

代替の連絡先を追加、更新、または削除するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。
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3.

[代替の連絡先] セクションまで下にスクロールし、[編集] を選択します。

4.

変更するフィールドで、更新された情報を入力し、[更新] を選択します。

代替連絡先の例
以下のシナリオでは、各連絡先タイプに通知があります。
• [Billing (請求)] - 月次請求書が入手可能になったとき、または支払い方法を更新する必要がある場合。[E
メールで PDF 請求書を受け取る] オプションが [請求設定] でオンになっている場合、代替の請求先担当
者も PDF 請求書を受け取ります。通知は AWS Support、または他の AWS サービスチームからのもの
である可能性があります。
• [Operations (オペレーション)] - サービスが複数のリージョンで一時的に利用できない場合、または利用
できなくなる場合。オペレーションに関連する通知。通知は AWS Support、または他の AWS サービス
チームのものである可能性があります
• [セキュリティ] - AWS セキュリティ、AWS 信頼と安全、または AWS サービスチームからの通知がある
場合。これらの通知には、セキュリティ上の問題や、AWS アカウントでの潜在的な不正使用または不正
行為が含まれることがあります。通知は AWS Support、または AWS アカウントの使用状況に関連付け
られたセキュリティ関連のトピックに関する他の AWS サービスチームからのものである可能性があり
ます。件名または氏名フィールドに機密情報を含めないでください。これは、E メールによる通信に使
用される可能性があるためです。

リージョンを有効および無効にする
AWS では、元はデフォルトですべての新しいリージョンが有効になっていました。これにより、ユーザー
はどのリージョンでもリソースを作成することができました。しかし、AWS でリージョンが追加されたと
きに、新しいリージョンはデフォルトで無効になりました。ユーザーが新しいリージョンでリソースを作
成できるようにする場合は、リージョンを有効にする必要があります。
リージョンの有効化および無効化については、以下のことに注意してください。
IAM 許可を使用して、リージョンへのアクセスを制御できる
IAM で 3 つの新しい許可が追加されました。これらの許可により、リージョンの有効化、無効化、一
覧表示が可能なユーザーを管理できます。詳しくは、「AWS Billing アクションポリシー (p. 131)」
を参照してください。
リージョンの有効化は無料です
リージョンを有効にしても料金はかかりません。新しいリソースで作成するリソースに対してのみ、
料金がかかります。
リージョンを無効化すると、そのリージョンのリソースへのアクセスが削除されます
Amazon EC2 インスタンスなどの AWS リソースがまだ含まれているリージョンを無効にした場合、
そのリージョンのリソースにはアクセスできなくなります。たとえば、AWS Management Console や
プログラムによる方法を使用して、そのリージョンの EC2 インスタンスの設定を表示または変更する
ことはできません。
リージョンを無効にしても料金は継続して発生します
まだ AWS リソースが含まれているリージョンを無効にした場合、それらのリソース (存在する場合)
の料金は標準レートで引き続き発生します。例えば、Amazon EC2 インスタンスが含まれているリー
ジョンを無効にした場合、それらのインスタンスはアクセス不可能であっても、引き続き料金のお支
払いが必要になります。
リージョンを無効にしてもすぐには反映されない場合があります
リージョンを無効にした場合、すべての可能なエンドポイントに反映されるまでには時間がかかりま
す。リージョンの無効化には、数秒から数分の時間がかかります。
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既存のリージョンはデフォルトで有効になります
当初のリージョン (リージョンを有効または無効にする機能が追加される前に存在していたリージョ
ン) は、デフォルトですべて有効になり、無効にすることはできません。
リージョンの有効化は、ほとんどのアカウントで数分かかります
通常、リージョンは数分で有効になりますが、アカウントによってはそれよりも長くかかる場合が
あります。リージョンの有効化に 9 時間以上かかる場合は、AWS Support センターにサインインし
て、AWS Support に対してケースを開いてください。
該当する手順を実行してください。
• Enable a Region (p. 16)
• Disable a region (p. 16)

リージョンを有効化するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。

3.

[AWS リージョン] で、有効にするリージョンの横にある [有効化] を選択します。
古いリージョンはデフォルトで有効化されています。

4.

ダイアログボックスで [リージョンの有効化] を選択します。

必要なアクセス許可を含む、リージョンの有効化の詳細については、「AWS リージョンの管理」を参照し
てください。

リージョンを無効化するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。

3.

[AWS リージョン] で、無効にするリージョンの横にある [無効化] を選択します。
すべてのリージョンを無効にできるわけではありません。

4.

このダイアログボックスの [To confirm disabling in this region (このリージョンの無効化を確認するに
は)] で、「disable (無効にする)」と入力し、[リージョンの無効化] を選択します。

納税者番号の更新と削除
1 つ以上の税登録番号を更新または削除するには、次の手順に従います。

税登録番号を更新するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。
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3.

[Manage Tax Registration Numbers (税登録番号の管理)] で、編集する税登録番号を選択します。

4.

[Manage Tax Registration (税登録の管理)] で、[Edit (編集)] を選択します。

5.

変更するフィールドを更新し、[Update (更新)] を選択します。

税登録番号を削除するには
税登録番号は、1 つまたは複数削除できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

3.

[Manage Tax Registration Numbers (税登録番号の管理)] で、削除する税登録番号を選択します。

4.

[Manage Tax Registration (税登録の管理)] で、[Delete (削除)] を選択します。

5.

[Delete tax registration (税登録の削除)] ダイアログボックスで、[Delete (削除)] を選択します。

税設定の継承をオンにする
[Tax Settings Inheritance (税設定の継承)] を有効にすると、メンバーアカウントで税登録情報を使用できま
す。有効にすると、税登録情報が他の AWS Organizations アカウントに追加されるため、冗長な情報を登
録する手間が省けます。税金請求書は一貫した税金情報を使用して処理され、メンバーアカウントからの
使用状況が 1 つの税金請求書にまとめられます。

Note
税設定の継承は、メンバーアカウントが追加された後のアカウントでのみ使用できます。
税の継承をオフにすると、メンバーアカウントはアカウントの元の TRN 設定に戻ります。アカウ
ントに TRN が設定されていなかった場合、TRN は割り当てられません。
税登録情報には、次の情報が含まれます。
• 法人の名称
• 課税住所
• 税登録番号
• 特別免除 (米国の売上税免除には適用されません)

税設定の継承を有効にするには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

3.

[Manage Tax Registration Numbers (税登録番号の管理)] で、[Enable Tax Settings Inheritance (税設定
の継承を有効にする)] を選択します。

4.

[Continue (続行)] を選択します。

米国の免税を管理する
お住まいの州が条件を満たしていれば、[Tax Settings] (税金設定) ページで米国での免税を管理できます。
免除のためにアップロードしたドキュメントは、24 時間以内に AWS Support で確認されます。
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米国の免税をアップロードまたは追加するには
1.

(前提条件) 請求コンソールの [Tax Settings] (税金設定) ページにある [Tax exemptions] (免税) を表示
する IAM 許可が付与されていることを確認します。
IAM ポリシーの例については、「IAM ユーザーに、米国の免税の表示と AWS Support ケースの作成
を許可します (p. 151)」を参照してください。

2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

3.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

4.

すべてのアカウントを選択して免税を追加します。[免税の管理] を選択し、[免税の追加] を選択しま
す。
a.

連結アカウントとしてログインしている場合は、連結アカウントにのみ免税を追加できます。

b.

支払者アカウントとしてログインしている場合は、支払者アカウントと連結アカウントの両方に
免税を追加できます。

5.

免税タイプと税務管轄区を指定します。

6.

証明書ドキュメントをアップロードします。

7.

情報を確認し、[Submit] (送信) を選択します。

追加情報が必要な場合、またはお客様の文書のいずれかが有効でない場合は、24 時間以内にサポートケー
スを通じて、AWS Support より通知があります。
免除が承認されると、その免税は、[Tax exemption] (免税) タブに、[Active] (アクティブ) の有効期間とと
もに表示されます。
免税が拒否された場合には、サポートケースを通じて通知があります。

インドでのアカウントを管理する
新しいアカウントにサインアップし、連絡先の住所としてインドを選択した場合、ユーザー契約はインド
の地元 AWS 販売者である Amazon Internet Services Pvt. Ltd (AISPL) と締結されます。AISPL は請求を管
理し、請求書の合計額はドルではなくルピーで表示されます。AISPL でアカウントを作成した後で、連絡
先情報の国を変更することはできません。
住所がインドの既存のアカウントがある場合、アカウントの販売者は、いつ開いたかにより、AWS また
は AISPL のいずれかとなります。アカウントの販売者が AWS と AISPL のどちらであるか確認するに
は、「Determining Which Company Your Account is With (p. 19)」の手順を参照してください。既存
の AWS のお客様は、引き続き AWS アカウントを使用することができます。AWS アカウントと AISPL
アカウントの両方を持つことはできますが、それらを同じ支払いファミリーに統合することはできませ
ん。AWS アカウントを管理する方法の詳細については、「AWS アカウントを管理する (p. 13)」を参
照してください。
アカウントの販売者が AISPL である場合は、この章の手順に従ってアカウントを管理します。この章
では、AISPL アカウントにサインアップし、AISPL アカウントに関する情報を編集して、Permanent
Account Number (PAN) の追加、編集を行う方法について説明します。
サインアップ中のクレジットカードの確認プロセスの一環として、AISPL からクレジットカードに 2 イン
ドルピー (INR) が課金されます。2 INR は、確認完了後に AISPL より返金されます。確認プロセス中に、
お客様の銀行にリダイレクトされる場合があります。
トピック
• アカウントに関連する企業を判別する (p. 19)
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• AISPL にサインアップする (p. 19)
• AISPL アカウントを管理する (p. 20)

アカウントに関連する企業を判別する
AWS のサービスは、AWS と AISPL の両方から提供されます。アカウントに関連する販売者を判別するに
は、次の手順を使用します。

アカウントに関連する企業を判断するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

フッターページで、著作権表記に注目します。著作権が Amazon Web Services を対象にしている場
合、アカウントの販売者は AWS です。著作権が Amazon Internet Services Private Ltd. を対象にして
いる場合、アカウントは AISPL に関連しています。

AISPL にサインアップする
AISPL は AWS の現地販売会社です。連絡先住所がインドにある場合、AISPL アカウントにサインアップ
するには、以下の手順を使用します。

AISPL にサインアップしてアカウントを作成するには
連絡先住所がインドにあり、アカウントを開く場合、AWS ではなく AISPL に対してサインアップしま
す。
1.

https://console.aws.amazon.com/ に移動し、「コンソールにサインイン」を選択します。

2.

[Sign In] ページで、使用するメールアドレスを入力します。

3.

メールアドレスの下で [I am a new user] (新しいユーザーです) を選択して、[Sign in using our secure
server] (安全なサーバーを使用してサインイン) を選択します。

4.

各ログイン認証情報フィールドに情報を入力し、[Create account] を選択します。

5.

各連絡先情報フィールドに情報を入力します。

6.

カスタマーアグリーメントの内容を読み、諸条件のチェックボックスをオンにして、[Create Account
and Continue] (アカウントを作成して続行) を選択します。

7.

[Payment Information] (支払い情報) ページで、使用する支払い方法を入力します。

8.

[PAN Information] で、Permanent Account Number (PAN) がないか、後で追加する場合は、[No] を選
択します。PAN があり、今すぐ追加する場合は、[Yes] を選択し、[PAN] フィールドに PAN を入力し
ます。

9.

[Verify Card and Continue] (カードを検証して続行) を選択します。検証プロセスの一部として CVV を
指定する必要があります。確認プロセスの一環として、AISPL からカードに 2 インドルピー (INR) が
請求されます。2 INR は、確認完了後に AISPL より返金されます。

10. [Provide a telephone number] に電話番号を入力します。内線番号がある場合は、[Ext] に内線番号を
入力します。
11. [Call Me Now] を選択します。しばらくすると、4 桁の PIN が画面に表示されます。
12. AISPL からの自動呼び出しに応答します。電話のキーパッドで、画面に表示された 4 桁の PIN を入力
します。
13. 自動呼び出しで連絡先の番号が確認されたら、[Continue to Select Your Support Plan] を選択します。
14. [Support Plan] (サポートプラン) ページで、サポートプランを選択し、[Continue] (続行) を選択しま
す。支払い方法が確認され、アカウントがアクティブになると、アカウントのアクティブ化を確認す
る E メールが送信されます。
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AISPL アカウントを管理する
請求情報とコスト管理コンソールの [Account Settings] および [Tax Settings] ページを使用して、次のタス
クを実行します。

ユーザー名、パスワード、またはメールアドレスを編集するには
AISPL アカウントに関連付けられた名前、パスワード、メールアドレスを変更できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。

3.

[Account Settings] の横の [Edit] を選択します。

4.

更新するフィールドの横にある [Edit] を選択します。

5.

変更を入力したら、[変更の保存] を選択します。

6.

変更を行ったら、[Done] を選択します。

連絡先情報を編集するには
郵送先住所、電話番号、ウェブサイトアドレスなど、AISPL アカウントに関連付けられた連絡先情報を変
更できます。国を変更することはできません。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。

3.

[連絡先情報] で、[編集] を選択します。

4.

変更するフィールドで、更新された情報を入力し、[Update] を選択します。

Note
[Alternate Contacts] セクションに請求用の E メールアドレスを追加して、請求に関連する E メー
ルのコピーを AISPL からその E メールアドレスに送信することもできます。たとえば、AISPL
により、請求連絡先アドレスに月次請求書のコピーが送信されます。

代替の連絡先を追加、更新、または削除するには
アカウントに代替の連絡先を追加できます。代替の連絡先により、AISPL はお客様のアカウントに関する
問題を別の方に連絡することができます。これは、お客様に連絡がつかない場合にも妥当します。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。

3.

[Alternate Contacts] セクションまで下にスクロールし、[Edit] を選択します。

4.

変更するフィールドで、更新された情報を入力し、[Update] を選択します。

PAN を追加または編集するには
Permanent Account Number (PAN) をアカウントに追加して編集できます。
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1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

3.

[Tax Settings] ナビゲーションバーで、[Edit] を選択します。

4.

[Permanent Account Number (PAN)] に PAN を入力し、[Update] を選択します。

PAN を削除するには
Permanent Account Number (PAN) をアカウントで削除できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

3.

PAN を削除するアカウント ID を選択します。

4.

[税務登録の管理] を選択します。

5.

[TRN の削除] を選択します。

複数の PAN 番号を編集するには
アカウントで、複数の Permanent Account Number (PAN) を編集することができます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

3.

[Manage Tax Registration Numbers (税登録番号の管理)] で、編集する PAN 番号を選択します。

4.

[Manage Tax Registration (税登録の管理)] で、[Edit (編集)] を選択します。

5.

変更するフィールドを更新し、[Update (更新)] を選択します。

複数の GST 番号を編集するには
アカウントで、複数の Goods and Service Tax 番号 (GST) を編集することができます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Tax Settings] を選択します。

3.

[Manage Tax Registration Numbers (税登録番号の管理)] で、編集する GST 番号、または [Edit all (す
べて編集)] を選択します。

4.

[Manage Tax Registration (税登録の管理)] で、[Edit (編集)] を選択します。

5.

変更するフィールドを更新し、[Update (更新)] を選択します。

税金請求書を表示するには
コンソールで税金請求書を表示することができます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Bills] を選択します。

3.

[Summary (概要)] の [Credits and Tax Invoices (クレジットおよび税金請求書)] で、[Tax Invoices (税金
請求書)] を選択します。

4.

請求書のハイパーリンクを選択します。
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Note
[Credits and Tax Invoices (クレジットおよび税金請求書)] は、利用可能な税金請求書がある場合
にのみ表示されます。

アカウントの解約
このページでは、AWS アカウント 閉鎖を検討している人にとって、いくつかの重要な概念を紹介して
います。プロセス全体を通してご質問がある場合は、アカウント担当者にお問い合わせください。また
は、AWS Support に連絡して、支援を受けることができます。AWS Support への連絡の詳細について
は、「に連絡する AWS Support (p. 8)」を参照してください。
AWS Organizations アカウントの閉鎖の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS ア
カウント の閉鎖」を参照してください。
トピック
• AWS アカウント を閉鎖する前の考慮事項 (p. 22)
• AWS アカウント 閉鎖時のトラブルシューティング (p. 25)
• AWS アカウント を閉鎖する (p. 25)
• 解約後の AWS アカウント へのアクセス (p. 25)
• 閉鎖後期間が過ぎた場合 (p. 26)

AWS アカウント を閉鎖する前の考慮事項
AWS アカウント を閉鎖する前に、次の点を考慮してください。
トピック
• AWS のサービス との契約 (p. 22)
• AWS管理コンソールアクセス (p. 23)
• 現在使用中の既存のコンテンツおよびサービス (p. 23)
• 支払い方法 (p. 23)
• MFA によって保護されているアカウント (p. 23)
• オンデマンド料金 (p. 24)
• Amazon Route 53 に登録されたドメイン (p. 24)
• AWS アカウント を再開した場合の料金 (p. 24)
• メンバーアカウントの閉鎖 (p. 24)
• 閉鎖するアカウントへのクロスアカウントアクセス (p. 25)
• Amazon VPC ピアリング接続を削除する (p. 25)

AWS のサービス との契約
AWS アカウント を解約すると、この特定の AWS アカウント に限定して、AWS アカウント に適用され
る AWS のサービス カスタマーアグリーメントや他の AWS のサービス との契約を解除することを当社に
通告することになります。閉鎖後期間中 (すなわち、アカウントの閉鎖後 90 日以内) に AWS アカウント
を再開すると、同じアグリーメントの条件が、再開した AWS アカウント を使用したサービス提供へのア
クセスと使用に適用されます。
AWS Firewall Manager 管理者用に使用しているアカウントを閉鎖する場合、AWS のサービス と Firewall
Manager は、次のように閉鎖を処理します。
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AWS は、管理者アカウントの閉鎖の発効日から 90 日間にわたり、そのアカウントのポリシーデータを保
持します。90 日の期間の終了時、AWS は、アカウントのすべてのポリシーデータを完全に削除します。
• 結果を 90 日を超えて保持するには、ポリシーをアーカイブします。EventBridge ルールを用いてカスタ
ムアクションを使用して、結果を S3 バケットに保存することもできます。
• AWS がポリシーデータを保持している限り、閉鎖されたアカウントを再度開くと、AWS は、アカウン
トをサービス管理者として再割り当てし、そのアカウントのサービスポリシーデータを回復します。

Important
AWS GovCloud (US) リージョンの顧客の場合:
• アカウントを閉鎖する前に、ポリシーデータおよびその他のアカウントリソースをバックアッ
プしてから、削除します。アカウントを閉鎖した後は、もうそのアカウントへのアクセス権は
なくなります。

AWS管理コンソールアクセス
閉鎖した AWS アカウント の AWS Management Console へのアクセスが制限されます。解約後期間中
は、引き続き AWS アカウント にサインインして過去の請求情報を表示したり、AWS Support にアクセス
したりできます。他の AWS のサービス にアクセスしたり、閉鎖したアカウント内で新しい AWS のサー
ビス を開始することはできません。

現在使用中の既存のコンテンツおよびサービス
AWS アカウント を閉じる前に、保持するコンテンツを取得し、残りのリソースを削除することをお勧め
します。データを取得してリソースを削除する方法の手順については、該当サービスのドキュメントを参
照してください。
解約後期間を過ぎると、AWS アカウント に残っているすべてのコンテンツが削除され、現在使用中
のサービスが終了されます。閉鎖後期間の詳細については、「解約後の AWS アカウント へのアクセ
ス (p. 25)」を参照してください。

支払い方法
AWS アカウント の解約前に発生した使用料については、指定された支払い方法に従って請求されます。
払い戻しがある場合は、同じ支払い方法に従って処理されます。アクティブなサブスクリプションがある
場合は、アカウントの解約後でも、サブスクリプションの有効期限が切れるか、サブスクリプションに適
用される条件に従って売却するまで、引き続きサブスクリプションに請求される場合があります。請求さ
れる場合は、指定された支払い方法で請求されます。この状況は、たとえば、リザーブドインスタンスを
月単位で支払う場合などに当てはまります。これらの請求と払い戻しは、アカウントを閉鎖した後に発生
することがあります。
また、アカウントを再開した場合、AWS のサービス のサービスに対して解約後期間中の実行コストが請
求される場合があります。これは特に、アカウントを解約する前に終了しなかったサービスを対象として
います。

Important
AWS アカウント の閉鎖は、Amazon.com または他の Amazon ウェブサイトで使用している支払
い方法に影響しません。

MFA によって保護されているアカウント
AWS アカウント ルートユーザーで多要素認証 (MFA) を有効にしている場合、または IAM ユーザーの
MFA デバイスを構成している場合、アカウントを閉じても MFA は自動的に削除されません。閉鎖後90
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日間に MFA をオンにしたままにする場合は、その間にアカウントにアクセスする必要がある場合に備え
て、閉鎖後の期間が満了するまで仮想ハードウェア MFA デバイスをアクティブにしておきます。
アカウントを閉鎖する前に、MFA デバイスの電源を切るオプションがあります。IAM ユーザー のMFA デ
バイスは、アカウント管理者が削除する必要があります。

オンデマンド料金
閉鎖後期間中、オンデマンド料金の請求は停止します。ただし、アカウントを閉鎖するまでに発生した使
用量については課金されます。翌月の初めに、この使用量に対して請求されます。また、支払いが進行中
であるサブスクリプションを購入した場合、アカウントの閉鎖後も引き続き課金が発生することになりま
す。

Important
リソースを終了しないと、その後もコストが発生します。

Amazon Route 53 に登録されたドメイン
Route 53 に登録しているドメインは自動的に削除されません。AWS アカウント を解約する際に、次の 3
つのオプションがあります。
• 自動更新を無効にすると、登録期間が有効期限切れになったときにドメインが削除されます。詳細につ
いては、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「ドメインの自動更新の有効化または無効化」を参照
してください。
• ドメインを別の AWS アカウント に移管できます。詳細については、「異なる AWS アカウント へのド
メインの移管」を参照してください。
• ドメインを別のドメインレジストラに移管できます。詳細については、「Route 53 から別のレジストラ
へのドメインの移管」を参照してください。
アカウントを閉鎖済みである場合は、AWS Support でケースを開いて、自動更新の無効やドメインの移管
についてサポートを受けることができます。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関
するお問い合わせ」を参照してください。ドメイン登録問題についてケースを開く場合の料金はかかりま
せん。

AWS アカウント を再開した場合の料金
解約後期間中に AWS アカウント を再開すると、アカウントの解約前に終了していなかった AWS のサー
ビス のコストが請求される場合があります。

例
解約から 30 日後に AWS アカウント を再開し、解約時に AWS アカウント のアクティブな texample.example Amazon EC2 インスタンスが 1 つのみであったとします。AWS リージョン での texample.example Amazon EC2 インスタンスの料金は、1 時間あたり 0.01 USD です。この場合、30 日
間 × 24 時間 × 1 時間あたり 0.01 USD = 7.20 USD が AWS のサービス に対して請求されます。

メンバーアカウントの閉鎖
AWS Organizations で作成したアカウントを解約すると、解約後期間が終了するまで、このアカウントは
組織から削除されません。解約後期間中、解約したメンバーアカウントは、引き続き組織内のアカウント
のクォータに対してカウントされます。
制限されたアカウント数にカウントされないようにするには、メンバーアカウントを解約する前に組織か
ら削除します。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS アカウント を閉鎖する」
を参照してください。
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閉鎖するアカウントへのクロスアカウントアクセス
AWS アカウント を閉鎖すると、閉鎖したアカウントの AWS のサービス のサービスに対する他の AWS
アカウント からのアクセスリクエストは失敗します。これは、自分のアカウントの AWS のサービス への
許可を他のアカウントに付与した場合でも同様です。AWS アカウント を再開した場合は、必要な許可を
他のアカウントに付与すると、他の AWS アカウント から自分のアカウントの AWS のサービス にアクセ
スできます。

Amazon VPC ピアリング接続を削除する
AWS のサービス は現在、VPC ピアリング接続に参加しているアカウントの 1 つを閉じても、Amazon
VPC ピア接続を削除しません。VPC ピアリング接続宛てのトラフィックで、他のアクティブなアカウン
トから発信されるトラフィックはすべて除外されます。これは、AWS のサービス が、インスタンスを終
了し、閉鎖されたアカウントのセキュリティグループをすべて削除するからです。VPC ピアリング接続を
削除するには、Amazon VPC コンソール、AWS CLI、または Amazon EC2 API を使用して、アカウント
から削除します。

AWS アカウント 閉鎖時のトラブルシューティング
AWS アカウント の解約時にエラーメッセージを受信した場合は、アカウント担当者にお問い合わせく
ださい。または、当社に連絡して請求またはアカウントに関するサポートケースを開くことができま
す。AWS アカウント を閉鎖することができない一般的な理由には、次のような状況があります。
• アカウントが AWS Organizations で組織の管理アカウントになっており、開いているメンバーアカウン
トがある。
• アカウントに未払いの請求書がある。
• アカウントにルートユーザーとしてサインインしていない。
• アクティブな AWS Marketplace 販売者である。

AWS アカウント を閉鎖する
次の手順に従って AWS アカウント を閉鎖できます。

AWS アカウント を閉鎖するには
1.
2.
3.

4.
5.

https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で Billing and Cost Management コンソールを開きま
す。
右上隅のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、アカウント を選択しま
す。
ページの最後までスクロールし、アカウントを閉じる セクションを見つけます。チェックボックスの
横にあるテキストをよく読んで理解してください。AWS アカウント を閉鎖した後は、そのアカウン
トを使用して AWS のサービス にアクセスできなくなります。
アカウントに多要素認証 (MFA)デバイスをオンにした場合は、MFA デバイスを閉鎖後90日の有効期限
が切れるまで維持するか、アカウントを閉鎖する前にオフにします。
チェックボックスをオンにして条項に同意し、アカウントを閉じる を選択します。
確認ボックスで [Close Account] を選択します。

解約後の AWS アカウント へのアクセス
前のステップで説明したプロセスに続いて AWS アカウント を閉鎖すると、もうそれを使用して AWS
のサービス にアクセスできなくなります。ただし、アカウントが閉鎖された後の90日間の解約後期間
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中も、まだ AWS アカウント の過去の請求情報を表示して AWS Support にアクセスすることができま
す。Amazon EC2 インスタンスは、アカウントが閉鎖された後でも停止できます。アカウントを再開する
と、Amazon EC2 インスタンスの再起動が必要になる場合があります。
解約後期間で、AWS アカウント を解約する前に、削除しなかったコンテンツと終了しなかった AWS の
サービス を AWS のサービス が保持することがあります。閉鎖後期間にアカウントを再びオープンする
場合にだけ、残っているコンテンツや AWS のサービス にアクセスできます。AWS Support に連絡し
て、AWS アカウント を再開できます。アカウントを再開することを選択した場合、アカウントを閉鎖す
る前に削除しなかったコンテンツや終了しなかった AWS のサービス にアクセスできます。ただし、閉鎖
後期間中のこれらの AWS のサービス の運用コストが請求される場合があります。AWS Pricing Calculator
ユーザーガイドの AWS Pricing Calculator を使用して、AWS のサービス を実行するためのコストを見積
もることができます。

閉鎖後期間が過ぎた場合
閉鎖後期間が過ぎると、AWS アカウント は完全に閉鎖され、再開することはできません。削除していな
かったコンテンツは削除され、終了していなかった AWS のサービス は終了されます。サービス属性は、
課金および管理目的に必要とされる限り保持できます。また、AWS アカウント を閉鎖する際に登録され
ていたものと同じエイリアスまたは E メールアドレスを使用して新しい AWS アカウント を作成すること
もできません。
AWS Firewall Manager 管理者用に使用しているアカウントを閉鎖する場合、AWS と Firewall Manager
は、次のように閉鎖を処理します。
AWS は、管理者アカウントの閉鎖の発効日から 90 日間にわたり、そのアカウントのポリシーデータを保
持します。90 日の期間の終了時、AWS は、アカウントのすべてのポリシーデータを完全に削除します。
• 結果を 90 日を超えて保持するには、ポリシーをアーカイブします。EventBridge ルールを用いてカスタ
ムアクションを使用して、結果を S3 バケットに保存することもできます。
• AWS がポリシーデータを保持している限り、閉鎖されたアカウントを再度開くと、AWS は、アカウン
トをサービス管理者として再割り当てし、そのアカウントのサービスポリシーデータを回復します。

Important
AWS GovCloud (US) リージョンの顧客の場合:
• アカウントを閉鎖する前に、ポリシーデータおよびその他のアカウントリソースをバックアッ
プしてから、削除します。アカウントを閉鎖した後は、もうそのアカウントへのアクセス権は
なくなります。
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AWS 請求コンソールのダッシュボー
ドを使用する
AWS 請求コンソールのダッシュボードページを使用して、AWS の使用料金の全般表示を取得できます。
また、最もコストの高いサービスまたはリージョンを特定したり、過去数か月間の使用料金の傾向を表示
したりするために使用することもできます。ダッシュボードページを使用して、AWS 使用状況のさまざ
まな内訳を確認できます。これは、無料利用枠のユーザーである場合に特に便利です。AWS のコストお
よび請求書に関する詳細を表示する場合は、左側のナビゲーションペインにある [Billing details] (請求の
詳細) を選択します。ダッシュボードレイアウトは、ページ上部にある歯車アイコンをクリックすること
で、ユースケースに合わせていつでもカスタマイズできます。
AWS 請求コンソールのダッシュボードで AWS のコストを表示する場合は、Cost Explorer をオンにする
必要はありません。Cost Explorer をオンにしてコストと使用状況データの追加のビューにアクセスするに
は、「Enabling AWS Cost Explorer」 を参照してください。

AWS 請求コンソールとダッシュボードを開くには
•

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

デフォルトでは、コンソールに AWS[Billing Dashboard] ( 請求ダッシュボード) ページが表示されます。

ダッシュボードページについて
AWS 請求コンソールのダッシュボードには、次のセクションが含まれています。希望するレイアウトを作
成するには、[Dashboard] (ダッシュボード) ページのセクションをドラッグアンドドロップします。表示
されるセクションとレイアウトをカスタマイズする場合は、ページ上部にある歯車アイコンをクリックし
ます。これらの設定は、[Dashboard] (ダッシュボード) ページへの継続的なアクセス用に保存されます。
ビューからセクションを一時的に削除するには、各セクションの x アイコンを選択します。すべてのセク
ションを表示するには、ページ上部にある [Refresh] (更新) を選択します。
AWS の概要
このセクションは、すべてのアカウント、AWS リージョン、サービスプロバイダー、およびサービス
にわたる AWS のコスト、ならびにその他の KPI の概要です。[Total compared to prior period] (前の期
間と比較した合計) には、直近の請求での AWS の合計コストが表示されます。また、当月の予測コス
トの合計との比較も行います。カードの歯車アイコンをクリックして、表示する KPI を決定します。
最も高いコストと使用量の詳細
このセクションには、過去 1 か月 (MTD) の推定支出ごとの上位サービス、アカウント、または AWS
リージョン が表示されます。表示する項目を選択するには、右上の歯車アイコンをクリックします。
上位 5 つのサービスごとのコスト傾向
このセクションでは、直近 3～6 回分の請求期間における上位 5 つのサービスのコスト傾向を確認で
きます。
セクションの上部で、グラフの種類と期間のいずれかを選択できます。歯車アイコンを使用して追加
設定を調整できます。
行には以下の情報が示されます。
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• 平均: 直近 3 か月間の平均コスト。
• 合計: 直近の請求での合計。
• 傾向: [Total] (合計) 列を [Average] (平均) 列と比較する。
アカウントのコスト傾向
このセクションには、直近 3～6 回分の請求期間におけるアカウントのコスト傾向が表示されま
す。AWS Organizations の管理アカウントである場合、[cost trend by top five section] (上位 5 つのセ
クションごとのコスト傾向) には、直近 3～6 回分の請求期間における上位 5 つの AWS アカウントが
表示されます。請求書がまだ発行されていない場合、このセクションにはデータが表示されません。
セクションの上部で、グラフの種類と期間のいずれかを選択できます。歯車アイコンを使用して追加
設定を調整します。
行には以下の情報が示されます。
• 平均: 直近 3 か月間の平均コスト。
• 合計: 直近の請求での合計。
• 傾向: [Total] (合計) 列を [Average] (平均) 列と比較する。

ダッシュボード (古いコンソール) について
ダッシュボードでは、次のグラフを表示できます。
• 支出の概要
• サービスごとの過去 1 か月の支出
• 支出ごとの過去 1 か月の上位サービス
支出の概要
[支出の概要] グラフには、先月に支出した金額、過去 1 か月の AWS 使用量、および今月どの程度支
出する可能性があるかの予測を表示します。予測とは、過去の AWS のコストに基づいた見積りで
す。したがって、実際の月次コストが予測と一致しない場合があります。
サービスごとの過去 1 か月の支出
[Month-to-Date Spend by Service] (サービスごとの過去 1 か月の支出) グラフには、最も頻繁に使用す
る上位のサービスと、そのサービスがコストに占める割合が表示されます。[サービスごとの過去 1 か
月の支出] グラフには予測は含まれません。
支出ごとの過去 1 か月の上位サービス
[支出ごとの過去 1 か月の上位サービス] グラフには、最も頻繁に使用するサービスと、過去 1 か月に
発生したコストが表示されます。[支出ごとの過去 1 か月の上位サービス] グラフには予測は含まれま
せん。

Note
請求情報とコスト管理コンソールの更新時間は、請求データを反映するために約 24 時間です。
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請求を表示する
AWS の使用料金および基本料金に関する請求書が毎月送付されます。全前払いのリザーブドインスタンス
の購入などの 1 回払いの料金は、ただちに課金されます。
今月の予定請求金額と過去の月の最終料金は、いつでも確認できます。このセクションでは、毎月の請求
書と過去の請求書を確認する方法と、請求レポートを受け取り、確認する方法について説明します。
トピック
• 月額料金を表示する (p. 29)
• E メールで送付される請求書を取得する (p. 32)
• コストと使用状況レポート
• Managing Your Payments (p. 33)

月額料金を表示する
毎月の請求期間の終了時、または一回限りの料金が発生した場合、AWS は PDF ファイルとして請求書を
発行します。クレジットカードで払う場合、AWS は現時点でファイルに登録されているクレジットカード
にも請求されます。このセクションでは、AWS 請求コンソールの [請求] ページを使用して、請求書をダ
ウンロードし、月額料金の詳細を表示する方法を示します。

Note
IAM ユーザーは、請求情報とコスト管理コンソールの一部のページを表示するための明示的な許
可を必要とします。詳細については、「アクセス許可の管理の概要 (p. 128)」を参照してくださ
い。

請求ページを理解する
請求ページ
AWS 請求コンソールの [請求] ページを使用して、毎月の請求可能な費用と、AWS Marketplace を介
して行われた AWS サービスおよび購入の詳細を確認できます。請求書は、毎月の請求期間が終了し
たとき（発行済み請求ステータスとマークされている)、またはサブスクリプションまたはワンタイム
購入が行われた場合に生成されます。月間請求期間が終了していない (保留中請求ステータスとマーク
されている) の場合、このページには、現在までに計測された AWS サービスに基づく最新の見積もり
料金が表示されます。
AWS Organizations の管理アカウントとしてログインしている場合、すべてのメンバーアカウントに
ついて、一括料金が表示されます。アカウント別の料金タブを使用して、アカウントレベルの詳細を
表示することもできます。
AWS Billing Conductor のユーザーで、管理アカウントとしてログインしている場合、ページの上部に
ある歯車アイコンを選択して、見積もりビュー表示にできます。[請求期間の表示] を選択して請求期
間を指定します。
表示されるセクションをカスタマイズする場合は、ページ上部にある歯車アイコンを選択します。こ
れらの設定は、[Bills] (請求) ページへの継続的なアクセス用に保存されます。
AWS 請求の概要
AWS 請求の概要セクションには、月額料金の概要が表示されます。この情報には、発行済みステータ
スとマークされた決済済請求期間の請求書合計が表示されます。
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決済されていない請求期間は、保留中ステータスとマークされます。合計には、現在までに計測され
た AWS サービスに基づく最新の推定請求額が表示されます。合計は米ドル (USD) で表示されます。
請求書が別の通貨で発行された場合、他の通貨での合計も表示されます。
支払情報
[支払い情報]セクションには、AWS が支払いを受け取った、選択した請求期間の請求書が一覧表示
されます。このセクションには、サービスプロバイダー、請求タイプ、文書タイプ、請求書ID、支
払いステータス、AWS が支払いを受け取った日付、合計金額 (USD) が一覧表示されます。請求書が
別の通貨で発行された場合、他の通貨での合計も表示されます。詳細については、「Managing Your
Payments (p. 33)」を参照してください。
コスト最大
コスト最大セクションは、請求期間のコストが最も高いアカウントのサービスとリージョンを特定
し、各月ごとの傾向を示します。保留中の請求期間の場合、月比トレンドは、現在の請求期間の月累
計支出と前の請求期間の同等の部分を比較します。
請求書の料金
請求書の料金セクションには、選択した請求期間中に取引した各サービスプロバイダーの請求書が一
覧表示されます。このセクションには、請求タイプ、請求日、合計ドル（USD）などの詳細が含まれ
ます。請求書が別の通貨で発行された場合、他の通貨での合計も表示されます。[請求書 ID] を選択し
て、個々の請求書の PDF 形式を表示およびダウンロードします。
納税請求書セクションには、選択した請求期間の税金請求書およびその他の補足文書が一覧表示され
ます。すべてのサービスプロバイダーが納税請求書を発行するわけではありません。請求書 ID列に
は、その税金請求書に関連付けられているコマーシャル請求書が表示されます。[文書 ID] を選択し
て、個々の請求書の PDF 形式を表示およびダウンロードします。
削減額
削減額セクションには、Savings Plans、クレジット、またはその他の割引プログラムの結果として、
請求期間中の節約が要約されます。これらの節約は、サービス別料金、アカウント別の料金、およ
び請求書の料金セクションに反映されます。各節約タイプを選択して、サービス別の詳細を表示しま
す。
サービス別料金
サービス別料金セクションには、AWS サービスのそれぞれの支出が表示されます。サービス名また
は米ドルでの金額で並べ替えたり、サービス名でフィルタリングしたりできます。各サービスの横に
ある + アイコンをクリックすると、そのサービスの料金がリージョン別に表示されます。リージョ
ンを選択して、料金の詳細を表示します。
アカウント別の料金
AWS Organizations を使用して管理アカウントログインしている場合、[アカウント別の料金]セクショ
ンには、各メンバーアカウントの費用が表示されます。アカウント ID、アカウント名、または米ドル
での金額で並べ替えたり、アカウント ID またはアカウント名でフィルタリングしたりできます。各ア
カウントの横にある + アイコンを選択すると、サービスプロバイダ別のアカウントの料金が表示され
ます。各明細項目の横にある + アイコンを選択すると、そのサービスおよびリージョン別に料金が表
示されます。リージョンを選択して、料金の詳細を表示します。
サービス別の税金
サービス別の税金セクションには、税金が課された各サービスの税引き前の料金、税金、および税
引き後の料金が表示されます。サービス名、税引き後の料金、税引き前の料金、または米ドルでの税
金で並べ替えたり、サービス名でフィルタリングしたりできます。

月額料金にアクセスするには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Bills (請求書)] を選択します。
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3.

右上にある請求期間の選択を選択し、請求期間の月を指定します。

月額料金を表示する (古いコンソール)
月額料金を表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Bills (請求書)] を選択します。

3.

[Date] で月を選択します。
[Summary] セクションには、その月の料金の概要と明細が表示されます。ただし、当月のアクティビ
ティが終了し、AWS によって最終料金が計算されるまでは請求額にはなりません。
AWS Organizations の一括請求機能を使用する場合は、[Bills] ページの [Consolidated Bill Details] タブ
に、すべてのアカウントの合計料金が表示されます。[Bill Details by Account] タブを選択し、組織の
アカウントごとにアクティビティを表示します。一括請求の詳細については、「AWS Organizations
の一括請求 (コンソリデーティッドビリング) (p. 109)」を参照してください。

料金のコピーを PDF ドキュメントとしてダウンロードするには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

[請求] ページで、請求期間の選択から [月] を選択します。

3.

AWS 請求の概要セクションで、請求のステータスが発行済みとして表示されていることを確認しま
す。

4.

[請求書の料金] タブを選択します。

5.

ダウンロードするドキュメントの [請求書 ID] を選択します。

6.

(AWS EMEA SARL 以外のサービスプロバイダーの場合) 特定の納税請求書のコピーをダウンロードす
るには、[税金請求書] セクションの [文書 ID] を選択します。

7.

(AWS EMEA SARL 以外の場合) 特定の納税請求書のコピーをダウンロードするには、[AWS EMEA
SARL 請求] セクションの [文書 ID] を選択します。

料金のコピーを PDF ドキュメントとしてダウンロードするには
(古いコンソール)
料金のコピーを PDF ドキュメントとしてダウンロードするには
1.

[Bills] ページで、[Date] リストから、すべてのアクティビティが閉じている月を選択します。

2.

[合計] の下で、[Amazon Web Services, Inc. - サービス料金] を選択します。

3.

[請求書 <invoiceID>] を選択します。

4.

(AWS EMEA SARL 以外のエンティティの場合) 特定の納税請求書のコピーをダウンロードするには、
[税金請求書] セクションの [請求書 <invoiceID>] を選択します。

5.

(AWS EMEA SARL の場合) 特定の納税請求書のコピーをダウンロードするには、[Amazon Web
Services EMEA SARL — サービス料金] セクションの [請求書 <invoiceID>] を選択します。

レポートをオンにすると、今後の請求期間の CSV ファイルをダウンロードできます。

月別レポートをダウンロードするには
1.

月別レポートをオンにするには、ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。
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2.

[詳細な請求レポート] で、[レガシーの詳細な請求レポート機能をオンにして AWS 料金の継続的なレ
ポートを受け取る] を選択します。

3.

[設定] を選択して、レポートの配信先を指定します。
•
[既存のバケットを選択] の下で、レポート送信先として既存の Amazon S3 バケット名を選択しま
す。
•
レポートを配信する新しい Amazon S3 バケットを作成する場合は、[バケットの作成] の下で
[Amazon S3 バケット名] および [リージョン] を入力します。
a.

[Next] を選択します。

b.
c.

IAM ポリシーを確認し、[私は、このポリシーが正しいことを確認しました] を選択します。
[Save] を選択します。

4.

[詳細設定を保存] を選択します。

5.

[請求] ページで、[すべてを CSV にダウンロード] を選択します。

E メールで送付される請求書を取得する
毎月の請求書（PDF）をアカウントに関連付けられた E メールアドレスに送信するには、次の手順に従い
ます。
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。
[Receive PDF Invoice by Email] チェックボックスをオンにします。

4.

[詳細設定を保存] を選択します。

毎月の請求書は、アカウントのルートユーザーおよび代替請求連絡先に送信されます。ルートユーザーの
E メールアドレスを編集するには、アカウント名、ルートユーザーパスワード、ルートユーザー E メール
アドレスの編集 (p. 13) を参照してください。代替請求連絡先を追加または更新するには、代替の連絡先の
追加、変更、または削除 (p. 14) を参照してください。
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支払いの管理
AWS アカウントを開設するには、有効な支払い方法が登録されている必要があります。支払い方法の追
加、更新、削除や支払いを行うには、このセクションの手順を使用します。
トピック
• AWS 支払いの管理 (p. 33)
• インドでの支払いの管理 (p. 42)
• AWS 欧州での支払いを管理する (p. 43)
• 事前支払いを管理する (p. 50)
• 支払いプロファイルを管理する (p. 51)

AWS 支払いの管理
請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページを使用して、AWS 支払い方法を管理し、請求情
報とコスト管理コンソールの [支払い] ページで、支払いを管理します。
トピック
• AWS 支払い方法の管理 (p. 33)
• 支払いを行い、未適用の資金を確認し、支払い履歴を表示する (p. 34)
• クレジットカード支払い方法の管理 (p. 36)
• ACH 銀行デビット支払い方法の管理 (p. 37)
• CNYでの AWS 支払いの管理 (p. 38)

AWS 支払い方法の管理
すべての支払い方法の種類で次のタスクを実行するには、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方
法] ページを使用します。
トピック
• 支払い方法の表示 (p. 33)
• デフォルトの支払い方法を指定する (p. 34)
• 支払い方法の削除 (p. 34)
また、請求情報とコスト管理コンソールの支払い方法ページを使用して、クレジットカードや銀行デビッ
ト口座を管理することもできます。詳細については、「クレジットカード支払い方法の管理 (p. 36)」お
よび「ACH 銀行デビット支払い方法の管理 (p. 37)」を参照してください。

支払い方法の表示
アカウントに関連付けられた支払い方法を表示するには、コンソールを使用できます。

AWS アカウントに関連付けられた支払い方法を表示するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。
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デフォルトの支払い方法を指定する
コンソールを使用して、AWS アカウントのデフォルトの支払い方法を指定できます。

デフォルトの支払い方法を指定するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

デフォルトの支払い方法として使用する支払い方法の横にある、[Make Default (支払い方法に設定す
る)] を選択します。

支払い方法の削除
コンソールを使用して、アカウントから支払い方法を削除できます。

AWS アカウントから支払い方法を削除するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

アカウントにそのほかのお支払い方法がデフォルトとして設定されていることを確認します。

4.

削除する支払い方法の横にある [削除] を選択します。

5.

[Delete Credit Card (クレジットカードの削除)] または [Delete your bank account (銀行口座の削除)] ダ
イアログボックスで、[Delete (削除)] を選択します。

支払いを行い、未適用の資金を確認し、支払い履歴を
表示する
すべての支払い方法の種類で次のタスクを実行するには、AWS Billing and Cost Management コンソール
の [支払い] ページを使用します。
• Make a payment
• View outstanding invoices
• View unapplied funds
• View payment history

支払いをする
AWS では、毎月の始めにデフォルトの支払い方法に対して自動的に課金されます。その料金が正常に処理
されない場合は、コンソールを使用して支払い方法を更新し、支払いを行うことができます。

Note
ACH 銀行デビットで支払う場合、AWS から請求書が送付され、その月の始めから10日以内に支
払い方法への請求が開始されます。支払いが処理されるまで 3～5 日ほどかかる場合があります。
詳細については、「ACH 銀行デビット支払い方法の管理 (p. 37)」を参照してください。
支払いを行う前に、今後自動的に請求される支払い方法がデフォルトの支払い方法として設定されている
ことを確認します。クレジットカードを使用している場合は、クレジットカードが有効期限内であること
を確認してください。詳細については、「デフォルトの支払い方法を指定する (p. 34)」および「クレ
ジットカード支払い方法の管理 (p. 36)」を参照してください。
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支払いを行うには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。
[支払い期限] テーブルには、未処理の請求書がすべて一覧表示されます。請求書が一覧表示されてい
ない場合は、この時点で実行する必要があるアクションはありません。

3.

未処理の請求書がある場合は、支払う請求書を [支払い期限] テーブルで選択してから、[支払いを完了
する] を選択します。

4.

[支払いを完了する] ページで、請求書の支払いに使用できる場合は、デフォルトの支払い方法が選択
されます。別の支払い方法を使用する場合、または対象の支払い方法を選択する場合は、[変更] を選
択します。

5.

概要が支払う金額と一致していることを確認し、[確認と支払い] を選択します。
銀行で支払いが処理されると、[支払い] ページにリダイレクトされます。
支払いを ACH 銀行デビットで行ったが、AWS による引き落としができず、再請求する旨のメールを
AWS より受け取った場合は、問題の内容を銀行にご確認ください。
銀行口座より再引き落としができなかった旨の E メールを AWS より受け取った場合は、コンソール
の [Verify and pay] を選択して請求額をお支払いください。次に [支払いを完了する] を選択して請求書
の支払いを行います。銀行口座への請求や、未払い金の支払いに関してご質問がある場合は、サポー
トセンターでケースを作成します。
海外送金で支払うが、使用料の支払期限が超過している場合は、サポートセンターでケースを作成し
ます。

未処理の請求書、未適用の資金、および支払い履歴を表示する
[支払い期限]、[未適用の資金]、および [支払い履歴] テーブルは、次の手順で説明されているように、検索
およびフィルタリングできます。歯車アイコンを選択して、デフォルトの列を変更し、その他のテーブル
設定をカスタマイズします。適切な ID を選択して項目を個別にダウンロードするか、[ダウンロード] を
選択してから、[CSV のダウンロード] を選択して、レポートの目的でテーブルの CSV ファイルをダウン
ロードします。

未処理の請求書を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。

3.

[支払い期限] タブを選択して、[支払い期限] テーブルを表示します。
[支払い期限] テーブルには、未処理の請求書がすべて一覧表示されます。
このテーブルには、以下のステータスが含まれます。
• [期限] — 支払い期日が近づいている未処理の請求書。
• [期限経過] — 支払い期日までに支払いが行われていない未処理の請求書。
• [予定] — 今後の支払い予定がある請求書。
• [処理中] — 現在支払いを予定している請求書。

未適用の資金を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment] を選択します。
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3.

[未適用の資金] タブを選択して、[未適用の資金] テーブルを表示します。
[未適用の資金] テーブルには、すべての未適用の資金とクレジットメモが一覧表示されます。

支払い履歴を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Payment] を選択します。
[トランザクション] タブを選択して、[トランザクション] テーブルを表示します。
[トランザクション] テーブルには、AWS を用いて完了したすべてのトランザクションが一覧表示され
ます。

クレジットカード支払い方法の管理
次のクレジットカードタスクを実行するには、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページを
使用します。
• クレジットカードの追加 (p. 36)
• クレジットカードを更新する (p. 36)
• クレジットカード情報の確認 (p. 37)
• 中国人民元クレジットカードの使用 (p. 40)

クレジットカードの追加
コンソールを使用して、アカウントにクレジットカードを追加できます。

AWS アカウントにクレジットカードを追加するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。
[Add a card] を選択します。

4.
5.

クレジットカード情報を入力し、[Continue (続行)] を選択します。
カードの請求先住所を入力します。

6.

[Continue (続行)] を選択します。

クレジットカードを更新する
クレジットカードに関連付けられた名前、住所、電話番号は更新できます。

Note
クレジットカードを追加または更新すると、AWS は前月の未払いの請求書を新しいカードに請求
します。

クレジットカードを更新するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。
編集するクレジットカードの横にある [編集] を選択します。
変更する情報を更新します。
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5.

ページの最下部にある [更新] を選択します。

クレジットカード情報の確認
支払いを行うには、期限切れでない有効なクレジットカードが登録されている必要があります。

クレジットカードが最新であることを確認するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

カードの有効期限日が将来の日付であることを確認します。カードが期限切れの場合は、新しいカー
ドを追加するか、現在のカードを更新します。

ACH 銀行デビット支払い方法の管理
資格要件を満たしている場合は、ACH 銀行デビット支払い方法として米国の銀行口座を支払い方法に追加
できます。
資格を得るには、アカウントが以下の要件を満たしている必要があります。
• それは Amazon Web Services カスタマーです。
• 60 日以上経過していること
• 過去 12 か月間に 1 件以上の請求書を全額支払い済みであること
• 過去 12 か月間に累計 100 ドル以上支払い済みであること
• 指定通貨として米ドルを使用していること
ACH 銀行デビットで支払う場合、AWS から請求書が送付され、その月の始めから10日以内に支払い方法
への請求が開始されます。請求情報とコスト管理コンソールの支払い欄に [Succeeded (成功)] と表示され
ている場合でも、支払いが完了するまでに最大 20 日間かかることがあります。
また、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページを使用して、銀行デビット口座を追加した
り更新したりできます。

銀行デビット口座を AWS の支払い方法に追加するには
銀行デビット口座を AWS の支払い方法に追加するには、請求情報とコスト管理コンソールを使用しま
す。個人用口座またはビジネス用口座のいずれも使用できます。ただし、口座が米国内の支店にある場合
に限ります。
ACH 銀行デビット口座を追加するには、次の情報が揃っている必要があります。
• 米国の銀行口座番号
• 米国の銀行口座の支店コード
• 銀行を口座と関連付けるアドレス
• (個人用銀行口座の場合) 米国の運転免許証番号または州発行の ID 番号
• (ビジネス用銀行口座の場合) 納税者番号 (Tax ID)
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.
4.

[Add a bank account (銀行口座の追加)] を選択します。
[Account Holder Name (口座名義)] に、プリンシパルアカウントの名義を入力します。
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5.

[Bank Routing Number (銀行支店コード)] に、9 桁の支店コードを入力します。
支店コードは常に 9 桁です。銀行によっては、先頭は銀行コードまたは口座番号になります。

6.

[Bank Account Number (銀行口座番号)] に口座番号を入力します。口座番号は、17 桁まで入力できま
す。この口座は、米国にある銀行の ACH が有効な当座預金口座である必要があります。

7.

[Bank Account Type (銀行口座の種類)] で、[Personal (個人用)] または [Business (ビジネス)] を選択し
ます。

8.

(個人用) [運転免許証番号] に、主要アカウント所有者の有効な米国運転免許証または州発行の ID 番号
を入力します。
[州] に、ID が発行された州の名前を入力します。

9.

(ビジネス) [Federal tax ID (連邦税 ID)] に、ビジネスの連邦税 ID を入力します。

10. [Make Default (支払い方法に設定する)] で、この銀行デビット口座をデフォルトの支払い方法にする
かどうかを選択します。
11. [Billing Address Information (請求連絡先情報)] に、主要アカウント所有者の有効な米国の請求連絡先
を入力します。
12. [作成] を選択し、[Terms and Conditions (利用規約)] に同意して、銀行デビット口座を追加します。

銀行デビット口座を更新するには
銀行デビット口座に関連付けられた名前、住所、または電話番号は更新することができます。
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

編集する銀行デビット口座の横にある [Edit (編集)] を選択します。

4.

変更する情報を更新します。

5.

ダイアログボックスの下部にある [Update (更新)] を選択します。

CNYでの AWS 支払いの管理
AWS Inc.のお客様は、中国人民元の通貨を使ってお支払いをが可能です。

新しい中国銀行リダイレクト支払いの利用
中国を拠点とするお客様は、中国の銀行のリダイレクト支払い方法を使用してお支払いを完了できます。
これを行うには、人民元による支払いを有効にして、優先通貨として設定する必要があります。中国の銀
行のリダイレクト方式を使用すると、AWS Inc. について人民元で支払うことができます。
トピック
• 中国の銀行のリダイレクト支払いを利用するための要件 (p. 38)
• 中国の銀行のリダイレクト支払いの設定 (p. 39)
• 中国銀行リダイレクトによる支払い (p. 40)
• 中国の銀行のリダイレクトから請求書による支払いへの切り替え (p. 40)

中国の銀行のリダイレクト支払いを利用するための要件
お支払い方法として中国銀行リダイレクトを使用するには、アカウントが次の要件を満たしている必要が
あります。
• アカウントは Amazon Web Services, Inc. のお客様である必要があります。
• 人民元による支払いを有効にする必要があります。
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• ご希望の通貨として人民元を設定する必要があります。

中国の銀行のリダイレクト支払いの設定
支払い方法として中国銀行リダイレクトを使用するには、請求およびコスト管理コンソールで人民元の支
払いを有効化する必要があります。
人民元の支払いを有効にするには、本人確認のために情報を提供する必要があります。個人アカウントの
場合、確認のために国民識別番号が必要です。ビジネスアカウントの場合、次の情報が必要です。
• Unified Social Credit Code または組織コード
• 営業許可証の画像
必要な情報の準備ができたら、次の手順に従って、優先通貨を人民元に変更し、中国の銀行のリダイレク
ト支払いを設定します。

人民元の支払いを有効にし、中国の銀行のリダイレクト支払い方法を設定するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

[Pay with Chinese yuan] (人民元での支払い) のセクションで、[Get started] (今すぐ始める) または
[Pay in Chinese yuan] (人民元で支払う) を選択します。

4.

「Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments」(人民元でのお支払いに関する規約) を確認しま
す。その後、[I have read and agree to the Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments] (私は、
人民元のお支払いに関する規約を読み、同意します) を選択します。

5.

[Next] を選択します。

6.

個人アカウントをご利用の場合:
• [Full name] (フルネーム) で、フルネームを中国語で入力します。
• [Identity card number] (身分証明書番号) で、国民識別番号を入力します。
ビジネスアカウントをご利用の場合:
• [Company name] (会社名) は中国語で入力してください。
• [Contact name] (連絡先の名前) で、連絡先の名前を中国語で入力します。
• [Contact phone number] (連絡先の電話番号) で、会社の連絡先の電話番号を入力します。
• [Uniform social credit code or organization code] (Unified Social Credit Code または組織コード) で、
会社のコードを入力します。
• [Company business license] (会社の営業許可証) で、会社の営業許可証の画像をアップロードしま
す。

Note
アカウントによっては、中国銀聯クレジットカードの追加が必要になる場合があります。詳
細については、「中国人民元クレジットカードの使用 (p. 40)」を参照してください。
7.

[Next] を選択します。

8.

入力した本人確認のための情報を確認します。次に、[送信] を選択します。

本人情報の確認には 1 営業日を要する場合があります。本人であることが正常に確認されると、デ
フォルトの通貨は自動的に人民元に変更されます。さらに、中国の銀行のリダイレクトの支払い方法
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は、[Payment Methods] (お支払方法) コンソールページの [Pay with Chinese yuan] (人民元での支払い) セ
クションで利用できます。

中国銀行リダイレクトによる支払い
支払い方法を設定した後、中国銀行のリダイレクトを使用して、請求書の支払いを行うことができます。

中国銀行のリダイレクトを使用して請求書を支払うには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。

3.

支払いを希望する請求書を選択し、[Complete payment] (支払いを完了) を選択します。

4.

[Select payment option (支払いオプションの選択)] で、[中国銀行のリダイレクト] を選択します。

5.

50,000 USD を超える支払いについては、適用される税および源泉徴収の義務を履行したことを
確認する必要があります。そのためには、[I confirm that I fulfilled the Chinese tax and surcharge
withholding obligations according to Chinese tax laws and regulations] (私は、中国の税法および規制に
従って、中国の税および追加料金の源泉徴収義務を履行したことを確認します) を選択します。

6.

[Verify and pay] (確認して支払う) を選択します。

7.

リダイレクトを続行するには、[OK] を選択します。

リダイレクトされたら、ドロップダウンメニューから銀行を選択し、銀行のウェブサイトでお支払いを完
了します。トランザクションリクエストの処理には最大 24 時間かかることがあります。

中国の銀行のリダイレクトから請求書による支払いへの切り替え
デフォルトの支払い方法を請求書による支払いに変更するには、次の手順に従います。

請求書による支払いの方法に切り替えるには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

[Pay by invoice] (請求書による支払い) セクションで、使用するデフォルトの支払い方法の横にある
[Make default] (デフォルトにする) を選択します。

4.

[Change your payment method and currency] (支払い方法と通貨を変更) ダイアログボックスで、[Yes,
I want to proceed] (はい、続行します) を選択します。

お支払い方法を変更すると、優先通貨はデフォルトで USD に設定されます。優先通貨を人民元に戻すに
は、中国の銀行のリダイレクト支払い方法の横にある Make default デフォルトにする を選択します。優先
通貨をサポートされている別の通貨に変更するには、「請求の支払い通貨の変更 (p. 14)」を参照してくだ
さい。

中国人民元クレジットカードの使用
AWS Inc. のアカウントを持っており、USD で請求され、拠点が中国の場合は、以下のセクションに従っ
て、中国人民元 (CNY) クレジットカードをアカウントに追加します。
次のタスクを実行するには、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページを使用します。
• the section called “中国人民元クレジットカードの設定” (p. 41)
• the section called “中国人民元クレジットカードからインターナショナルクレジットカードへの切り替
え” (p. 41)
• the section called “別の中国人民元クレジットカードの追加” (p. 42)
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中国人民元クレジットカードの設定
使用する通貨を CNY に変更し、クレジットカードを追加するには、次の情報が必要です。
• 国民 ID 番号
• ビジネスライセンス (該当する場合)
• ビジネスライセンスの画像 (該当する場合)
必要な情報を入力したら、次の手順に従って指定通貨を変更し、最初の中国人民元クレジットカードを追
加します。

最初の中国人民元クレジットカードを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

[Pay with Chinese yuan] を選択します。

4.

[Setting up Chinese yuan payment] ダイアログボックスで、[Terms and Conditions for Chinese yuan
payments (中国人民元でのお支払いに関する規約)] をお読みの上、[I've already read and agree to the
above terms and conditions] を選択し、[Next] を選択します。
[Verify customer identity] に、次の情報を入力します。

5.

• 国民 ID の名前
• 連絡先の番号
• (法人のみ) 会社名
• 国民 ID 番号
• (法人のみ) Business License number (ビジネスライセンス番号)
• (法人のみ) Business License image (ビジネスライセンスの画像)

6.
7.
8.

必要な情報を入力したら、[Next] を選択します。
[Add a China Union Pay credit card] のクレジットカードフィールドに、カードおよび銀行に関する情
報を入力します。
[Get Code (コードの取得)] を選択し、指定されたコードを入力して、[Next (次へ)] を選択します。
情報を確認し、[I have confirmed that the provided information is accurate and valid (表示された情報は
性格で有効なものであることを確認しました)] を選択して、[Submit (送信)] を選択します。

お客様の情報の確認に 1 営業日かかる場合があります。情報の確認が完了すると、AWS より E メールが
送信されます。

中国人民元クレジットカードからインターナショナルクレジットカードへの切り
替え
中国人民元クレジットカードからインターナショナルクレジットカードに切り替えるには、指定の通貨を
変更する必要があります。次の手順に従って、デフォルトの支払い方法と指定の通貨を一度に変更するこ
とができます。

デフォルトの支払い方法と通貨を変更するには
1.
2.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.

デフォルトの支払い方法として使用するインターナショナルクレジットカードの横にある、[Make
Default] を選択します。
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4.

ダイアログボックスの [Select payment currency (支払い通貨の選択)] で、使用する通貨を選択しま
す。次に、[Yes, I want to proceed (はい、続行します)] を選択します。

別の中国人民元クレジットカードの追加
別の中国人民元クレジットカードを追加するには、次の手順に従います。

別の中国のクレジットカードを追加するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods (支払い方法)] を選択します。

3.
4.

[Add a Chinese yuan credit card (中国人民元クレジットカードの追加)] を選択します。
クレジットカードのボックスに、カードおよび銀行に関する情報を入力します。

5.

[コードの取得] を選択し、指定されたコードを入力して、[Continue (続行)] を選択します。

支払いまたは支払い方法に関して質問がある場合は、「AWS Billing and Cost Management のヘルプの利
用 (p. 8)」を参照してください。

インドでの支払いの管理
アカウントの販売者が AISPL である場合は、このセクションの手順に従って支払い方法と支払いを管理
し、銀行に対してクレジットカードまたはデビットカードによる支払いを確認します。アカウントの販
売者が AWS と AISPL のどちらであるか確認するには、「Determining Which Company Your Account is
With (p. 19)」の手順を参照してください。

Note
支払い方法に関して質問がある場合は、「AWS Billing and Cost Management のヘルプの利
用 (p. 8)」を参照してください。
トピック
• サポートされている支払い方法 (p. 42)
• ネットバンキングアカウントの追加 (p. 42)
• クレジットカードまたはデビットカードによる支払い (p. 43)
• ネットバンキングによる支払い (p. 43)

サポートされている支払い方法
AWS では、AISPL アカウント用に Visa、Mastercard、および American Express クレジットカードおよび
デビットカードをサポートしています。

ネットバンキングアカウントの追加
コンソールを使用して、インターネットバンキング (ネットバンキング) アカウントを支払い方法として追
加できます。この支払い方法は AISPL のすべてのお客様にご利用いただけます。

AISPL アカウントにネットバンキングアカウントを追加するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。
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3.

[アカウントを追加する] を選択します。

4.
5.
6.

[ネットバンキング情報] で、銀行名を選択します。
[請求先住所情報] セクションに、名前、請求先住所、電話番号を入力します。
[Create] を選択します。

クレジットカードまたはデビットカードによる支払い
コンソールを使用して、AISPL の料金を支払うことができます。

AISPL の料金を支払うには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Orders and invoices (注文と請求書)] を選択します。

3.

支払う請求書の横にある [Verify and pay] を選択します。[支払方法] ページにリダイレクトされます。

4.
5.

[支払い方法] ページで、CVVを含むカードの詳細を入力し、[支払いを行う] を選択します。
支払い方法が Visa および Mastercard の場合は、支払内容を承認するために銀行にリダイレクトされ
る場合があります。支払い方法が American Express の場合、支払いは銀行によって処理されます。
お客様のアクションは必要ありません。支払いが確認されると、アカウントページにリダイレクトさ
れます。支払いが銀行によって処理されるまで、請求書には [Verify and pay] リンクが表示されます。

ネットバンキングによる支払い
コンソールでネットバンキングを使用して、AISPL の料金を支払うことができます。

Note
現在の AISPL の規制により、AWS の各支払いの請求を承認するために銀行にリダイレクトされ
ます。ネットバンキングを自動支払いに使用することはできません。

AISPL の料金を支払うには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Orders and invoices (注文と請求書)] を選択します。
支払う請求書の横にある [Verify and pay] を選択します。支払い方法にリダイレクトされます。

4.
5.
6.

[支払い方法] ページで、ネットバンキングアカウントを選択します。
[Make Payment] を選択します。
支払いを検証するために、銀行のウェブサイトにリダイレクトされます。ログイン後、プロンプトに
従って支払いを承認します。
支払いが確認されると、アカウントページにリダイレクトされます。このページの上部に成功メッ
セージが表示されます。

7.

AWS 欧州での支払いを管理する
アカウントが AWS 欧州である場合は、このセクションの手順に従って支払い方法と支払いを管理しま
す。
トピック
• AWS 欧州の支払い方法を管理する (p. 44)
• AWS 欧州で支払いを行い、未適用の資金を確認し、支払い履歴を表示する (p. 44)
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• AWS 欧州のクレジットカード支払い方法の管理 (p. 46)
• AWS 欧州のクレジットカード支払い検証を管理する (p. 47)
• SEPA 銀行デビット支払い方法の管理 (p. 49)

AWS 欧州の支払い方法を管理する
すべての支払い方法の種類で次のタスクを実行するには、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方
法] ページを使用します。
• View payment methods associated with your account
• Designate a default payment method
• Remove a payment method from your AWS Europe account
また、請求情報とコスト管理コンソールの支払い方法ページを使用して、クレジットカードや銀行デビッ
ト口座を管理することもできます。詳細については、「クレジットカード支払い方法の管理 (p. 36)」お
よび「SEPA 銀行デビット支払い方法の管理 (p. 49)」を参照してください。

AWS アカウントに関連付けられた支払い方法を表示するには
アカウントに関連付けられた支払い方法を表示するには、コンソールを使用します。
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。

デフォルトの支払い方法を指定するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。
デフォルトの支払い方法として使用する支払い方法の横にある、[Make Default (支払い方法に設定す
る)] を選択します。

AWS 欧州アカウントから支払い方法を削除するには
コンソールを使用して、アカウントから支払い方法を削除できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。
アカウントにそのほかのお支払い方法がデフォルトとして設定されていることを確認します。
削除する支払い方法の横にある [削除] を選択します。

5.

[Delete Credit Card (クレジットカードの削除)] または [Delete your bank account (銀行口座の削除)] ダ
イアログボックスで、[Delete (削除)] を選択します。

AWS 欧州で支払いを行い、未適用の資金を確認し、
支払い履歴を表示する
すべての支払い方法の種類で次のタスクを実行するには、AWS Billing and Cost Management コンソール
の [支払い] ページを使用できます。
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• Make a payment
• View outstanding invoices
• View unapplied funds
• View payment history

支払いをする
AWS 欧州では、毎月の始めにデフォルトの支払い方法に対して自動的に課金されます。その料金が正常に
処理されない場合は、コンソールを使用して支払い方法を更新し、支払いを行うことができます。

Note
SEPA 銀行デビットで支払う場合、AWS は請求書を提供し、翌日、または請求書の期日のいずれ
か遅い方に、支払い方法への請求を開始します。支払いが処理されるまで最大 5 営業日かかる場
合があります。詳しくは、「SEPA 銀行デビット支払い方法の管理 (p. 49)」を参照してくださ
い。
支払いを行う前に、今後自動的に請求される支払い方法がデフォルトの支払い方法として設定されている
ことを確認します。クレジットカードを使用している場合は、クレジットカードが有効期限内であること
を確認してください。詳細については、「Designate a default payment method (p. 44)」および「AWS
欧州のクレジットカード支払い方法の管理 (p. 46)」を参照してください。

支払いを行うには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。
[支払い期限] テーブルには、未処理の請求書がすべて一覧表示されます。請求書が一覧表示されてい
ない場合は、この時点で実行する必要があるアクションはありません。

3.

未処理の請求書がある場合は、支払う請求書を [支払い期限] テーブルで選択してから、[支払いを完了
する] を選択します。

4.

[支払いを完了する] ページで、請求書の支払いに使用できる場合は、デフォルトの支払い方法が選択
されます。別の支払い方法を使用する場合、または使用できる支払い方法を選択する場合は、[変更]
を選択します。

5.

概要が支払う金額と一致していることを確認し、[確認と支払い] を選択します。
銀行で支払いが処理されると、[支払い] ページにリダイレクトされます。
支払いを SEPA 銀行デビットで行ったが、AWS 欧州による引き落としができず、再請求する旨の
メールを AWS 欧州より受け取った場合は、問題の内容を銀行にご確認ください。
お客様の銀行口座より再引き落としができなかった旨の E メールを AWS 欧州より受け取った場合
は、コンソールの [Verify and pay] を選択して請求額をお支払いください。銀行口座への請求や、未払
い金の支払いに関してご質問がある場合は、サポートセンターでケースを作成します。
海外送金で支払うが、使用料の支払期限が超過している場合は、サポートセンターでケースを作成し
ます。

未処理の請求書、未適用の資金、および支払い履歴を表示する
[支払い期限]、[未適用の資金]、および [支払い履歴] テーブルは、次の手順で説明されているように、検索
およびフィルタリングできます。歯車アイコンを選択して、デフォルトの列を変更し、その他のテーブル
設定をカスタマイズします。適切な ID を選択して項目を個別にダウンロードするか、[ダウンロード] を
選択してから、[CSV のダウンロード] を選択して、レポートの目的でテーブルの CSV ファイルをダウン
ロードします。
Version 2.0
45

AWS 請求 ユーザーガイド
AWS 欧州のクレジットカード支払い方法の管理

未処理の請求書を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。

3.

[支払い期限] タブを選択して、[支払い期限] テーブルを表示します。
[支払い期限] テーブルには、未処理の請求書がすべて一覧表示されます。
このテーブルには、以下のステータスが含まれます。
• [期限] — 支払い期日が近づいている未処理の請求書。
• [期限経過] — 支払い期日までに支払いが行われていない未処理の請求書。
• [予定] — 今後の支払い予定がある請求書。
• [処理中] — 現在支払いを予定している請求書。

未適用の資金を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment] を選択します。

3.

[未適用の資金] タブを選択して、[未適用の資金] テーブルを表示します。
[未適用の資金] テーブルには、すべての未適用の資金とクレジットメモが一覧表示されます。

支払い履歴を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment] を選択します。

3.

[トランザクション] タブを選択して、[トランザクション] テーブルを表示します。
[トランザクション] テーブルには、AWS を用いて完了したすべてのトランザクションが一覧表示され
ます。

AWS 欧州のクレジットカード支払い方法の管理
次のクレジットカードタスクを実行するには、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページを
使用します。
• Add a credit card to your AWS Europe account
• Update your credit card
• Confirm that your credit card is up to date

AWS 欧州アカウントにクレジットカードを追加するには
コンソールを使用して、アカウントにクレジットカードを追加できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。

3.

[Add a card] を選択します。

4.

クレジットカードフィールドに情報を入力し、[Continue (続行)] を選択します。

5.

クレジットカード情報フィールドに、カードの請求連絡先を入力します。
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6.

[Continue (続行)] を選択します。

クレジットカードを更新するには
クレジットカードに関連付けられた名前、住所、または電話番号は更新できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。

3.

編集するクレジットカードの横にある [編集] を選択します。

4.

変更するフィールドを更新します。

5.

ページの最下部にある [更新] を選択します。

クレジットカードが最新であることを確認するには
支払いを行うには、期限切れでない有効なクレジットカードが登録されている必要があります。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。

3.

カードの有効期限日が将来の日付であることを確認します。カードが期限切れの場合は、新しいカー
ドを追加するか、現在のカードを更新します。

AWS 欧州のクレジットカード支払い検証を管理する
最近の EU の規制に準拠するために、クレジットカードを使用して AWS にオンラインで支払う際、クレ
ジットカードを追加または更新する際、新しい AWS アカウントを登録する際に、銀行から検証を求めら
れる場合があります。銀行は通常、オンライン購入が完了する前に、一意のセキュリティコードをクレ
ジットカード所有者にオンラインで送信します。銀行が支払いの検証を必要とする場合、AWS からの E
メールを受信します。検証後は、AWS のウェブサイトにリダイレクトされます。
支払いの検証を行いたくない場合は、支払い方法として銀行口座を登録してください。銀行デビット支払
いの利用資格に関する詳細については、「the section called “SEPA 銀行デビット支払い方法の管理”」を参
照してください。
EU の規制に関する詳細については、欧州委員会のウェブサイト（英語）を参照してください。
• the section called “検証のベストプラクティス”
• the section called “支払いの検証”
• the section called “支払いの検証のトラブルシューティング”
• the section called “AWS Organizations”
• the section called “サブスクリプションの購入”

検証のベストプラクティス
• クレジットカード情報が最新であることを確認します。銀行は登録されたカード所有者にのみ検証コー
ドを送信します。
• 最新のコードを入力します。認証ポータルを閉じた場合や新しいコードをリクエストした場合は、最新
のコードの受信が遅れることがあります。
• 指示に従ってコードを入力します。コードの送信元の電話番号を入力しないでください。
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支払いの検証
請求情報とコスト管理コンソールを使用して、支払いに検証が必要かどうかの確認や、失敗した支払いの
再試行を行うことができます。

支払いを検証するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Orders and invoices (注文と請求書)] を選択します。

3.

[Payments due (支払い期限)] で支払う請求書を見つけ、[Verify and pay (検証して支払い)] を選択しま
す。

4.

[Payment Methods (支払い方法)] ページで、使用する支払い方法を選択します。

5.

[Complete payment (支払いを完了)] を選択します。

6.

支払いを検証する必要がある場合は、銀行のウェブサイトにリダイレクトされます。検証を完了する
には、表示される指示に従ってください。

銀行で支払いが処理されると、[注文と請求書] ページにリダイレクトされます。

Note
銀行で支払い処理が完了するまで、請求書は [Payment processing (支払い処理中)] というステー
タスで表示されます。

支払いの検証のトラブルシューティング
検証が正しく完了しなかった場合は、次のいずれかのアクションを取ることをお勧めします。
• 銀行に連絡して、自分の連絡先情報が最新であることを確認する
• 銀行に連絡して、検証が失敗した理由の詳細を確認する
• キャッシュと cookie を消去するか、別のブラウザを使用する
• 請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページに移動し、請求連絡先情報を更新します。

AWS Organizations
AWS Organizations の管理アカウントの場合は、前払いが必要な購入済みサービスが、マスターアカウン
トユーザーが支払いを検証するまでアクティブ化されない場合があります。検証が必要な場合、AWS から
管理アカウントの請求連絡先に E メールで通知されます。
管理アカウントとメンバーアカウント間の連絡プロセスを確立してください。支払い方法を変更するに
は、「the section called “AWS 欧州のクレジットカード支払い方法の管理”」を参照してください。

サブスクリプションの購入
同時に (または一括で) 複数のサブスクリプションを購入する場合で、銀行が検証を求める場合、銀行が個
別の購入それぞれの検証を依頼することがあります。
サブスクリプションには、リザーブドインスタンス、ビジネスサポートプラン、Route 53 ドメインなどの
即時購入が含まれる場合があります。サブスクリプションに AWS Marketplace 料金は含まれません。
すべての購入について検証を完了させるか、支払い方法として銀行口座を登録してください。銀行デビッ
ト支払いの利用資格に関する詳細については、「the section called “SEPA 銀行デビット支払い方法の管
理”」を参照してください。
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SEPA 銀行デビット支払い方法の管理
資格要件を満たしている場合は、SEPA 銀行デビット支払い方法として EU 銀行口座を支払い方法に追加
できます。これらの要件を満たすには、口座が以下に該当する必要があります。
• AWS 欧州の顧客になる
• SEPA の利用規約に同意していること
• 過去 12 か月間に 1 件以上の請求書を全額支払い済みであること
• 過去 12 か月間に累計 100 ドル以上支払い済みであること
• 指定通貨としてユーロを使用していること
SEPA 銀行デビットで支払う場合、AWS は請求書を提供し、翌日、または請求書の期日のいずれか遅い
方に、支払い方法への請求を開始します。請求情報とコスト管理コンソールの支払い欄に [Succeeded (成
功)] と表示されている場合でも、支払いが完了するまでに最大 5 日間かかることがあります。
次の SEPA 銀行デビットタスクを実行するには、請求情報とコスト管理コンソールの [支払い方法] ページ
を使用します。
• Add a direct debit account to your AWS Europe payment methods
• Update your linked debit account

銀行デビット口座を AWS 欧州の支払い方法に追加するには
銀行デビット口座を AWS 欧州の支払い方法に追加するには、請求情報とコスト管理コンソールを使用し
ます。個人用口座またはビジネス用口座のいずれも使用できます。ただし、SEPA がサポートされている
国の支店に口座がある場合に限ります。
SEPA 銀行デビット口座を追加するには、次の情報が揃っている必要があります。
• Bank Identifier Code (BIC)
• 銀行口座の支店コード (IBAN)
• 銀行を口座と関連付けるアドレス
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。

3.

[Add a bank account (銀行口座の追加)] を選択します。

4.

[Account Holder Name (口座名義)] に、プリンシパルアカウントの名義を入力します。

5.

[BIC (Swift Code) (BIC (Swift コード))] に、8 桁または 11 桁の番号を入力します。
ルーティング番号は、常に 8 桁または 11 桁です。

6.

[Confirm BIC (Swift コード) (BIC (Swift コード) の確認)] に、BIC を再入力します。コピーアンドペー
ストしないでください。

7.

[IBAN] に、IBAN の数字を入力します。

8.

[Confirm IBAN (IBAN の確認)] に、IBAN を再入力します。コピーアンドペーストしないでください。

9.

[Make Default (支払い方法に設定する)] で、この銀行デビット口座をデフォルトの支払い方法にする
かどうかを選択します。

10. [Billing Address Information (請求連絡先情報)] に、主要アカウント所有者の請求連絡先を入力しま
す。
11. [作成] を選択し、[Terms and Conditions (利用規約)] に同意して、銀行デビット口座を追加します。
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銀行デビット口座を更新するには
銀行デビット口座に関連付けられた名前、住所、または電話番号は更新することができます。
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Payment Methods] を選択します。

3.
4.

編集する銀行デビット口座の横にある [Edit (編集)] を選択します。
変更するフィールドを更新します。

5.

ダイアログボックスの下部にある [Update (更新)] を選択します。

支払い方法に関して質問がある場合は、「AWS Billing and Cost Management のヘルプの利用 (p. 8)」を参
照してください。

事前支払いを管理する
事前支払いは AWS Billing and Cost Management のパブリックプレビューであり、変更の対象と
なります。この機能は、選択した顧客グループで使用できます。事前支払いの使用には、AWS
サービス規約 (セクション 2) のベータおよびプレビュー参加条件が適用されます。
事前支払いを使用して、事前に AWS の使用量の支払いを行います。AWS は請求書が支払期日に自動的に
支払われるように資金を使用します。
AWS Billing and Cost Management コンソールで事前支払いに登録できます。事前支払いに資金を追加す
るには、電子資金振替を使用するか、個人またはビジネス用銀行口座を使用します。銀行口座を使用して
資金を追加する場合、その銀行は米国支店の所在地である必要があります。
事前支払いのサービス制限の詳細なリストについては、[クォータと制限] ページの「事前支払
い (p. 159)」を参照してください.
トピック
• 事前支払いを登録する (p. 50)
• 事前支払いへ資金を追加する (p. 50)

事前支払いを登録する
AWS Billing and Cost Management コンソールを使用して、事前支払いに登録できます。

事前支払いに登録するには
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。
[事前支払い] タブを選択します。
[事前支払いの利用規約] を承諾します。
[Register] (登録) を選択します。

事前支払いへ資金を追加する
電子資金振替または個人またはビジネス用銀行口座を使用して、事前支払いに資金を追加できます。
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電子資金振替を使用して事前支払いに資金を追加するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。

3.

[事前支払い] タブを選択します。

4.

[資金の追加] を選択します。

5.

[金額] の下で、追加する基金の金額を入力します。
金額は US ドル建ての入力が必要です。

6.

[支払い方法] の下で、[支払い方法の選択] を選択します。

7.

[電子送金] を選択します。

8.

[この支払い方法を使用する] を選択します。

9.

支払いの詳細を確認し、[検証] を選択します。

10. 電子資金振込を完了するには、[支払いの概要] セクションの手順を使用します。

銀行口座を使用して事前支払いに資金を追加するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [支払い] を選択します。

3.

[事前支払い] タブを選択します。

4.

[資金の追加] を選択します。

5.

[金額] の下で、追加する基金の金額を入力します。
金額は US ドル建ての入力が必要です。

6.

[支払い方法] の下で、[支払い方法の選択] を選択します。

7.

[銀行口座] を選択します。

8.

[この支払い方法を使用する] を選択します。

9.

支払いの詳細を確認し、[資金の追加] を選択します。

入力した資金の金額が銀行口座に自動的に請求されます。
資金の概要ドキュメントは、[事前支払いの概要] ページからダウンロードできます。

支払いプロファイルを管理する
支払いプロファイルを使用すると、デフォルトの支払い方法とは異なる支払い方法を割り当てて、請求の
自動支払いを行うことができます。複数の AWS サービスプロバイダー (「登録販売者」) から請求がある
場合は、支払いプロファイルを使用して、それぞれに固有の支払い方法を割り当てます。サービスプロバ
イダーに対して支払いプロファイルを作成した後は、AWS の請求は支払いプロファイルによって自動的に
支払い処理されます。支払いには、指定した通貨と支払い方法が使用されます。
有効なデフォルトの支払い方法があるにもかかわらず発生してしまう支払い漏れ、サブスクリプション購
入の失敗、未処理の契約更新などを回避するのに支払いプロファイルは役立ちます。支払いプロファイル
を使用すると、次のことを実行できます。
• 異なる AWS サービスプロバイダーに対して異なる支払い方法を使用する。
• 異なるサービスプロバイダーを使用する AWS Organizations メンバーアカウントの支払い設定をカスタ
マイズする。
• 常に有効な支払い方法により請求の自動支払いを行う。
• サービスの中断や残高不足を回避する。
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Note
国や技術上の制限により、すべての支払い方法をすべてのプロバイダーに適用できるわけではあ
りません。デフォルトの支払い方法が別のサービスプロバイダーに対して有効でない場合は、そ
のサービスプロバイダーに適用できる支払い方法を使用して支払いプロファイルを作成してくだ
さい。詳しくは、「支払いプロファイルの作成 (p. 52)」を参照してください。
トピック
• 支払いプロファイルの作成 (p. 52)
• 支払いプロファイルの編集 (p. 54)
• 支払いプロファイルの削除 (p. 54)

支払いプロファイルの作成
請求情報とコスト管理コンソールから次の手順によって、新しいカスタムプロファイルを作成できます。

支払いプロファイルを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Preferences (設定)] の下で、[支払い方法] を選択します。

3.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Visit payment profiles] (支払いプロファ
イルの表示) を選択します。

4.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Create payment profiles] (支払いプロ
ファイルの作成) を選択します。

5.

請求を受けるサービスプロバイダーを選択します。

6.

サービスプロバイダーからの請求と一致する支払い通貨を選択します。

7.

(オプション) 支払いプロファイルの名前を入力します。

8.

[Payment method] (支払い方法) セクションの下で、指定したサービスプロバイダーに対して対応する
通貨で支払いを行う支払い方法を選択します。
•

9.

新しい支払い方法の追加
a.

[Add a new payment method] (新しい支払い方法の追加) を選択し、新しいタブを開きます。

b.

アカウントに新しい支払い方法を追加します。詳しくは、「Managing Your
Payments (p. 33)」を参照してください。

c.

Create payment profile (支払いプロファイルの作成) タブに戻ります。

d.

[Payment method] (支払い方法) セクションの下で、更新アイコンを選択します。

e.

作成した新しい支払い方法を選択します。

[Create payment profile] (支払いプロファイルの作成) を選択します。

Note
支払いプロファイルの通貨がサービスプロバイダーの請求書の通貨と一致していることを確認し
ます。

例: AWS Inc. の請求用の支払いプロファイルの作成
このセクションでは、AWS Inc. サービスプロバイダーから受ける請求用の支払いプロファイルを作成する
方法の例を示します。この例では、AWS Organizations 管理アカウントの販売者は AWS 欧州 (サービスプ
ロバイダーに「AWS EMEA SARL」と表示) です。デフォルトの支払い通貨はユーロ (EUR) です。
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有効なデフォルトの支払い方法が登録されている場合は、AWS 欧州からの請求は自動的に支払い処理され
ます。有効な支払い方法の例として、クレジットカードおよび SEPA 銀行デビット口座があります。詳し
くは、「AWS 欧州での支払いを管理する (p. 43)」を参照してください。
AWS Inc. からの請求については、AWS Inc. に対応しているユーロ通貨のクレジットカードを使用して支
払いプロファイルを作成できます。

この AWS Inc. の例の支払いプロファイルを作成するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Preferences (設定)] の下で、[支払い方法] を選択します。

3.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Visit payment profiles] (支払いプロファ
イルの表示) を選択します。

4.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Create payment profiles] (支払いプロ
ファイルの作成) を選択します。

5.

[Service provider] (サービスプロバイダー) で、AWS Inc を選択します。

6.

[Currency] (通貨) で、EUR - Euro を選択します。

7.

(オプション) 支払いプロファイルの名前を入力します（例: My AWS Inc. payment profile)。

8.

[Payment method] (支払い方法) セクションの下で、指定したサービスプロバイダーに対して対応する
通貨で支払いを行う支払い方法を選択します。

9.

[Create payment profile] (支払いプロファイルの作成) を選択します。

この支払いプロファイルを作成した後は、AWSInc. からの請求は、指定したユーロ通貨と支払い方法を使
用して自動的に支払い処理されます。

例: AWS 欧州の請求用の支払いプロファイルの作成
このセクションでは、AWS 欧州 (「AWS EMEA SARL」) サービスプロバイダーから受ける請求用の支払
いプロファイルを作成する方法の例を示します。この例では、AWS Organizations 管理アカウントの販売
者は AWS Inc. です。デフォルトの支払い通貨は、米ドル (USD) です。
有効なデフォルトの支払い方法が登録されている場合は、AWS Inc. からの請求は自動的に支払い処理され
ます。有効な支払い方法の例として、クレジットカードおよび ACH 銀行デビットとしての米国銀行口座
があります。詳しくは、「AWS 支払いの管理 (p. 33)」を参照してください。
AWS 欧州からの請求については、AWS 欧州に対応している米ドル通貨のクレジットカードを使用して支
払いプロファイルを作成できます。

この AWS 欧州の例の支払いプロファイルを作成するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Preferences (設定)] の下で、[支払い方法] を選択します。

3.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Visit payment profiles] (支払いプロファ
イルの表示) を選択します。

4.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Create payment profiles] (支払いプロ
ファイルの作成) を選択します。

5.

[Service provider] (サービスプロバイダー) で、AWS EMEA SARL を選択します。

6.

[Currency] (通貨) で、USD - US dollar を選択します。

7.

(オプション) 支払いプロファイルの名前を入力します（例: My AWS Europe payment profile)。

8.

[Payment method] (支払い方法) セクションの下で、指定したサービスプロバイダーに対して対応する
通貨で支払いを行う支払い方法を選択します。

9.

[Create payment profile] (支払いプロファイルの作成) を選択します。
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例: AWS ブラジルの請求用の支払いプロファイルの作成
このセクションでは、AWS ブラジル (「Amazon AWS Serviços Brasil Ltda.」) サービスプロバイダーから
受ける請求用の支払いプロファイルを作成する方法の例を示します。この例では、AWS Organizations 管
理アカウントの販売者は AWS Inc. です。デフォルトの支払い通貨は、米ドル (USD) です。
有効なデフォルトの支払い方法が登録されている場合は、AWS Inc. からの請求は自動的に支払い処理され
ます。有効な支払い方法の例として、クレジットカードおよび ACH 銀行デビットとしての米国銀行口座
があります。詳しくは、「AWS 支払いの管理 (p. 33)」を参照してください。
AWS ブラジルからの請求については、AWS ブラジルに対応しているブラジルレアル (BRL) 通貨のクレ
ジットカードを使用して支払いプロファイルを作成できます。

この AWS ブラジルの例の支払いプロファイルを作成するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Preferences (設定)] の下で、[支払い方法] を選択します。

3.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Visit payment profiles] (支払いプロファ
イルの表示) を選択します。

4.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Create payment profiles] (支払いプロ
ファイルの作成) を選択します。

5.

[Service provider] (サービスプロバイダー) で、Amazon AWS Serviços Brasil Ltda. を選択しま
す。

6.

[Currency] (通貨) で、BRL - Brazilian real を選択します。

7.

(オプション) 支払いプロファイルの名前を入力します（例: My AWS Brazil payment profile)。

8.

[Payment method] (支払い方法) セクションの下で、指定したサービスプロバイダーに対して対応する
通貨で支払いを行う支払い方法を選択します。
[Create payment profile] (支払いプロファイルの作成) を選択します。

9.

支払いプロファイルの編集
支払いプロファイルを作成した後は、請求情報とコスト管理コンソールを使用していつでも詳細を編集で
きます。

支払いプロファイルを編集するには
1.
2.
3.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Preferences (設定)] の下で、[支払い方法] を選択します。
[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Visit payment profiles] (支払いプロファ
イルの表示) を選択します。

4.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、支払いプロファイルを選択し、[Edit] (編
集) を選択します。
支払いプロファイルを更新して、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

5.

支払いプロファイルの削除
支払いプロファイルは、請求情報とコスト管理コンソールを使用していつでも削除できます。

支払いプロファイルを編集するには
1.
2.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Preferences (設定)] の下で、[支払い方法] を選択します。
Version 2.0
54

AWS 請求 ユーザーガイド
支払いプロファイルの削除

3.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、[Visit payment profiles] (支払いプロファ
イルの表示) を選択します。

4.

[Payment profiles] (支払いプロファイル) セクションの下で、支払いプロファイルを選択し、[Delete]
(削除) を選択します。
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Customer Carbon Footprint Tool の理
解
Customer Carbon Footprint Tool を使用して、AWS 製品やサービスに関連する炭素排出量の見積もりを表
示できます。
トピック
• Customer Carbon Footprint Tool の開始方法 (p. 56)
• Customer Carbon Footprint Tool の理解の概要 (p. 56)
• 炭素排出量の推定の理解 (p. 57)

Customer Carbon Footprint Tool の開始方法
Customer Carbon Footprint Tool は、すべてのアカウントで使用できます。アカウントでレポートを利用
できない場合、アカウントが作成されたのがあまりにも最近であるため、データを表示できないことを示
唆している可能性があります。各月の経過後、AWS が炭素排出量の見積もりを表示できるようになるまで
に、最長で 3 か月の遅れが発生する場合があります。

Customer Carbon Footprint Tool を表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。

3.

[date range] (日付範囲) で、[start month] (開始月) と [end month] (終了月) を選択します。

IAM ポリシー
Customer Carbon Footprint Tool とデータにアクセスするには、IAM 許可
sustainability:GetCarbonFootprintSummary が必要です。IAM 許可の詳細については、「AWS
Billing 用の AWS Identity and Access Management (p. 126)」を参照してください。

AWS Organizations ユーザー
AWS Organizations の管理アカウントとしてログインしている場合、Customer Carbon Footprint Tool は、
それらのアカウントが管理アカウントの一部であった期間のメンバーアカウントのデータを報告します。
メンバーアカウントの場合、Customer Carbon Footprint Tool は、すべての期間の排出データを報告しま
す。これは、AWS Organizations のいずれかのアカウントに関連付けられたメンバーシップに発生した可
能性のある変更とは関係ありません。

Customer Carbon Footprint Tool の理解の概要
Customer Carbon Footprint Tool のページには、次のセクションが含まれています。提供された情報の詳細
な理解が可能となるように、このページでは、コンソールの各セクションについて説明しています。
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炭素排出量の測定単位は、業界標準の測定値である二酸化炭素換算トン (MTCO2e) です。この測定では、
二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素を含む複数の温室効果ガスを考慮します。すべての温室効果ガスの排出
量は、同等の温暖化をもたらす二酸化炭素の量に変換されます。
2020 年 1 月以降、炭素排出量のデータが入手可能です。新しいデータは毎月利用可能で、3 か月間
の遅延があります。AWSは、炭素排出量の見積りを提供するために必要なデータを収集して処理しま
す。Customer Carbon Footprint Tool のすべての値は、10 分の 1 トンの単位で最近接値に切り上げられま
す。排出量が 10 分の 1 トンに切り上げられない場合、レポートは 0 と表示されます。
炭素排出量の概要
このセクションでは、同等のオンプレミスワークロードと比較した、AWS 排出量の見積りと排出削減
量の見積りを確認できます。これは、次の 2 つのカテゴリにまとめられています。
• AWS クラウドインフラストラクチャの効率による排出量の削減
• 再生可能エネルギーの AWS の購入による排出量の削減
場所別の排出量
このセクションでは、該当する各地理的場所に関連する炭素排出量を示します。この情報は、AWS
リージョン ではなく、AMER、EMEA などの高レベルの地理的グループを示しています。
サービス別の排出量
このセクションでは、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)、Amazon Simple Storage Service (S3)、
およびその他の AWS 製品とサービスの使用に起因する炭素排出量を確認できます。
炭素排出量の統計
このセクションでは、時間の経過に伴う炭素排出量の傾向を確認できます。1 か月ごと、四半期ご
と、または 1 年ごとのビューを選択できます。
100% 再生可能エネルギーへの道
このグラフは、AWS が 100% 再生可能エネルギーで事業を遂行するという目標に向かって取り組み
を進めるにつれて、炭素排出量が時間の経過とともにどのように変化するかを示しています。これら
の数値は、現在の AWS 使用プロファイルに基づいています。
[Path to 100% renewable energy] (100% 再生可能エネルギーへの道) のグラフは、[date range] (日付
範囲) の選択による影響を受けません。

炭素排出量の推定の理解
Customer Carbon Footprint Tool の炭素排出量データは、温室効果ガスプロトコルと ISO に準拠してい
ます。AWS のカーボンフットプリントの見積りには、スコープ 1 (事業遂行による直接排出) とスコープ
2 (電気の使用に伴う排出) のデータが含まれます。炭素排出量の詳細については、「EPA Scope 1 and
Scope 2 Inventory Guidance」(EPA スコープ 1 およびスコープ 2 インベントリガイダンス) を参照してく
ださい。
見積りのスコープ 2 の部分は、GHGP マーケットベースの方法を使用して計算されます。これは、顧客の
フットプリントが見積もられるグリッドで、Amazon による再生可能プロジェクトが考慮されることを意
味します。マーケットベースの方法を使用してスコープ 2 の排出量を計算するため、ワークロードが稼働
しているグリッドで購入された再生可能エネルギーのみが、カーボンフットプリントの見積りに含まれま
す。見積りでは、GHGP ガイダンスに従って、ワークロードを実行する場所の AWS リージョン のグリッ
ドの混在が考慮されます。炭素排出量の見積りでは、データセンターの AWS 電力使用効率 (PUE) も考慮
されます。
同等のオンプレミスのワークロードと比較して排出量の削減量を見積もるため、S&P Global Market
Intelligence の一部である 451 Research のデータを使用します。この調査では、AWS は、調査対象の米
国のエンタープライズデータセンターの中央値でワークロードのカーボンフットプリントを 88% 削減で
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き、欧州のデータエンタープライズセンターと比較して、AWS が 100% 再生可能エネルギーで電力を供
給されると最大 96% になることがわかりました。2025 年までにこの目標を達成することを目指していま
す。詳細については、「Reducing carbon by moving to AWS」(AWS に移行して炭素を削減する) を参照し
てください。

リージョン、使用状況、および請求データの考慮要素
世界のさまざまな地域の電力グリッドでは、さまざまな電力源が使用されています。炭素に強烈な燃料
(石炭など) を使用するものもあれば、主に低炭素水素やその他の再生可能エネルギーを使用するものもあ
ります。Amazon の再生可能エネルギープロジェクトの場所も重要な意味を有します。これらのプロジェ
クトによって生成されるエネルギーは、同じグリッド上のリージョンからの排出量に対して考慮されるた
めです。結果として、すべての AWS リージョン が同じ炭素強度を持つわけではありません。
使用量が多いと排出量が比較的少なくなるリージョンもあります。使用量が少ないと排出量が増える
リージョンもあります。炭素レポートについては、EMEA リージョンは、見積りでは過小評価されて示
されることがよくあります。これは、グリッド上に再生可能エネルギーがより多く存在しているためで
す。APAC リージョンは、見積りで過大評価されることがよくあります。これは、再生可能エネルギーの
調達が難しいためです。炭素の見積りは使用量のみに基づいており、前払いでの Savings Plan の購入など
の 1 回限りの料金は、同様の炭素排出量の増加を発生させるものではありません。

Customer Carbon Footprint Tool と Amazon のカーボ
ンフットプリントレポート
Amazon のカーボンフットプリントレポートは、当社の年次サステナビリティレポートの一部です。これ
は、Amazon Web Services を含むすべての Amazon オペレーションにおけるスコープ 1～3 の排出量をカ
バーします。カスタマーカーボンフットプリントレポートでは、お客様自身の AWS の使用に起因する排
出量を確認できます。詳細については、「Amazon Sustainability」(Amazon のサステナビリティ) を参照
してください。
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発注書を管理する
請求情報とコスト管理コンソールを使用して、発注書を管理し、発注書が請求書を反映するように設定で
きます 複数の明細項目がある複数の発注書を追加することもできます。設定に基づいて、請求書と最も一
致する発注書が選択されます。通常の AWS アカウントまたは AWS Organizations 管理アカウントを使用
している場合に、発注書を管理できます。機能へのアクセスの詳細については、「アクセス許可の管理の
概要 (p. 128)」を参照してください。
各発注書には複数の明細項目があり、すべての明細項目が請求書との照合に使用されます。次のタイプの
明細項目を使用できます。
• [すべて] — AWS アカウントでのすべての料金。
• [AWS 月別使用量] — AWS 月別請求書の料金。
• [AWS サブスクリプションの購入] — サブスクリプション請求書の料金。たとえば、リザーブドインス
タンス (RI) の前払い料金および AWS Support 料金。
• AWS Marketplace トランザクション - AWS Marketplace 契約サブスクリプションからの請求書料金の
発注明細項目。すべての AWS Marketplace 請求書は AWS Inc と AWS EMEA SARL から生成されるた
め、これは AWS Inc. と AWS EMEA SARL の事業体用にのみ使用できます。現在、この項目は、通常の
毎月の請求期間外の請求のみをサポートしています。
• AWS Marketplace 一括使用 - AWS Marketplace 請求料金のデフォルトの発注書。すべての AWS
Marketplace 請求書は AWS Inc と AWS EMEA SARL から生成されるため、これは AWS Inc. と EMEA
SARL の事業体用にのみ使用できます。サブスクリプションにトランザクション固有の発注書がない
限り、AWS Marketplace サブスクリプションを含むすべての請求書には [AWS Marketplace Blanket
Usage] (包括使用) の明細が含まれます。サブスクリプションにトランザクション固有の発注書がある場
合、代わりに請求書にはAWS Marketplaceトランザクション明細項目があります。
請求書の最適な発注書を決定するために、多くの条件とパラメータが使用されます。通常のアカウントま
たは AWS Organizations 管理アカウントごとに最大 100 個の明細項目を含む最大 100 個の有効な発注書
を作成できます。
請求書が生成されると、管理アカウントに追加されたすべての発注書が関連付けの対象とみなされます。
その後、有効期限切れまたは一時停止された発注書は除外され、アクティブな発注書のみが残されます。
請求書の請求エンティティは、発注書の「請求元」エンティティと照合され、一致しないものは除外さ
れます。たとえば、AWS Inc. エンティティ (PO_1) で追加された発注書があり、AWS EMEA SARL エ
ンティティ (PO_2) でのものが 1 つある場合です。リザーブドインスタンスを AWS 欧州から購入した場
合、PO_2 のみが請求書の関連付けの対象となります。
次に、明細項目設定を評価して、請求書に最適な判断を行います。明細項目と照合するには、請求書の請
求期間が明細項目の開始月から終了月内であり、かつ明細項目のタイプとも一致している必要がありま
す。複数の明細項目が一致する場合は、最も具体的なタイプの明細項目が請求書の関連付けに使用されま
す。たとえば、RI 請求書がある場合、両方が設定されている場合は、ALL ではなくサブスクリプション明
細項目が使用されます。
最後に、請求書金額をカバーするのに十分な残高がある明細項目が、残高不足明細項目の上に選択されま
す。複数の発注書に属する明細項目がすべての基準に正確に一致する場合は、最後に更新された発注書が
請求書と一致するように使用されます。
トピック
• 発注書設定をセットアップする (p. 60)
• 発注書を追加する (p. 61)
• 発注書を編集する (p. 63)
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• 発注書を削除する (p. 64)
• 発注書を表示する (p. 64)
• 発注書の詳細ページを読む (p. 65)
• 発注所の通知を有効にする (p. 66)

発注書設定をセットアップする
発注書とその明細項目属性を使用して、ニーズに最適な設定を柔軟に定義できます。以下に、使用できる
発注書の設定シナリオの例を示します。
異なる有効月と有効期限月を選択することで、異なる期間で個別の発注書を設定できます。

Note
明細項目と照合するには、請求書の請求期間が明細項目の開始月から終了月内であり、かつ明細
項目のタイプとも一致している必要があります。

Example 例 1
月別の発注書を使用する場合、各発注書に対して同じ有効月と有効期限月を選択することで、月別に 1 つ
の発注書を定義できます。発注書は、その月に生成された請求書にのみ適用されます。
このセットアップで使用できる発注書設定を次に示します。
• PO #M1_2021 では、発効月を 2021 年 1 月、有効期限月を 2021 年 1 月に設定しています。
• PO #M2_2021 では、発効月を 2021 年 2 月、有効期限月を 2021 年 2 月に設定しています。
• PO #M3_2021 では、発効月を 2021 年 3 月、有効期限月を 2021 年 3 月に設定しています。
次に、特定の四半期、半年、または年全体の発注を定義する方法の例を示します。
• PO #Q4_2021 では、発効月を 2021 年 4 月、有効期限月を 2021 年 6 月に設定しています。
• PO #2H_2021 では、発効月を 2021 年 7 月、有効期限月を 2021 年 12 月に設定しています。
• PO #2022Y では、発効月を 2022 年 1 月、有効期限月を 2022 年 12 月に設定しています。

Example 例 2
明細項目設定を使用して、異なるタイプの請求書に対して個別の発注書を設定できます。
• PO #Anniversary_Q4_2021 では、発効月を 2021 年 4 月に、有効期限月を 2021 年 6 月、Line
item type = AWS monthly usage に設定しています。
• PO #Subscriptions_Q4_2021 では、発効月を 2021 年 4 月に、有効期限月を 2021 年 6 月、Line
item type = AWS Subscription Purchase に設定しています。
• PO #Marketplace_Q4_2021 では、発効月を 2021 年 4 月に、有効期限月を 2021 年 6 月、Line
item type = AWS Marketplace Purchase に設定しています。
明細項目の開始月と終了月を細かく設定することで、異なる期間の特定の発注書の残高を追跡できます。

Example 例 3
発効月が 2021 年 4 月で有効期限月が 2021 年 6 月の例 1 から PO #Q4_2021 を検討します。次の明細項
目をセットアップすることで、この PO の残高を月単位で追跡できます。
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• Line item #1 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 4 月、Line item type = ALL です。
• Line item #2 では、開始月 2021 年 5 月、終了月 2021 年 5 月、Line item type = ALL です。
• Line item #3 では、開始月 2021 年 6 月、終了月 2021 年 6 月、Line item type = ALL です。
または、同じ発注書と期間について、各明細項目タイプの残高を個別に追跡することもできます。

Example 例 4
例 1 からの同じ PO #Q4_2021 は、次の設定を使用して、異なる明細項目タイプの残高を個別に追跡する
ようにセットアップできます。
• Line item #1 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 6 月、Line item type = AWS
monthly usage です。
• Line item #1.2 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 6 月、Line item type = AWS
Subscription Purchase です。
• Line item #1.3 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 6 月、Line item type = AWS
Marketplace Purchase です。
5 月と 6 月にこの設定を続行します。

Example 例 5
また、前の 2 つの設定を組み合わせて、異なる期間と明細項目タイプの残高を個別に追跡することもでき
ます。
• Line item #1.1 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 4 月、Line item type = AWS
monthly usage です。
• Line item #1.2 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 4 月、Line item type = AWS
Subscription Purchase です。
• Line item #1.3 では、開始月 2021 年 4 月、終了月 2021 年 4 月、Line item type = AWS
Marketplace Purchase です。
5 月と 6 月にこの設定を続行します。

発注書を追加する
請求情報とコスト管理コンソールを使用して、請求書で使用する発注書を追加できます。発注書の追加
は、発注書と明細項目の設定を含む 2 段階のプロセスです。まず、発注書の詳細 (発注書 ID、配送先住
所、有効期間および有効期限月など) を入力します。次に、発注書を請求書と照合するために使用される
発注書明細項目の設定を定義します。複数の発注書を追加すると、生成される請求書と最も一致する明細
項目がある発注書が使用されます。

発注書を追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

[発注書の追加] を選択します。

4.

[発注書 ID] では、発注書 ID の一意の ID を入力します。発注書 ID はアカウント内で一意でなければ
なりません。購入 ID の文字制限の詳細については、「発注書 (p. 159)」を参照してください。

5.

(オプション) [説明] で、参照用のメモを含め、発注書を記述します。
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6.

[請求元] で、請求元となる AWS 請求エンティティを選択します。

Note
[請求元] の場所ごとに、送金の詳細は各々異なります [請求元] を選択していることを確認し
てください。請求元の法人に対して支払いを行う必要があります。発注書で複数の [請求元]
の場所を設定することはお勧めしません。
7.

(オプション) 発注書が [Amazon Web Services EMEA SARL] 請求エンティティから請求されている場
合: [税登録番号] で、発注書に関連付ける税登録番号を選択します。発注書は、選択した税登録番号に
対して生成された請求書のみに関連付けられます。

Note
[税登録番号] の選択は、[Amazon Web Services EMEA SARL] 請求エンティティでのみ利用
できます。税登録番号の設定の詳細については、「 アカウントの管理 (p. 13)」を参照してく
ださい。
8.

[配送先] では、配送先住所を入力します。
(オプション) [請求先住所をコピー] を選択して、[請求先] フィールドから入力された住所をコピーして
編集します。

9.

[発効月] では、発注書の開始月を選択します。発注書は、この月から請求書の関連付けの対象となり
ます。

10. [有効期限月] では、発注書の終了月を選択します。発注書は今月末に有効期限が切れ、今後の請求書
の関連付けには使用されません。
11. (オプション) [発注書の連絡先] では、連絡先名、E メールアドレス、および電話番号を入力します。
連絡先は最大 10 個まで追加できます。
12. [明細項目の設定] を選択します。
13. [明細項目番号] では、明細項目番号の一意の ID を入力します。
14. (オプション) [説明] では、明細項目の説明を入力します。
15. [明細項目タイプ] では、使用する明細項目タイプを選択します。各明細項目タイプの詳細な説明につ
いては、「Managing your purchase orders (p. 59)」を参照してください。
16. [開始月] では、明細項目を開始する月を選択します。この日付は発注書の [発効月] より前の日付にす
ることはできません。
17. [終了月] では、明細項目の終了月を選択します。この日付は発注書の [有効期限月] より後の日付にす
ることはできません。
18. (オプション) [残高追跡を有効にする] を選択して、明細項目の残高を追跡します。
19. [金額] では、発注書の明細項目の合計金額を入力します。
20. [数量] では、数量を入力します。
21. (オプション) [税金] では、税金の額を入力します。明細項目の金額の絶対値または割合 (%) を指定し
ます。
[税金タイプ] では、[金額の %] を選択してパーセンテージを入力するか、[USD での金額] を選択して
絶対税額を入力します。
22. 他の明細項目を追加するには、[新しい明細項目の追加] を選択します。最大 100 個の明細項目を追加
できます。
23. [発注書を送信] を選択します。
一部のフィールドは自動的に入力され、編集できません。以下に、自動フィールドが参照されている場所
のリストを示します。
• [請求先] — 請求書の [請求先] 住所 このフィールドは、発注書の請求連絡先が請求書の請求連絡先と一致
する必要があるため、参照として含まれます。
• [支払い条件] — 交渉された支払い条件。
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• [通貨] — 希望する請求書の通貨。

発注書を編集する
請求情報とコスト管理コンソールを使用して、発注書、明細項目情報、およびステータスを編集できま
す。このプロセスでは、発注書 ID は変更できません。

発注書を編集するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

編集する発注書を選択します。

4.

[発注書の編集] を選択します。

5.

任意のパラメータを変更します。発注書 ID は変更できません。

6.

[明細項目の設定] を選択します。

7.

[発注書を送信] を選択します。

連絡先を更新するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

編集する発注書を選択します。

4.

[連絡先の管理] を選択します。

5.

必要に応じて、連絡先情報を変更します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

発注書のステータスを変更するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

編集する発注書を選択します。

4.

[ステータスの変更] を選択します。

5.

ステータスを選択します。
• [一時停止] — 発注書は、請求書の関連付けに使用されなくなります。
• [アクティブ] — 発注書は請求書の関連付けに使用されます。

6.

[ステータスの変更] を選択します。

Note
一時停止の発注書は、有効期限を過ぎて、[一時停止-期限切れ] ステータスに設定されている場
合、請求書の関連付けのために使用できます。そのためには、ステータスを [期限切れ] に変更
し、有効期限月を更新して [アクティブ] にします。明細項目の終了月を適宜更新してください。

明細項目を追加するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

編集する発注書を選択します。
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4.

[明細項目] セクションで、[明細項目の追加] を選択します。

5.

必要に応じて情報を変更します。

6.

[明細項目の保存] を選択します。

明細項目を編集するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

編集する発注書を選択します。

4.

[明細項目] セクションで、[編集] を選択します。

5.

必要に応じて、明細項目の情報を変更します。

6.

[明細項目の保存] を選択します。

明細項目を削除するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

編集する発注書を選択します。

4.

削除するすべての明細項目を [明細項目] セクションで選択します。

5.

[削除] を選択します。

6.

[Confirm] (確認) を選択します。

発注書を削除する
請求情報とコスト管理コンソールを使用して、発注書をそのすべての通知および関連する連絡先ととも
に、いつでも削除できます。削除された発注書は復元できません。

発注書を削除するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。

3.

削除する発注書をすべて選択します。

4.

[発注書を削除] を選択します。

5.

[Confirm] (確認) を選択します。

発注書を表示する
請求情報とコスト管理コンソールの発注書ダッシュボードには、発注書のステータスの概要が表示されま
す。発注書は以下の情報とともにダッシュボードに一覧表示されます。
• [発注書 ID] — 発注書の一意の識別子。
• [値] — 発注書の金額。これは、すべての明細項目金額の合計。
• [残高] — 明細項目残高の合計。この合計は、請求書が関連付けられるときはいつでも更新されます。
• [発効] および [有効期限] — 発注書 ID の開始と終了。
• [ステータス] — 発注書の現在のステータス。
• [更新日] — 発注書を更新した最新の日付。
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発注書を表示するには
1.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、 [発注書] を選択します。
発注書を選択して、[購入の詳細] ページを参照します。

発注書の詳細ページを読む
個々の発注書のコンテンツは、最急情報とコスト管理コンソールの [購入の詳細] ページで確認できます。
発注書または明細項目を変更するには、「発注書を編集する (p. 63)」を参照してください。
• [請求先] — 請求書に反映される住所。請求連絡先を変更するには、[支払い方法] からの情報を更新しま
す。
• [配送先] — 発注書の配送先住所。
• [請求元] — AWS 請求元の法人
• [税登録番号] — 発注書に対して選択した税登録番号。発注書は、これらの税登録番号に対して生成され
た請求書に関連付けられています。

Note
[税登録番号] の選択は、[Amazon Web Services EMEA SARL] 請求エンティティでのみ利用で
きます。税登録番号の設定の詳細については、「 アカウントの管理 (p. 13)」を参照してくださ
い。
• [支払い条件] — 交渉された AWS 支払い条件。
• [通貨] — 希望する請求書の支払い通貨。
• [発効月] — 発注書が発効した月。発注書は、今月以降に生成された請求書に使用されます。
• [有効期限] — 発注書の有効期限が切れる月。発注書は、今月より後に生成された請求書には使用されま
せん。
• [連絡先] — この発注書のすべての連絡先のリスト。[連絡先の管理] を選択して、すべてのリストを表示
します。
• [ステータス] — 発注書の現在のステータス。
• [アクティブ] — 請求書の関連付けの対象となります。
• [一時停止] — 請求書の関連付けの対象外です。アクティブな発注書または期限切れの発注書を一時停
止できます。
• [期限切れ] — 有効期限を過ぎて、請求書の関連付けの対象になっていない発注書。
• [一時停止-期限切れ] — 有効期限も過ぎている一時停止された発注書。
• [残高金額] — 発注書で残っている残高。これは、発注書で設定されているすべての明細項目の合計残高
です。
• [合計金額] — 発注書で設定されているすべての明細項目の合計値の合計。
• [明細項目] — 発注書を追加するときに使用した明細項目の詳細。
• [数] — 明細項目の一意の識別子。
• [タイプ] — 明細項目のタイプ。
• [開始月] — 項目が発効する月。明細項目は、この月からの請求書の関連付けの対象となります。
• [終了月] — 明細項目の有効期限が切れる月。この明細項目は、今月末には請求書の関連付けの対象に
なりません。
• [金額] — 単位の金額。
• [数量] — 単位の数。
• [税金] — 税金の額。
• [合計値] — 特定の明細項目の金額の合計値。
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• [現在の残高] — この明細項目と照合されたすべての請求書の合計金額を差し引いた後の残りの残高。
この明細項目に一致するすべての請求書の詳細を表示するには、請求書のテーブルを参照してくださ
い。
• [請求書] — 発注書に関連付けられているすべての請求書。
• [発行日] — 請求書が発行された日付。
• [タイプ] — 請求書のタイプ。たとえば、請求書とクレジットメモ。
• [ID] — 請求書の一意な識別子。
• [明細項目番号] — 請求書に関連付けられている発注書の明細項目番号。
• [金額] — 請求書の金額。
• [支払期日] — 請求書の支払期限日。

発注所の通知を有効にする
請求情報とコスト管理コンソールで E メール通知を有効にするには、発注書に連絡先を追加します。通知
を受信するには、少なくとも 1 つの発注書連絡先が追加されている必要があります。
通知は、有効期限切れ、または残高不足の発注書に対して積極的にアクションを取るのに役立ちます。
これにより、遅滞なく支払いを行うことができます。連絡先情報を更新するには、「発注書を編集す
る (p. 63)」を参照してください。
発注書の通知は、次のシナリオで連絡先に送信されます。
• 残高の追跡 — 発注書の明細項目の残高が 75% のしきい値を下回ったとき。発注書の残高は明細項目レ
ベルで追跡され、各レベルで有効にする必要があります。
• 有効期限の追跡 — 発注書の有効期限が近づいているとき。連絡先は、有効期限に到達するまで通知を受
け取ります。発注書の有効期限が 1 か月未満の場合、通知は 1 週間前と有効期限日に送信されます。有
効期限が 1～3 か月先の場合は、有効期限の 1 か月前に通知が送信されます。有効期限が 3 か月より先
の場合は、有効期限の 2 か月前に通知が送信されます。
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AWS コストと使用状況レポートを使
用したコストの管理
AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) には、利用可能な最も包括的なコストと使用状況のデータ
が含まれています。AWS コストと使用状況レポートを使用して、所有している Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) バケットへの AWS 請求レポートを発行してもらうことができます。
詳細については、「AWS コストと使用状況レポートユーザーガイド」の「AWS コストと使用状況レポー
トとは」を参照してください。
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AWS Cost Categories を用いてコス
トを管理する
AWS Cost Categories を使用して、AWS のコストと使用量を意味のあるカテゴリにマッピングできま
す。Cost Categories を使うと、ルールベースのエンジンを使用してコストを分類できます。ルールを設定
することで、コストをカテゴリ別に分類します。これらのカテゴリは、AWS Billing and Cost Management
コンソールの製品全体で使用できます。これには、Cost Explorer、AWS Budgets、AWS コストと使用状
況レポート (AWS CUR)、およびコスト異常検出が含まれます。
Cost Categories を使用してコストのグループを作成できます。たとえば、ビジネスがチームで分類されて
おり、各チームに複数のアカウントがあるとします。Cost Categories でこの構造を構築するには、Team
という名前のコストカテゴリを作成します。次に、コストを Team 1 という名前のコストカテゴリ値に
マッピングできます。
通常、企業はビジネスに関する複数の観点から見ています。これには、プロジェクト、コストセンター、
アプリケーションが含まれます。これらの観点に合わせてコストカテゴリを作成できます。コストカテ
ゴリ値は、コストカテゴリ内のグループです。それらは前の例からの Team 1 または Team 2 に似てい
ます。コストカテゴリを作成することで、複数の対応する視点からビジネスを観察できます。さらに、
コストカテゴリ間に複数レベルの階層関係を作成して、組織構造を複製できます。たとえば、複数のチー
ムのグループ分けが含まれている Business Unit という名前のコストカテゴリを作成できます。次
に、Teams コストカテゴリから選択された Team 1 と Team 2 を用いた BU1 という名前のコストカテゴ
リ値、および Teams コストカテゴリから選択された Team 3 と Team 4 を用いたコストカテゴリ値 BU2
を定義できます。
一意のあるカテゴリ名を作成することで、Cost Categories の使用を開始できます。次に、コストカテゴリ
内のコストカテゴリ値にコストをマッピングします。コストカテゴリ値ごとに、この値に属するコストの
タイプをマッピングします。たとえば、Team 1 が複数のアカウントで構成されている場合、アカウント
ディメンション (is オプション) を選択して該当するアカウントを選択することで、その式を記述できま
す。コストカテゴリ値を作成した後で、値を追加して他のチームを引き続き作成できます。

Note
コストカテゴリ間の階層関係を作成するには、親のコストカテゴリからコストカテゴリディメン
ションを選択します。これは前の例では Business Unit でした。子のコストカテゴリは、コス
トカテゴリ名です。これは前の例では Teams でした。その後、子のコストカテゴリに属する値
(Team 1、Team 2 など) を選択して、親のコストカテゴリ値に追加します。これは前の例では
BU 1 です。
コストカテゴリを作成すると、Cost Explorer、AWS Budgets、AWS CUR、およびコスト異常検出に表示
されます。Cost Explorer と AWS Budgets で、コストカテゴリは追加の請求ディメンションとして表示さ
れます。これを使用して、特定のコストカテゴリ値でフィルタリングしたり、コストカテゴリ別にグルー
プ化したりできます。AWS CUR では、コストカテゴリが新しい列として表示され、コストカテゴリ値が
各行に表示されます。コスト異常検出では、コストカテゴリをモニタータイプとして使用して、指定した
コストカテゴリ値での合計コストをモニタリングできます。

Note
Cost Categories は、当月の初めから有効になります。月の途中でコストカテゴリを作成または更
新すると、月初からのコストと使用状況に遡及的に適用されます。
これは管理機能であり、AWS Organizations の管理アカウントまたは通常アカウントでのみカスタマイズ
できます。
トピック
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• サポートされているディメンション (p. 69)
•
•
•
•
•

サポートされているオペレーション (p. 69)
サポートされているルールの種類 (p. 70)
デフォルト値 (p. 70)
ステータス (p. 70)
クォータ (p. 71)

• 用語の比較 (p. 71)
• コストカテゴリを作成する (p. 71)
• コストカテゴリのタグ付け (p. 73)
• コストカテゴリを表示する (p. 74)
• コストカテゴリを編集する (p. 75)
• コストカテゴリを削除する (p. 75)
• コストカテゴリ内で料金を分割する (p. 75)

サポートされているディメンション
請求ディメンションのリストから選択して、コストカテゴリルールを作成できます。これらの請求ディメ
ンションは、データをグループ化するために使用されます。たとえば、アカウントセットをグループ化し
てチームを形成するとします。アカウント請求ディメンションを選択し、チームに含めるアカウントのリ
ストを選択する必要があります。
次の請求ディメンションがサポートされています。
アカウント
これは、AWS アカウント名またはアカウント ID (オペレーションによって異なります)。完全一致オ
ペレーション (is または is not) を使用している場合、アカウントはそのアカウント ID を参照しま
す。部分一致オペレーション (starts with、ends with、または contains) を使用している場
合、アカウントはアカウント名を参照します。
サービス
Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon S3 などの AWS サービス。
Charge Type (料金タイプ)
明細項目の詳細に基づく料金のタイプ。また、Cost Explorer API では RECORD_TYPE と言います。詳
しくは、「用語の比較 (p. 71)」を参照してください。
タグキー
リソースで指定されているコスト配分タグキー。詳しくは、「AWS コスト配分タグの使
用 (p. 77)」を参照してください。
コストカテゴリ
別のコストカテゴリのディメンション。コストカテゴリをディメンションとして使用すると、カテゴ
リのレベルを分類できます。

サポートされているオペレーション
これらのオペレーションを使用して、コストカテゴリルールを作成するときにフィルター式を作成できま
す。
以下のオペレーションがサポートされています。
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Is
指定されている正確な値をフィルタリングするために使用される完全一致オペレーション。
Is not
指定されていない正確な値をフィルタリングするために使用される完全一致オペレーション。
Is absent
この値に一致するタグキーを除外するために使用される完全一致オペレーション。
[Contains] (次を含む)
この値を含むテキスト文字列をフィルタリングするために使用される部分一致。この値は大文字と小
文字が区別されます。
[Starts with] (次で開始)
この値で始まるテキスト文字列をフィルタリングするために使用される部分一致。この値は大文字と
小文字が区別されます。
[Ends with] (次で終了)
この値で終わるテキスト文字列をフィルタリングするために使用される部分一致。この値は大文字と
小文字が区別されます。

サポートされているルールの種類
コストの分類に使用するコストカテゴリ値を定義するには、ルールタイプを使用します。
以下のルールタイプがサポートされています。
通常ルール
このルールタイプは、定義されたディメンションルールに基づいてディメンションを分類する静的に
定義されたコストカテゴリ値を追加します。
継承された値
このルールタイプは、定義されたディメンション値からコストカテゴリ値を動的に継承するルールを
定義する柔軟性を追加します。たとえば、特定のタグキーの値に基づいてコストを動的にグループ化
するとします。継承された値のルールタイプを選択してから、Tag ディメンションを選択し、使用す
るタグキーを指定する必要があります。オプションで、タグキー teams を使用して、リソースにタグ
付けできます。それらは、alpha、beta、および gamma のような値でタグ付けできます。次に、継
承された値ルールを用いて、Tag をディメンションとして選択し、teams をタグキーとして使用する
ことができます。これにより、alpha、beta、および gamma の動的コストカテゴリ値が生成されま
す。

デフォルト値
オプションで、コストカテゴリに一致するルールがない場合は、この値を代わりに使用するように定義で
きます。

ステータス
コンソールを使用して、コストカテゴリがコストおよび使用状況情報の処理を完了したかどうかのステー
タスを確認できます。コストカテゴリを作成または編集した後、それが AWS コストと使用状況レポー
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ト、Cost Explorer、およびその他のコスト管理製品でコストと使用状況情報をコストと使用状況の情報を
分類するまでに、最大 24 時間かかります。
ステータス状態は 2 つあります。
申請済み
Cost Categories が処理を完了すると、AWS コストと使用状況レポート、Cost Explorer、およびその
他のコスト管理製品の情報は、新しいルールを用いた最新のものになります。
Processing
コストカテゴリの更新はまだ進行中です。

クォータ
コストカテゴリクォータの詳細については、「クォータと制限 (p. 159)」を参照してください。

用語の比較
CHARGE_TYPE は、コストカテゴリの式でサポートされているディメンションです。それは、Cost
Explorer API にある RECORD_TYPE 値です。このディメンションでは、コンソールを使用している
か、API/JSON エディタを使用しているかによって、異なる用語を使用します。両方のシナリオで使用さ
れる用語の比較表を次に示します。

用語の比較
API または JSON エディタの値

コンソールで使用される名前

クレジット

クレジット

DiscountedUsage

予約が適用される使用

料金

料金

返金

返金

RIFee

定期的な予約料金

SavingsPlanCoveredUsage

Savings Plan の対象となる使用

SavingsPlanNegation

Savings Plan の否定

SavingsPlanRecurringFee

Savings Plan 定期料金

SavingsPlanUpfrontFee

Savings Plan 前払い料金

税金

税金

使用方法

使用方法

コストカテゴリを作成する
コストと使用状況に関する情報を分類するためのコストカテゴリを作成できます。AWS Organizations の
通常アカウントと管理アカウントには、コストカテゴリを作成するためのデフォルトのアクセス権があり
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ます。ルールは相互排他的ではなく、ルールが適用される順序は制御できます。コストカテゴリを作成し
てから使用状況レポートの値が更新されるまで、最大 24 時間かかります。
コストカテゴリの作成には 5 つの主要なステップがあります。
1. コストカテゴリの名前を定義します (たとえば、business units、Teams)。
2. (オプション) コストカテゴリにタグを追加します。タグ付け戦略の詳細については、「AWS 一般的な
リファレンスガイド」の「タグ付け AWS リソース」を参照してください。
3. (オプション) コストカテゴリルールのルックバック期間を設定します。デフォルトは現在の月に設定さ
れます。
4. コストをコストカテゴリ値に分類するルールを記述します (たとえば、Team-A、Team-B、Team-C)。
5. (オプション) コストカテゴリ値の間で料金を分割するルールを定義します。
分割料金の詳細については、「コストカテゴリ内で料金を分割する (p. 75)」を参照してください。
以下の手順に従って新しいコストカテゴリを作成します。

コストカテゴリを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[AWS Cost Categories] を選択します。

3.

ページの上部で、[コストカテゴリの作成] を選択します。

4.

[コストカテゴリの詳細] で、コストカテゴリの名前を入力します。コストカテゴリ名はアカウント内
で一意にする必要があります。

5.

(オプション) タグを追加するには、[Add new resource tag] (新しいリソースタグを追加) を選択し、
キーと値を入力します。

6.

（オプション）コストカテゴリルールにルックバック期間を追加するには、[過去 12 か月から指定し
た月から始まるコストカテゴリルールを適用] ラジオボタンを押して、ルールを遡及的に適用したい月
を選択します。

7.

[Next] を選択します。

8.

[Define category values (カテゴリ値を定義する)] を選択します。
[ルールビルダー] または [JSON エディタ] を使用して、コストカテゴリを定義します。
JSON リクエスト構文の詳細については、「AWS Billing and Cost Management API リファレンス」
を参照してください。

9.

[値] では、コストカテゴリ値の名前を入力します。

10. [ルールタイプ] では、[通常] または [継承された値] を選択します。
11. ドロップダウンリストから請求の [Dimension (ディメンション)] を選択します。通常のルールタイプ
では、[アカウント]、[サービス]、[料金タイプ] (定期予約料金など)、[タグキー]、または [コストカテ
ゴリ] を選択できます。([Cost Category] を選択して、コストカテゴリ間の階層関係を作成できます)。
継承された値のルールタイプでは、「アカウント] または [タグキー] (コスト配分タグキー) を選択でき
ます。
12. 通常のルールタイプでは、ドロップダウンリストから [演算子] を選択します。オプションは、[Is]、
[Contains]、[Starts with]、および [Ends with] です。

Note
[Contains]、[Starts with]、および [Ends with] は、アカウントとタグのディメンションでのみ
サポートされています。これらの演算子をアカウントで使用すると、エンジンはアカウント
ID ではなくアカウント名と照合して評価を行います。
属性セレクターで、[ディメンション] のフィルタリングされた値を選択します。
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13. 継承された値のルールタイプでは、[ディメンション] の [アカウント] または [タグ] を選択します。[タ
グ] が [ディメンション] である場合、コストカテゴリの値を継承する [タグキー] を選択します。

Note
[アカウント] ディメンションでは、継承されたコストカテゴリ値のアカウント ID ではなく、
アカウント名を使用します。
14. (オプション) デフォルト値を追加します。これは、すべての一致しないコストをこの値に分類しま
す。
15. (オプション) ルールの順序を変更するには、矢印を使用するか、各ルールの右上にある番号を変更し
ます。
16. (オプション) ルールを削除するには、各ルールの右上にある [Remove (削除)] を選択します。
17. (オプション) [分割料金の定義] の下で、[Next] を選択します。
分割料金ルールの詳細については、「コストカテゴリ内で料金を分割する (p. 75)」を参照してくだ
さい。
a.

[分割料金の追加] を選択します。

b.

[ソース値] の下で、コストカテゴリ値を選択します。
[未分類] コストは現時点ではオプションではありませんが、コストカテゴリを編集する場合に利
用可能なソースになります。詳しくは、「コストカテゴリを編集する (p. 75)」を参照してくだ
さい。

c.

[ターゲット値] の下で、分割料金を配分する 1 つ以上のコストカテゴリ値を選択します。

d.

[料金配分方法] の下で、コストを配分する方法を選択します。選択肢は、[比例]、[固定]、および
[等分] です。
[固定] 料金配分では、各ターゲットコストカテゴリ値を配分するパーセント額を入力します。

e.

[分割料金の作成] を選択します。

f.

[分割料金の追加] を選択し、さらに分割料金を定義するステップを繰り返します。

18. [コストカテゴリの作成] を選択します。

コストカテゴリのタグ付け
コストカテゴリへのタグ付けは、コストカテゴリへのアクセスを制御するのに便利です。詳細について
は、IAM ユーザーガイドのタグを使用したAWSリソースへのアクセスのコントロールを参照してくださ
い。
次の手順を使用して、既存のコストカテゴリにタグを付けられます。

コストカテゴリにタグ付けするには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[AWS Cost Categories] を選択します。

3.

タグ付けするコストカテゴリを選択します。

4.

[Resource tags] (リソースタグ) セクションに移動します。

5.

[Manage resource tags] (リソースタグを管理) を選択します。

6.

[Add new resource tag] (新しいリソースタグを追加) を選択します。

7.

[Key] (キー) と [Value] (値) を入力します。

8.

タグを設定したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。
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コストカテゴリを表示する
AWS Billing and Cost Management のコストカテゴリダッシュボードから、詳細ページに移動します。カ
テゴリの詳細と値に関する包括的な情報が表示されます。
トピック
• コストカテゴリの詳細ページへ移動する (p. 74)
• コストカテゴリの詳細ページを理解する (p. 74)
• コストカテゴリの過去 1 か月の分類 (p. 74)
• コストカテゴリ値をダウンロードする (p. 74)

コストカテゴリの詳細ページへ移動する
請求情報とコスト管理コンソールで任意のコストカテゴリ名を選択して、詳細ページを開くことができま
す。詳細ページは、コストカテゴリを追加または編集するときにも表示されます。

コストカテゴリの詳細ページを表示するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[コストカテゴリ] を選択します。

3.

[コストカテゴリ] 列の下で、コストカテゴリ名を選択します。

コストカテゴリの詳細ページを理解する
コストカテゴリの詳細ページでは、[カテゴリの詳細] および [カテゴリ値] セクションを使用して、過去 1
か月のコスト配分の内容を示します。
• ページの右上にある [月セレクタ] を使用して、表示している月を変更します。コストカテゴリ内のコス
トカテゴリ値コスト配分の詳細な内容を表示できます。
• [カテゴリの詳細] セクションの下で、現在の [ステータス (p. 70)]、[デフォルト値 (p. 70)]、値カウ
ント、および過去 1 か月の正味償却コストの合計を表示できます。
• [分類されたコスト] の下のグラフは、月額支出のコストカテゴリ値の配分を示します。未分類のコスト
は [未分類] として表示されます。

コストカテゴリの過去 1 か月の分類
[カテゴリ値] セクションでは、設定済みの各コストカテゴリ値の過去 1 か月の支出を確認できます。表示
される額は、正味償却コストです。
コストをさらに調べるには、[AWS Cost Explorer で表示] を選択して Cost Explorer を開きます。

コストカテゴリ値をダウンロードする
過去 1 か月のコストカテゴリの支出のオフラインコピーをダウンロードできます。

コストカテゴリの詳細ページをダウンロードするには
1.
2.

AWS 請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[コストカテゴリ] を選択します。
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3.

[コストカテゴリ] 列の下で、コストカテゴリ名を選択します。

4.

[CSVをダウンロード] を選択して、カンマ区切り値のファイルをダウンロードします。

コストカテゴリを編集する
次の手順を使用して、AWS Cost Categories を編集できます。コストカテゴリ名は編集できません。分割
料金を使用している場合は、現時点のソース値として[未分類] コストを選択します。

コストカテゴリを編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[コストカテゴリ] を選択します。

3.

編集するコストカテゴリを選択します。

4.

[Edit cost category (コストカテゴリを編集する)] を選択します。

5.

変更を前の日付から遡って適用したい場合は、パラメータの変更を適用する月を選択します。

6.

パラメータを変更し、[Confirm cost category (コストカテゴリを確認する)] を選択します。

コストカテゴリを削除する
次の手順を使用して、コストカテゴリを削除できます。

コストカテゴリを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[コストカテゴリ] を選択します。

3.

削除するコストカテゴリを選択します。

4.

[Delete cost category (コストカテゴリを削除する)] を選択します。

コストカテゴリ内で料金を分割する
分割料金ルールを使用して、コストカテゴリ値の間で料金を配分できます。分割料金は、1 人の所有者に
直接帰属されていないコストがある場合に便利です。したがって、コストを 1 つのコストカテゴリ値に
分類することはできません。たとえば、データ転送コスト、エンタープライズサポート、および運用コス
トが発生する、複数のチーム、事業部門、財務所有者が共有する一連のコストがあります。コストカテゴ
リを作成または編集するときに、分割料金ルールを定義できます。これらのプロセスの詳細については、
「コストカテゴリを作成する (p. 71) および コストカテゴリを編集する (p. 75)」を参照してくださ
い。
これは、分割料金を設定するときに表示される用語のリストです。
ソース
分割する共有コストのグループ。ソースには、既存のコストカテゴリ値のいずれかを指定できます。
ターゲット
ソースによって定義された、全体でコストを分割するコストカテゴリ値。
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配分方法
ソースコストをターゲット間で分割する方法。以下の方法から選択できます。
[比例] - 各ターゲットの比例加重コストに基づいて、ターゲット全体にコストを配分します。
[固定] - 定義された配分率に基づいて、ターゲット全体にコストを配分します。
[等分] - すべてのターゲット全体に等分にコストを配分します。

前提条件
分割料金ルールを定義する前に、コストを適切なコストカテゴリ値に分類する必要があります。

Example 例
値 engineering、marketing、および FinOps を用いた Business unit コストカテゴリを使用し
て、組織の事業部門ビューを定義します。組織は、エンジニアリングおよびマーケティングビジネスユ
ニットをサポートする共有インフラストラクチャプラットフォームも運用しています。
この共有インフラストラクチャプラットフォームのコストをターゲットの事業部門に配分するには、適
切な [ディメンション (p. 69)] を使用して、そのコストを新しいコストカテゴリ値 Infrastructure
Platform に分類します。
共有コストを含むコストカテゴリ値をルールリストのトップに移動することをお勧めします。コストカテ
ゴリルールはトップダウン順に評価されるため、共有コストは個々の事業部門が分類される前に分類され
ます。これらの共有コストを分類した後、各事業部門全体に分割することができます。

分割料金のベストプラクティスを理解する
分割料金を設定する手順については、「コストカテゴリを作成する (p. 71) ステップ 15」を参照してく
ださい。分割料金ルールを定義した後、コンソールの [コストカテゴリの詳細] ページで、分割および配分
されたコストを表示できます。詳細ページには、各コストカテゴリ値のコストの概要が表示されます。こ
れには、分割料金を計算する前後のコストが含まれます。詳細ページから CSV レポートをダウンロードす
ることもできます。
分割料金を設定する場合は、次のシナリオに注意してください。
• コストカテゴリ値は、すべての分割料金ルール全体で 1 回だけソースとして使用できます。これは、値
がソースとして使用されている場合、ターゲットとして使用することはできないことを意味します。値
がターゲットとして使用されている場合、ソースとして使用することはできません。値は、複数の分割
料金ルールでターゲットとして使用できます。
• コストカテゴリ値が [継承された値 (p. 70)] ルールから作成された際に、その値をソースまたは分割
料金ターゲットとして使用する場合は、[コストカテゴリステータス (p. 70)] が [適用済み] に変わるま
で待つ必要があります。
• 分割料金ルールと合計配分コストは、[コストカテゴリの詳細] ページでのみ提示されます。これらのコ
ストは表示されず、AWS コストと使用状況レポート、Cost Explorer、およびその他の AWS コスト管理
ツールに影響を与えません。
• 1 つのコストカテゴリに対して最大 10 個の分割料金ルールを定義できます。
コストカテゴリクォータの詳細については、「AWS Cost Categories (p. 159)」を参照してください。
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AWS コスト配分タグの使用
タグとは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるラベルです。各タグは、キーと値から構
成されます。タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定
できる値は 1 つのみです。タグを使用してリソースを整理し、コスト配分タグを使用して AWS のコスト
を詳細レベルで追跡できます。コスト分配タグを有効化した後、お客様が AWS コストを分類して追跡し
やすくするために、AWS はコスト分配タグを利用してコスト分配レポート上でお客様のリソースコスト
を整理します。AWS には 2 つのタイプのコスト配分タグ、AWS 生成のタグとユーザー定義タグがありま
す。AWS、または AWS Marketplace ISV によって AWS 生成のタグが定義、作成、適用され、ユーザー定
義タグはユーザーが定義、作成、適用します。Cost Explorer またはコスト配分レポートで使用するには、
事前に両方のタイプのタグを別々にアクティブ化しておく必要があります。
以下の図に、そのコンセプトを示します。この例では、2 つの Amazon EC2 インスタンスにタグ (Cost
Center と Stack) を割り当ててアクティブ化しています。各タグには値が関連付けられています。また、
リソースを作成する前に AWS 生成のタグ、createdBy をアクティブ化しています。createdBy タ
グは、リソースの作成者を追跡します。ユーザー定義タグには user というプレフィックスが使用さ
れ、AWS 生成のタグには aws: というプレフィックスが使用されます。

ユーザーまたは AWS が AWS リソース (Amazon EC2 インスタンスや Amazon S3 バケットなど) に適用
したタグをユーザーが請求情報とコスト管理コンソールでアクティブ化すると、アクティブなタグごとに
使用量とコストをグループ化したコスト配分レポートが CSV (カンマ区切り値) ファイルとして AWS によ
り生成されます。自社のカテゴリ (たとえばコストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを
適用すると、複数のサービスにわたってコストを分類することができます。
コスト配分レポートには、ご利用の AWS のサービスのコストすべてが請求期間別に出力されます。タグ
付きとタグなしのどちらのリソースもこのレポートに出力されるので、リソース別の請求額を明確に分類
できます。たとえば、リソースにアプリケーション名のタグを付けると、1 つのアプリケーションが実行
されているすべてのリソースのコスト総額がわかります。次に示すスクリーンショットは、各タグの列が
表示されているレポートの一部です。
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請求サイクルの終了時点では、コスト配分タグのある請求レポートの請求額合計 (タグ付きとタグなし)
は、[請求書] ページの請求額の合計と同じ期間のその他の請求レポートの請求額の合計に等しくなりま
す。
タグは、Cost Explorer の表示をフィルタリングするために使用することもできます。Cost Explorer の詳
細については、「AWS Cost Explorer によるコストの分析」を参照してください。
AWS 生成のタグのアクティブ化の詳細については、「AWS-生成コスト配分タグのアクティブ
化 (p. 81)」を参照してください。ユーザー定義タグの適用とアクティブ化については、「ユーザー定義
のコスト配分タグ (p. 82)」を参照してください。すべてのタグが請求情報とコスト管理コンソールに表
示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。

Note
• ベストプラクティスとして、タグには秘密情報を保存しないでください。
• 請求コンソールの [cost allocation tags] マネージャーにアクセスできるのは、組織の管理アカウ
ントおよび組織のメンバーではない単一のアカウントのみです。
トピック
• AWS-生成コスト配分タグ (p. 78)
• ユーザー定義のコスト配分タグ (p. 82)
• 毎月のコスト配分レポート (p. 84)

AWS-生成コスト配分タグ
AWS 生成のタグ createdBy は、AWS が定義するタグであり、サポートされる AWS リソースにコスト
配分の目的で適用されます。AWS 生成のタグを使用するには、管理アカウントの所有者が請求情報とコ
スト管理コンソールでそれをアクティブ化する必要があります。管理アカウントの所有者がタグをアク
ティブ化すると、タグはすべてのメンバーアカウントに対しても有効になります。タグをアクティブ化す
ると、AWS 生成のタグをアクティブ化した後に作成されたリソースに、タグが AWS によって適用され
ます。AWS 生成のタグは AWS コンソールと各種のレポートでのみ使用でき、請求情報とコスト管理コン
ソールの他の場所 (AWS タグエディターなど) には表示されません。createdBy タグは、リソースクォー
タあたりのタグ数には影響しません。
createdBy タグでは、次のキー値定義が使用されます。
key = aws:createdBy
value = account-type:account-ID or access-key:user-name or role session name

すべての値に、すべての値パラメーターが含まれるわけではありません。たとえば、ルートアカウントの
AWS 生成のタグの値には、ユーザー名が指定されていないこともあります。
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account-type の有効値は、Root、IAMUser、AssumedRole、FederatedUser です。
タグに account-ID がある場合、account-id はリソースを作成したルートアカウントまたはフェデレー
ティッドユーザーのアカウント番号を追跡します。タグにアクセスキーがある場合、access-key は使用
された IAM アクセスキーを追跡します。該当する場合はセッションロール名も追跡されます。
user-name は、ユーザー名です (使用可能な場合)。
タグ値の例を次に示します。
Root:1234567890
Root: 111122223333 :exampleUser
IAMUser: AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE :exampleUser
AssumedRole: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE :exampleRole
FederatedUser:1234567890:exampleUser

IAM ユーザー、ロール、およびフェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」を参照して
ください。
AWS が生成するコスト配分タグは、ベストエフォートベースで適用されます。AWS 生成のタグが依存す
るサービス (CloudTrail など) に問題があると、タグ付けに不備が生じることがあります。
createdBy タグは次のイベントの後、次のサービスおよびリソースにのみ適用されます。
AWS 製品

API イベントまたはコンソール
イベント

リソースタイプ

AWS CloudFormation (AWS
CloudFormation)

CreateStack

スタック

AWS Data Pipeline (AWS Data
Pipeline)

CreatePipeline

パイプライン

Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2)

CreateCustomerGateway

カスタマーゲートウェイ

CreateDhcpOptions

DHCP オプション

CreateImage

[Image] (イメージ)

CreateInternetGateway

インターネットゲートウェイ

CreateNetworkAcl

ネットワーク ACL

CreateNetworkInterface

ネットワークインターフェイス

CreateRouteTable

ルートテーブル

CreateSecurityGroup

セキュリティグループ

CreateSnapshot

スナップショット

CreateSubnet

サブネット

CreateVolume

ボリューム

CreateVpc

VPC

CreateVpcPeeringConnection VPC ピア接続
CreateVpnConnection
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AWS 製品

API イベントまたはコンソール
イベント

リソースタイプ

CreateVpnGateway

VPN ゲートウェイ

リザーブドインスタンス
PurchaseReservedInstancesOffering
RequestSpotInstances

スポットインスタンスのリクエ
スト

RunInstances

インスタンス

CreateSnapshot

スナップショット

CreateCacheCluster

クラスター

CreateEnvironment

環境

CreateApplication

アプリケーション

Elastic Load Balancing (Elastic
Load Balancing)

CreateLoadBalancer

ロードバランサー

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)

CreateVault

ボールト

Amazon Kinesis (Kinesis)

CreateStream

ストリーム

Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)

CreateDBInstanceReadReplicaデータベース

Amazon ElastiCache
(ElastiCache)

AWS Elastic Beanstalk (Elastic
Beanstalk)

CreateDBParameterGroup

ParameterGroup

CreateDBSnapshot

スナップショット

CreateDBSubnetGroup

SubnetGroup

CreateEventSubscription

EventSubscription

CreateOptionGroup

OptionGroup

ReservedDBInstance
PurchaseReservedDBInstancesOffering
CreateDBInstance
Amazon Redshift (Amazon
Redshift)

Amazon Route 53 (Route 53)

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

データベース

CreateClusterParameterGroupParameterGroup
CreateClusterSnapshot

スナップショット

CreateClusterSubnetGroup

SubnetGroup

CreateCluster

クラスター

CreateHealthCheck

HealthCheck

CreatedHostedZone

HostedZone

CreateBucket

バケット
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AWS 製品

API イベントまたはコンソール
イベント

リソースタイプ

AWS Storage Gateway (Storage
Gateway)

ActivateGateway

ゲートウェイ

Note
CreateDBSnapshot タグは、スナップショットのバックアップストレージには適用されませ
ん。

AWS Marketplace ベンダー提供のタグ
特定の AWS Marketplace ベンダーは、タグを作成し、それをソフトウェアの使用状況に関連付けることが
できます。これらのタグには、プレフィックス aws:marketplace:isv: があります。タグを使用するに
は、管理アカウントの所有者が請求情報とコスト管理コンソールでタグをアクティブ化する必要がありま
す。管理アカウントの所有者がタグをアクティブ化すると、タグはすべてのメンバーアカウントに対して
も有効になります。aws:createdBy タグと同様に、これらのタグは請求情報とコスト管理コンソールに
のみ表示され、リソースクォータあたりのタグ数には影響しません。製品に適用されるタグキーは、AWS
Marketplace 製品ページにあります。

AWS-生成コスト配分タグのアクティブ化
管理アカウントの所有者は、AWS 生成のタグを請求情報とコスト管理コンソールでアクティブ化できま
す。管理アカウントの所有者がタグをアクティブ化すると、タグはすべてのメンバーアカウントに対して
も有効になります。このタグは、請求情報とコスト管理コンソールとレポートにのみ表示されます。

AWS 生成のタグをアクティブ化するには
createdBy タグは、請求情報とコスト管理コンソールでアクティブ化できます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Cost Allocation Tags] (コスト配分タグ) を選択します。

3.

[AWS-generated cost allocation tags] で、createdBy タグを選択します。

4.

[Activate] を選択します。

タグが有効になるまでに最大 24 時間かかることがあります。

AWS-生成コスト配分タグの非アクティブ化
管理アカウントの所有者は、AWS 生成のタグを請求情報とコスト管理コンソールで非アクティブ化でき
ます。管理アカウントの所有者がタグを非アクティブ化すると、タグはすべてのメンバーアカウントに対
しても非アクティブ化されます。AWS 生成のタグを非アクティブ化すると、新しいリソースには AWS に
よってタグが適用されなくなります。それまでにタグ付けされたリソースのタグは、そのまま残ります。

AWS 生成のタグを非アクティブ化するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Cost Allocation Tags] (コスト配分タグ) を選択します。

3.

[AWS-generated cost allocation tags] で、[Deactivate] を選択します。
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タグが非アクティブになるまでに最大 24 時間かかることがあります。

AWS-生成コスト配分タグの制限
AWS 生成のタグには以下のような一般的な制限があります。
• AWS 生成のタグをアクティブ化できるのは管理アカウントのみです。
• AWS 生成のタグを更新、編集、削除することはできません。
• AWS 生成コスト配分タグは、タグのアクティブ化前に作成されたリソースには適用されません。
• 請求情報とコスト管理レポートのアクティブなタグキーの最大数は 500 個です。
• AWS 生成のタグは CloudTrail ログを使用して作成されます。CloudTrail ログが一定のサイズを超えてい
ると、AWS 生成のタグの作成は失敗します。
• 予約済みのプレフィックスは aws: です。
AWS 生成のタグの名前と値には自動的に aws: プレフィックスが付けられますが、これをユーザーが割
り当てることはできません。AWS 生成のタグの名前は、ユーザーが定義したリソースタグクォータの
50 個にカウントされません。ユーザー定義タグの名前は、user: というプレフィックスを付けてコス
ト配分レポートに表示されます。
• null タグ値は、Cost Explorer や AWS Budgets にも表示されません。null でもあるタグ値が 1 つだけの
場合、タグキーは Cost Explorer や AWS Budgets にも表示されません。

ユーザー定義のコスト配分タグ
ユーザー定義タグは、ユーザーが定義、作成し、リソースに適用するタグです。ユーザー定義タグを作
成して適用すると、請求情報とコスト管理コンソールを使用してコスト配分の追跡をアクティブ化できま
す。コスト配分タグは、Cost Explorer、Budgets、AWS コストと使用状況レポート、または従来のレポー
トを有効にした後、コンソールに表示されます。AWS のサービスをアクティブ化すると、コスト配分レ
ポートに表示されます。その後、コスト配分レポートのタグを使用して、AWS のコストを追跡できます。
タグは、そのタグが作成される前に作成されたリソースには適用されません。

Note
• ベストプラクティスとして、組織を移動するときにコスト配分タグを再度アクティブ化しま
す。アカウントがメンバーとして別の組織に移動すると、そのアカウントの以前にアクティブ
化されたコスト配分タグは「アクティブ」状態を失い、新しい管理アカウントによって再度ア
クティブ化する必要があります。
• ベストプラクティスとして、タグには秘密情報を保存しないでください。
• 請求情報とコスト管理コンソールの [cost allocation tags] マネージャーにアクセスできるのは、
組織の管理アカウントおよび組織のメンバーではない単一のアカウントのみです。

ユーザー定義のコスト配分タグの適用
使いやすさと最適な結果を実現するために、ユーザー定義タグの作成と適用には AWS タグエディターを
使用してください。Tag Editor では、統一された方法で一元的にユーザー定義タグを作成および管理でき
ます。詳細については、AWS Resource Groups ユーザーガイドの「タグエディタの使用」を参照してく
ださい。
サポートされるサービスでは、API または AWS Management Console を使用してリソースにタグを適用
できます。タグの実装は、AWS のサービスごとに異なります。これらの実装を個々に使用するか、タグエ
ディターを使用してこのプロセスを簡素化することができます。タグをサポートするサービスの完全リス
トについては、「タグベースのグループでサポートされているリソース」および「 リソースグループのタ
グ付け API リファレンス」を参照してください。
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Note
コスト配分タグの動作は、AWS サービスによって異なります。サポートされているサービスの
コスト配分タグの動作の詳細については、サービスのドキュメントを参照してください。たと
えば、Amazon ECS でのコスト配分タグの使用の詳細については、Amazon Elastic Container
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS リソースのタグ付け」を参照してください。
作成および適用したユーザー定義タグは、コスト配分用にアクティブ化 (p. 83)できます。コスト配分用
にタグをアクティブ化する場合は、コストの整理方法に応じた一連のタグキーを設定するようお勧めしま
す。コスト配分レポートにタグキーが列として追加され、各行の該当する値が表示されるため、タグキー
のセットを一貫して使用すると、コスト追跡が容易になります。
サービスによっては、そのサービスで使用される他の AWS リソースが起動されることがあります
(Amazon EMR で EC2 インスタンスが起動されるなど)。補足サービス (EC2) でタグ付けがサポートされ
ている場合、補足リソース (関連する Amazon EC2 インスタンスなど) にレポート用のタグを付けること
ができます。タグを付けることができるリソースの詳細なリストについては、Tag Editor を使用して検索
してください。Tag Editor を使用してリソースを検索する方法の詳細については、「タグ付けするリソー
スの検索」を参照してください。

Note
AWS Marketplace の明細項目は、関連する Amazon EC2 インスタンスタグでタグ付けされま
す。

ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化
請求レポートにタグを表示するには、適用されたタグを請求情報とコスト管理コンソールでアクティブ化
する必要があります。

タグをアクティブ化するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Cost Allocation Tags] (コスト配分タグ) を選択します。

3.

アクティブ化するタグを選択します。

4.

[Activate] を選択します。

ユーザー定義のタグを作成してリソースに適用した後、アクティブ化のためにタグがコスト配分タグペー
ジに表示されるまでに最大で 24 時間かかる場合があります。アクティブ化のためにタグを選択した後、
タグが有効になるまでに最大 24 時間かかることがあります。
コスト配分タグのある請求レポートでのタグの表示例については、「コスト配分レポートの表
示 (p. 85)」を参照してください。

ユーザー定義タグの制限
基本的なタグの制限については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「タグの制限」を参照してください。
コスト配分のユーザー定義タグに適用されるタグは次のとおりです。
• 予約済みのプレフィックスは aws: です。
AWS 生成のタグの名前と値には自動的に aws: というプレフィックスが付けられますが、これをユー
ザーが割り当てることはできません。ユーザー定義タグの名前は、user: というプレフィックスを付け
てコスト配分レポートに表示されます。
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• 各キーは、各リソースに対して 1 回だけ使用してください。同じキーを同じリソースに対して 2 回使用
しようとすると、リクエストが却下されます。
• 一部のサービスでは、作成時にリソースにタグ付けすることができます。詳細については、リソースに
タグ付けするサービスに関するドキュメントを参照してください。
• 過去にさかのぼってタグを適用することはできません。つまり、タグは適用後にのみコスト配分レポー
トに表示され、それより前のレポートには表示されません。
• 「タグの制限」に一覧表示されている文字以外の文字が必要な場合は、タグに標準 Base-64 エンコー
ディングを適用できます。請求情報とコスト管理では自動的にタグがエンコードまたはデコードされま
せん。
• 非従量制サービスのユーザー定義のタグを有効にできます (アカウントのタグ付けなど)。ただし、それ
らのサービスは従量制ではないため、これらのタグはコスト管理スイートでは設定されません。

毎月のコスト配分レポート
月次コスト配分レポートには、アカウントの AWS 使用状況が製品カテゴリ別およびリンクされたユー
ザー別に表示されます。レポートには、請求明細レポートと同じ明細項目 (コストと使用状況レポートガ
イドを参照) と、タグキーに関する追加の列が表示されます。詳細については、以下のトピックをご参照
ください。
トピック
• 月別コスト配分レポートの設定 (p. 84)
• 時間別コスト配分レポートの取得 (p. 85)
• コスト配分レポートの表示 (p. 85)

月別コスト配分レポートの設定
デフォルトでは、API または AWS Management Consoleを使用して追加した新しいタグキーは、コスト配
分レポートから自動的に除外されます。このトピックに記載されている手順を使用してこれらを追加でき
ます。
タグキーをコスト配分レポートに表示することを選ぶと、キーごとに 1 列追加され、対応する明細項目
の値が表示されます。コスト配分レポートの元来の目的以外で他のタグを利用する可能性があるため (セ
キュリティまたは運用上の理由から追加するタグなど)、タグキーは個別にレポートに含めたり除外したり
することができます。このため、コストの整理に役立つ意味のある請求書情報が表示されるようになりま
す。少数のタグキーを一貫して使用すると、コストの追跡がより容易になります。詳細については、「コ
スト配分レポートの表示 (p. 85)」を参照してください。

Note
AWS はお客様が作成および所有する Amazon S3 バケットに、請求レポートを保存します。これ
らのレポートをバケットから取得するには、Amazon S3 API、Amazon S3 の AWS Management
Console、または Amazon S3 コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。コスト配分
レポートは、請求情報とコスト管理コンソールの [アカウントアクティビティ] ページからはダウ
ンロードできません。

コスト配分レポートを設定し、タグをアクティブ化するには
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
ナビゲーションペインの [設定] で、[請求設定] を選択します。
[詳細な請求レポート [レガシー]] で、[詳細な請求レポート機能を有効にして AWS 料金の継続的なレ
ポートを受け取る] チェックボックスをオンにします。
[S3 バケットに保存] に有効な Amazon S3 バケット名を入力して、[検証] を選択します。
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5.

[レポート] リストで、[コスト割り当てレポート] のチェックボックスを選択します。

6.

次のスクリーンショットに示すように、[レポートタグの管理] を選択します。
このページには、API または該当する AWS サービスのコンソールを使用して作成したタグのリスト
が表示されます。現在レポートに表示されているタグキーは選択され、除外されたタグキーのチェッ
クボックスは選択解除されています。

7.

[フィルター] のドロップダウンリストから [非アクティブなタグ] を選択し、レポートで有効にするタ
グを選択します。

8.

[Activate] を選択します。

組織内で管理アカウントを所有している場合、コスト配分レポートには、メンバーアカウントのすべての
使用量、コスト、タグが含まれます。デフォルトでは、メンバーアカウントで登録されたすべてのキーが
表示され、レポートに表示するか除外するかを指定できます。リソースとタグを含む請求明細レポートに
は、前のステップを使用して選択するコスト配分タグキーも含まれます。

時間別コスト配分レポートの取得
コスト配分レポートは、AWS が 1 日に数回 Amazon S3 バケットに発行するいくつかのレポートの 1 つで
す。

Note
現在の請求期間 (月) が終了するまでは、AWS によって生成されるコスト配分レポートの値は見
積もりです。その月のファイルは、請求期間が終了するまでの間、繰り返し上書きされ、請求期
間終了時に最終的なレポートが生成されます。その後で、次の請求期間の新しいファイルが作成
されます。過去の月のレポートは、指定された Amazon S3 バケットに残ります。

コスト配分レポートの表示
次の例は、さまざまなコストセンターとアプリケーションの請求額を追跡するためのものです。リ
ソース（Amazon EC2 インスタンスや Amazon S3 バケットなど）には、"Cost Center"="78925" や
"Application"="Widget1" のようなタグが割り当てられています。コスト配分レポートでは、ユーザー定義
のタグキーには、user:Cost Center や user:Application などの user プレフィックスが付いてい
ます。AWS 生成のキーにはプレフィックス aws が付いています。キーは列見出しとして表示され、その
下にタグ付きの明細項目の値（たとえば 78925）が表示されます。

キーを選択するときは、値の階層が統一されるように注意して選択してください。そのようになっていな
い場合は、レポートのコストが効果的にグループ化されず、多数の明細項目が出力されます。

Note
請求期間の途中でリソースのタグを追加または変更した場合は、コストが分割され、2 つの明細
項目としてコスト配分レポートに表示されます。1 行目は更新前のコストを示し、2 行目は更新後
のコストを示します。
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レポート内の未配分リソース
コスト配分レポートの中に、タグでグループ化できない請求額がある場合は、デフォルトでは標準の請求
額集計方法が適用され (アカウント/製品/明細項目で分類)、レポートに表示されます。未配分のコストが発
生する状況としては、次のようなものがあります。
• 月の途中でコスト配分レポートにサインアップした。
• 一部のリソースに、請求期間の一時期または全体にわたってタグが付けられていなかった。
• 使用しているサービスが現時点ではタグをサポートしていない。
• サブスクリプション型の請求額 (たとえばプレミアムサポートや AWS Marketplace の月額料金) が配分
できない。
• 1 回だけ支払う料金 (たとえば Amazon EC2 リザーブドインスタンスの前払い料金) は配分できません。

タグ付けされたリソースに関連する想定外のコスト
コスト配分タグを使用して、使用量およびコストの割合が高いリソースを確認できますが、リソースを削
除または非アクティベートすれば、必ずしもコストが削減できるとは限りません。予想外のコストの削減
に関する詳細については、「予想外の料金の回避 (p. 9)」を参照してください。
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AWS 無料利用枠の使用
AWS アカウントを作成すると、12 か月間にわたって有効な AWS 無料利用枠に自動的にサインアップさ
れます。AWS 無料利用枠では、一定の使用制限内において一部の AWS サービスを無料で試すことができ
ます。
AWS 無料利用枠の特典と無料利用枠の使用制限を提供するサービス一覧については、AWS 無料利用枠を
参照してください。
AWS 無料利用枠の対象である間に請求を回避する方法についての詳細は、次のリソースを参照してくださ
い。
• AWS 無料利用枠の使用状況の追跡 (p. 88)
• AWS 無料利用枠後の予期しない請求額の回避 (p. 87)

AWS 無料利用枠の利用資格
以下の条件がすべて満たされた場合、AWS 使用量は AWS 無料利用枠の制限内にとどまります。
• AWS アカウントを作成してから最初の12か月以内です。
• AWS 無料利用枠の特典を提供する AWS のサービス のみご利用いただけます。
• 使用量は、これらのサービスの AWS 無料利用枠制限内にとどまります。
これらの 条件 の 1 つ以上を超える AWS サービスでは、その使用量が無料利用枠の制限を超えています。
標準で課金されるAWS無料利用枠の制限を超える使用料金の請求料金。
AWS 無料利用枠の制限については、AWS 無料利用枠を参照してください。

Note
AWS Organizations の場合、すべてのメンバーアカウントの AWS 無料利用枠対象は、管理 アカ
ウントが作成された日から始まります。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドを
参照してください。

AWS 無料利用枠後の予期しない請求額の回避
AWS 無料利用枠の利用資格は、最初にアカウントを作成してから 12 か月後に期限切れになります。この
期間以降は、無料利用枠の資格を延長することはできません。

Note
無料利用枠の有効期限が切れた後も、Always Free オファーを引き続きご利用いただけます。利
用可能な Always Free オファーの詳細については、AWS 無料利用枠を参照してください。
AWS 無料利用枠の有効期限が近づくと、不要になったリソースをすべて終了することをお勧めします。資
格の有効期限が切れると、標準の AWS 請求レートで使用量が請求されます。
アカウントに定期的にログインしていない場合でも、アクティブなリソースが実行されている可能性があ
ります。次の手順で、アカウントのアクティブなリソースを確認します。
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アカウントのアクティブなリソースを確認するには
1.

AWS Management Console にサインインして https://console.aws.amazon.com/billing/ で請求コン
ソールを開きます。

2.

詳細 の横にある すべて展開 を選択します。

3.

AWS サービス料金 下のリストを確認します。このリストには、AWS リージョンごとにアクティブな
リソースを持つサービスが表示されます。

サービスと AWS 不要になったリソースを持つリージョンに注意してください。これらのリソースを終了
する方法の手順については、該当サービスのドキュメントを参照してください。
AWS アカウントを閉じることもできます。今後の請求額の発生を避けるために、アカウントを閉じる前
に、保持したいコンテンツを取得し、残りのリソースを終了することをお勧めします。アカウントを閉じ
ると、アクティブなリソースがすべて自動的に終了するわけではなく、引き続き料金が発生する可能性が
あります。さまざまな AWS 地域のコンテンツとリソースを確認してください。詳細情報と重要な考慮事
項については、close your account (p. 22) を参照してください。

AWS 無料利用枠の使用状況の追跡
AWS 無料利用枠の使用状況は、以下の方法で追跡できます。
• AWS Budgets を使用した無料利用枠アラートを設定します。デフォルトでは、AWS Budgets は各サー
ビスの無料利用枠の上限の 85% を超えた場合、メールで自動的に通知します。無料利用枠の上限の
100% までの使用量を追跡するように AWS Budgets を構成することもできます。
• 請求コンソールの 使用状況別上位無料利用枠サービステーブルを使用して、AWS 無料利用枠の使用状
況を確認します。
トピック
• AWS Budgets を使用した AWS 無料利用枠使用状況アラート (p. 88)
• 上位の AWS 無料利用枠サービスの表 (p. 89)
• 追跡可能な AWS 無料利用枠サービス (p. 90)

AWS Budgets を使用した AWS 無料利用枠使用状況ア
ラート
AWS Budgets により、コストと使用量を追跡してアクションを実行できます。この機能の詳細について
は、AWS Budgets によるコスト 管理を参照してください。
各サービスの無料利用枠の上限の 85% を超えた場合、AWS Budgets はメールで自動的に通知します。追
加の追跡を行うには、AWS Budgets を設定して、各サービスの無料利用枠の上限の 100% まで使用量を追
跡できます。たとえば、Amazon Elastic Block Store の無料利用枠の上限の 100% を超えることが予測さ
れたときに、アラートを送信する予算を設定できます。使用量予算の設定方法については、使用量の予算
の作成 を参照してください。
AWS 無料利用枠の使用状況アラートは、最初の 25 GB のAmazon DynamoDB ストレージや最初の 10 個
のカスタム Amazon CloudWatch メトリクスなど、有効期限のない 無料利用枠の製品を対象としていま
す。また、アラートは、1 か月あたり 750 時間の Amazon EC2 Windows t2.micro インスタンス使用量や
標準 Amazon S3 ストレージの最初の 5 GB など、12 か月後に期限切れとなる AWS 無料利用枠の製品も
対象としています。アラートは、Amazon Lightsail を使用した最初の 30 日など、12 か月以内に期限切れ
となる無料利用枠の製品には適用されません。
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サービスの無料利用枠の制限を超えた場合は、AWS から、アカウントの作成に使用したメールアドレス
に、メールが送信されます。以下の手順で、AWS 無料利用枠使用状況アラートのメールアドレスを変更し
てください。

AWS 無料利用枠使用状況アラートの E メールアドレスを変更するには
1.

AWS Management Console にサインインして https://console.aws.amazon.com/billing/ で請求コン
ソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインの [設定] で、[請求設定] を選択します。

3.

[Cost Management Preferences] (コスト 管理設定) で、[Email Address] (E メールアドレス) ダイアロ
グボックスの [Receive AWS Free Tier Usage Alerts] ( 無料利用枠使用状況アラートの受信)で、使用状
況に関するアラートを受信する E メールアドレスを入力します。

4.

ページの最後までスクロールし、[詳細設定を保存] を選択します。

無料利用枠の上限の 85% に関する AWS Budgets 使用状況アラートが、すべての個々の AWS アカウント
に対して自動的にアクティブ化されますが、AWS Organizations の管理アカウントに対してはアクティブ
化されません。管理 アカウントを所有している場合は、AWS 無料利用枠使用状況アラートを受け取るよ
うにオプトインする必要があります。次の手順を使用して、無料利用枠使用状況アラートをオプトインま
たはオプトアウトします。

AWS 無料利用枠使用状況アラートをオプトインまたはオプトアウトするには
1.

AWS Management Console にサインインして https://console.aws.amazon.com/billing/ で請求コン
ソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインの [設定] で、[請求設定] を選択します。

3.

[コスト管理設定] で [AWS 無料利用枠の使用のアラートの受信] を選択して、無料利用枠使用状況
アラートをオプトインします。オプトアウトするには、[AWS 無料利用枠の使用のアラートの受信]
チェックボックスをクリアします。

上位の AWS 無料利用枠サービスの表
AWS 無料利用枠を利用できる資格があり、AWS 無料利用枠の製品を使用している場合は、AWS 請求コ
ンソールのダッシュボードにある [Top AWS Free Tier Services by Usage] (使用状況別の上位 AWS 無料利
用枠サービス) テーブルで使用量を追跡できます。ダッシュボードには、アカウントの上位 5 つのAWS 無
料利用枠サービスの測定が表示されます。
AWS 無料利用枠の使用量の詳細 (無料利用枠をアクティブに使用しているすべてのサービスなど) を確認
するには、[使用状況別の上位の AWS 無料利用枠サービス] テーブルの [すべて表示] を選択します。詳細
テーブルには、各無料利用枠サービスの測定の予測使用量に関する追加情報が含まれています。
使用量別の上位 AWS 無料利用枠サービステーブルはサービス制限別にグループ化されます。1 つのサー
ビスについて複数の行がある場合があり、それぞれの AWS 無料利用枠の制限を詳細に追跡できます。例
えば、毎月 Amazon S3 の Put オペレーションは 2,000 回実行でき、Amazon S3 のストレージは 5 GB 使
用できます。AWS 無料利用枠の使用量を示すテーブルには 2 行あり、1 つは S3 - Puts 、もう 1 つは
S3 - Storage に使用されています。
無料利用枠のテーブルデータの表示は、以下の条件により制限されることがあります。
• ご利用の AWS サービスは、AWS 無料利用枠の対象外です。
• AWS 無料利用枠の資格が終了しています。
• AWS Organizations メンバーアカウントを通じて AWS にアクセスしています。
• AWS GovCloud (米国西部) または AWS GovCloud (米国東部) リージョンで AWS サービスを使用しま
す。
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追跡可能な AWS 無料利用枠サービス
AWS により、AWS 無料利用枠サービスをどれだけ使用したか、どのサービスの使用タイプを使用したか
を追跡できます。使用タイプは、AWS が追跡する特定の使用タイプです。例えば、使用タイプ GlobalBoxUsage:freetier.micro とは、ユーザーが Amazon EC2 マイクロインスタンスを使用したという意
味です。
AWS 無料利用枠の使用状況アラートと [使用状況別の上位の AWS 無料利用枠サービス] テーブルは、有効
期限がある AWS 無料利用枠製品、および有効期限のない当無料利用枠製品の両方をカバーします。以下
のサービスや使用タイプを追跡できます。
サービス

使用タイプ

Alexa Web Information Service

AlexaWebInfoService::request
AlexaWebInfoService::Requests

Amazon API Gateway

Global-ApiGatewayRequest

Amazon AppStream

Global-stream-hrs:720p:g2
Global-stream.standard.large-ib

Amazon Cloud Directory

Global-Requests-Tier1
Global-Requests-Tier2
Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon CloudFront

Global-DataTransfer-Out-Bytes
Global-Requests-Tier1
Invalidations
Execution:ExecutionsCloudFrontFunctions

Amazon CloudWatch

Global-CW:Requests
Global-TimedStorage-ByteHrs
PutLogEvents:Global-DataProcessingBytes

Amazon Cognito

Global-CognitoUserPoolMAU

Amazon Cognito Sync

Global-CognitoSyncOperation
Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Connect

USE1-end-customer-mins

AWS CodeBuild

Global-Build-Min:Linux:g1.small

Amazon GameLift

Global-BoxUsage:c5.large

AWS Storage Gateway

Global-Uploaded-Bytes

Amazon DynamoDB

TimedStorage-ByteHrs
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サービス

使用タイプ
GetRecords:AFS1-Streams-Requests

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Global-BoxUsage:freetier.micro
Global-BoxUsage:freetier.micro
Global-DataProcessing-Bytes
Global-EBS:SnapshotUsage
Global-EBS:VolumeIOUsage
Global-EBS:VolumeUsage
Global-LCUUsage
Global-LoadBalancerUsage

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Elastic File System

Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon OpenSearch Service

Global-ES:freetier-Storage
Global-ESInstance:freetier.micro

Amazon Elastic Transcoder

global-ets-audio-success
Global-ets-hd-success
Global-ets-sd-success

Amazon Forecast

Global-DataInjection
Global-TrainingHours

Amazon Fraud Detector

Global-BoxUsage:c3.large
Global-FlexMatchMatchmakingHrs
Global-FlexMatchPlayerPackages
Global-DailyActiveUser

Amazon GameLift

Global-CW:Requests
Global-DataProcessing-Bytes
Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon GameOn

API-Score-Free-Tier
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サービス

使用タイプ

Amazon GameSparks

Global-ExecutionTime-Code
Global-APIRequest-Blocks
Global-APIRequest-Code
Global-APIRequest-CodeRead
Global-APIRequest-CodeWrite
Global-APIRequest-Tune
Global-Storage-Code
Global-Storage-Content

Amazon IVS

SUM-Global-Input-Basic-Hours
SUM-Global-Output-SD-Hours

Amazon Lex

Lex-Global-Speech-Requests
Lex-Global-Text-Requests

Amazon LookoutVision

Free-Inference
Free-Training

Amazon Macie

SensitiveDataDiscovery

Amazon MCS

Global-TimedStorage-ByteHrs
Global-ReadRequestUnits
Global-WriteRequestUnits

Amazon Neptune

DataTransfer-Out-Bytes

Amazon Pinpoint

Domain-Inboxplacement
MonthlyTargetedAudience
Predictive-Tests

Amazon Personalize

Global-DataIngestion
Global-TPS-hours
Global-TrainingHour
Predictive-Tests
EventsRecorded

Amazon Polly

Global-SynthesizeSpeech-Chars

Amazon Relational Database Service

Global-InstanceUsage:db.t1.micro
Global-RDS:StorageIOUsage
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サービス

使用タイプ

Amazon Rekognition

Global-FaceVectorsStored
Global-ImagesProcessed
Global-inferenceminutes
Global-MinutesOfVideoProcessed
Global-minutestrained

Amazon Route 53

Health-Check-AWS

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Global-Requests-Tier1
Global-Requests-Tier2
Global-TimedStorage-ByteHrs

Amazon Simple Email Service

Global-Message
Global-Recipients-MailboxSim-EC2

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

DeliveryAttempts-HTTP
DeliveryAttempts-SMTP
Requests-Tier1
Notifications-Mobile

Amazon States

Global-StateTransition

Amazon Simple Workflow Service

Global-AggregateInitiatedActions
Global-AggregateInitiatedWorkflows
Global-AggregateWorkflowDays

Amazon Textract

Global-PagesforAnalyzeDocTables
Global-PagesforDocumentText

Amazon WorkLink

WorkLink-MAU

Amazon TTS

Global-SynthesizeSpeech-Chars

Amazon WorkSpaces

AutoStop-Usage
AutoStop-User

AWS Amplify

Global-BuildDuration
Global-DataStorage
'
Global-DataTransferOut

AWS Budgets

ActionEnabledBudgetsUsage
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サービス

使用タイプ

AWS CodeArtifact

Global-Requests
Global-TimedStorage-ByteHrs

AWS CodeCommit

User-Month
Global-activePipeline

AWS Database Migration Service

Global-InstanceUsg:dms.t2.micro
Global-SynthesizeSpeechNeuralCharacters

AWS DataTransfer

Global-DataTransfer-Out-Bytes

AWS DeepRacer

TimedStorage-GigabyteHrs

AWS Glue

Global-Catalog-Request
Global-Catalog-Storage

AWS IoT

AWSIoT-messages

AWS KMS

Global-KMS-Requests

AWS Lambda

Global-Lambda-GB-Second
Global-Request

Amazon SQS

Global-Requests

AWS X-Ray

Global-XRay-TracesAccessed
Global-XRay-TracesStored

AWS Storage Gateway

Global-Uploaded-Bytes

AWS CodeBuild

Global-Build-Min:Linux:g1.small

Amazon Comprehend

Global-Comprehend-DC-Custom
Global-Comprehend
Global-Comprehend-Syntax
Global-DetectEvents
Global-DetectPiiEntities
Global-DetectTopics

Amazon Comprehend Medical

Global-CompMed-DetectEntities
Global-CompMed-DetectPHI

ContactCenterTelecomm

USE1-US-did-inbound-mins
USE1-US-outbound-mins
USE1-US-tollfree-inbound-mins
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サービス

使用タイプ

ContactLensAmazonConnect

ChatAnalytics:Global-ChatAnalytics
VoiceAnalytics:Global-VoiceAnalytics

AWS IoT Device Defender

global-Detect

AWS IoT Device Management

global-JobExecutions

Amazon Mobile Analytics

EventsRecorded

AWS OpsWorks

OpsWorks-Chef-Automate
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AWS Price List API を使用する
AWS は、料金を照会するために使用できる 2 つの API を提供します。
• AWS Price List Bulk API を使用すると、AWS のサービスの料金を一括クエリで照会できます。API が
JSON ファイルまたは CSV ファイルを返します。バルク API は、過去の料金表のバージョンすべてを
保持します。
• AWS Price List Query API では、AWS SDK や AWS CLI を使用して AWS のサービス、製品、および
料金に関する特定の情報をクエリして照会できます。この API では、料金を一括して取得するのでは
なく、特定の製品または料金に関する情報を取得できます。これにより、モバイルまたはウェブブラ
ウザベースのアプリケーションなど、一括料金表を処理できない可能性のある環境での料金情報の取得
が可能になります。例えば、64 個の vCPU、256 GiB のメモリ、およびプリインストール済みの SQL
Server Enterprise を備えた Amazon EC2 インスタンスのアジアパシフィック (ムンバイ) リージョンで
の料金情報をクエリ API を使用して取得できます。クエリ API は現在の料金を提供し、過去の料金を保
持しません。
トピック
• クエリ API を使用する (p. 96)
• バルク API を使用する (p. 97)
• 通知の設定 (p. 107)

クエリ API を使用する
AWS Price List Query API は、サービス、製品、および料金情報に関して、プログラムで AWS にク
エリを実行するための一元化された便利な方法を提供します。クエリ API は、Location、Storage
Class、および Operating System などの標準化された製品属性を使用して、SKU レベルの料金を提供
します。クエリ API を使用すると、コスト管理およびシナリオ計画ツールのビルド、請求データの照合、
予算計画のための将来の使用料金の予測を行うことができ、内部ワークロードを AWS と比較するコスト
利点の分析を行うことができます。クエリ API は Savings Plans の料金をサポートしていません。
AWS によって SDK が提供されているプログラミング言語を使用する場合は、SDK を使用することをお勧
めします。AWS SDK を使用するほうが、クエリ API を使用するよりも、リクエストの署名プロセスがき
わめてシンプルで、大幅な時間の節約になります。また、SDK は開発環境と容易に統合されるため、関連
するコマンドへのアクセスが簡単です。

Note
AWS Price List Query API は、料金詳細を参考としてのみ提供します。オファーファイルとサー
ビスの料金ページの間に不一致がある場合、AWS はサービスの料金ページに表示されている料金
を請求します。AWS サービスの料金詳細については、「クラウドサービス料金」を参照してくだ
さい。
使用できる SDK については、「Amazon Web Services のツール」を参照してください。AWS Price List
Query API の詳細については、「AWS Billing and Cost Management API Reference」を参照してくださ
い。

サービスエンドポイント
AWS Price List Query API には、次の 2 つのエンドポイントが用意されています。
• https://api.pricing.us-east-1.amazonaws.com
• https://api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com
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IAM アクセス許可を付与して AWS Price List Query
API を使用する
IAM ユーザーは、AWS Price List Query API にクエリを実行するための明示的なアクセス許可が付与され
ている必要があります。IAM ユーザーに必要な許可を付与するポリシーについては、「製品と価格の検
索 (p. 144)」を参照してください。

バルク API を使用する
AWS Price List Bulk API は実際には、現在の AWS の製品およびサービスの最新の料金情報を提供する
URL です。バルク API を使用して料金情報にアクセスするには、オファーファイルをダウンロードしてく
ださい。
• [オファーファイル] – すべてのリージョンの単一の AWS サービス、または特定のリージョンの単一の
AWS サービス向けの製品と価格をリストする JSON または CSV ファイルです。詳しくは、「オファー
ファイルのダウンロード (p. 98)」を参照してください。
すべての利用可能なオファーファイルのリストを確認するには、オファーインデックスファイルをダウン
ロードしてください。
• [オファーインデックスファイル] – サポートされている AWS サービスを一覧表示する JSON ファイ
ルであり、各オファーファイルの URL を通じて料金詳細をダウンロードできます。ファイルには、オ
ファーインデックスファイル自体に関するメタデータ、サービスオファーファイルの URL、およびリー
ジョン指定のオファーインデックスファイルの URL も含まれています。詳しくは、「オファーインデッ
クスファイルのダウンロード (p. 97)」を参照してください。
オファーファイルには、期限が切れる無料利用枠のオファーや Amazon EC2 スポットインスタンスに関す
る情報は含まれません。

Note
AWS Price List Bulk API は、料金詳細を参考としてのみ提供します。オファーファイルとサービ
スの料金ページの間に不一致がある場合、AWS はサービスの料金ページに表示されている料金を
請求します。AWS サービスの料金詳細については、「クラウドサービス料金」を参照してくださ
い。
トピック
• オファーインデックスファイルのダウンロード (p. 97)
• オファーファイルのダウンロード (p. 98)
• オファーファイルでの 料金の確認 (p. 98)
• オファーファイルでの Savings Plan 料金の確認 (p. 101)
• オファーファイルの読み取り (p. 102)
• オファーインデックスファイルの読み取り (p. 106)
料金の変更に伴って SNS 通知を受信するには、「通知の設定 (p. 107)」を参照してください。

オファーインデックスファイルのダウンロード
オファーインデックスファイルをダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。
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https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/index.json

この URL により、オファーインデックスファイルが開きます。オファーインデックスファイルで、サー
ビスを検索して料金を確認します。サービス固有のオファーファイルをダウンロードするには、サービ
スコードが必要です。特定のサービスおよびリージョンのオファーインデックスファイルをダウンロード
するには、料金を知りたいサービスを見つけて、リージョン指定オファーインデックスファイルを開きま
す。
詳しくは、「オファーインデックスファイルの読み取り (p. 106)」を参照してください。

オファーファイルのダウンロード
必要なサービスのオファーファイルをダウンロードするには、そのファイルの URL にアクセスします。た
とえば、Amazon EC2 オファーファイルの現在の JSON バージョンをダウンロードするには、次の URL
にアクセスします。
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/index.json

オファーインデックスファイルには、JSON URL が含まれています。CSV 版をダウンロードするには、
オファーファイルの URL の .json 拡張子を .csv に置き換えます。特定のサービスのオファーファイル
をダウンロードする場合に、サービスコードがわかっているときは、URL の AmazonEC2 を、そのサー
ビスのオファーファイルをダウンロードするサービスコードで置き換えます。サービスコードがわからな
い場合は、オファーインデックスファイルをダウンロードしてサービスコードを見つけます。特定のリー
ジョンの特定のサービスのオファーファイルをダウンロードする場合で、サービスコードとリージョンが
判っている場合は、リージョン指定オファーファイルの URL を使用します。たとえば、Amazon EC2 オ
ファーファイルの米国東部 (バージニア北部) の現在の JSON バージョンをダウンロードするには、次の
URL にアクセスします。
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/us-east-1/
index.json

特定のサービスに適用される Savings Plans のオファーファイルをダウンロードするには、そのサービス
の Savings Plans URL に移動します。たとえば、Compute Savings Plans の最新の JSON バージョンをダ
ウンロードするには、次の URL を使用します。この URL をリージョンのオファーファイルで直接使用で
きます。
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/current/
index.json

SageMaker Savings Plans の現在の JSON バージョンをダウンロードするには、次の [URL] を使用しま
す。
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSMachineLearningSavingsPlans/current/index.json

オファーファイルにプログラムからアクセスする場合は、オファーインデックスファイルを使用して最新
の URL を見つけることができます。オファーインデックスファイルの詳細については、「オファーファイ
ルでの 料金の確認 (p. 98)」、「オファーファイルでの Savings Plan 料金の確認 (p. 101)」、および
「オファーファイルの読み取り (p. 102)」を参照してください。

オファーファイルでの 料金の確認
AWS Price List Bulk API は、オンデマンド料金やリザーブドインスタンス料金も含めて、すべての AWS
製品の料金を参考情報として提供します。
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オファーファイルを使用して、特定の製品の料金と期間を確認できます。たとえば、Amazon EC2 インス
タンスの料金リストを確認できます。

Note
AWS Price List Bulk API は、AWS 無料利用枠の料金など、期間限定無料利用枠の包括的なソー
スではありません。無料利用枠の料金の詳細については、「AWS 無料利用枠」を参照してくださ
い。
関心がある製品の料金を確認するには、次の手順に従ってください。
トピック
• サービスのオンデマンド料金の確認 (p. 99)
• サービスの階層化された料金を確認する (p. 99)
• 無料利用枠があるサービスの階層化された料金の確認 (p. 100)
• リザーブドインスタンスがあるサービスの料金の確認 (p. 101)

サービスのオンデマンド料金の確認
次の手順では、サービス (Amazon EC2 など) のオンデマンド料金を確認する方法を示します。

CSV ファイルを使用してオンデマンド料金を確認するには
1.

サービスの CSV ファイルをダウンロードします。

2.

任意のプログラムで CSV ファイルを開きます。

3.

[TermType] 列をフィルタリングして [OnDemand] を表示します。

4.

目的の使用タイプとオペレーションを見つけます。

5.

[PricePerUnit] 列で、対応する料金を確認します。

JSON ファイルを使用してオンデマンド料金を確認するには
1.

サービスの JSON ファイルをダウンロードします。

2.

適切なプログラムで JSON ファイルを開きます。

3.

[terms] と [On-Demand] で、目的の SKU を見つけます。
SKU がわからない場合は、[products (製品)] で [usage type (使用タイプ)] と [operation (オペレーショ
ン)] を検索します。

4.

[pricePerUnit] を参照して、SKU の対応するオンデマンド料金を確認します。

サービスの階層化された料金を確認する
次の手順では、サービス (Amazon S3 など) の階層化された料金を確認する方法を示します。

CSV ファイルを使用してサービスの階層化された料金を確認するには
1.

サービスの CSV ファイルをダウンロードします。

2.

任意のプログラムで CSV ファイルを開きます。

3.

[TermType] 列をフィルタリングして [OnDemand] を表示します。

4.

目的の使用タイプとオペレーションを見つけます。
Version 2.0
99

AWS 請求 ユーザーガイド
オファーファイルでの 料金の確認

5.

[PricePerUnit] 列で、[StartingRange] と [EndingRange] それぞれの対応する料金を確認します。

JSON ファイルを使用してサービスの階層化された料金を確認するには
1.

JSON ファイルを.

2.

適切なプログラムで JSON ファイルを開きます。

3.

[terms] と [On-Demand] で、目的の SKU を見つけます。
SKU がわからない場合は、[products (製品)] で [usage type (使用タイプ)] と [operation (オペレーショ
ン)] を検索します。

4.

[beginRange] と [endRange] で、[pricePerUnit] を参照して対応する階層化された料金を確認します。

無料利用枠があるサービスの階層化された料金の確認
次の手順は、AWS Price List Bulk API で無料利用枠の料金を公開する AWS のサービス (AWS Lambda な
ど) を検索する方法を示しています。
すべての無料利用枠の料金には、「AWS 無料利用枠」に記載されている条件が適用されます。

CSV を使用して無料利用枠があるサービスの料金を確認するには
1.

サービスの CSV ファイルをダウンロードします。

2.

任意のプログラムで CSV ファイルを開きます。

3.

[TermType] 列をフィルタリングして [OnDemand] を表示します。

4.

[Location] 列をフィルタリングして [Any] を表示します。
[Any] は、このシナリオのすべての AWS リージョンを表すわけではありません。これは、csv ファイ
ル内の他の行項目によって定義されたリージョンのサブセットであり、[RelatedTo] 列はロケーション
の [Any] エントリの SKU と一致します。

5.

特定の無料利用枠 SKU の対象となるロケーションと製品のリストを検索するには、[RelatedTo] 列で
無料利用枠 SKU を見つけます。

6.

対象となるすべての場所で、無料利用枠でカバーされる使用状況を確認するには、[任意] の場所につ
いて「StartingRange」および「EndingRange」を参照してください

例
この例では、料金ファイルに [RelatedTo] が SKU ABCD と等しいエントリがないことを前提としていま
す。
SKU ABCD の無料利用枠は、リージョン Asia Pacific (Singapore) および US East (Ohio) では
有効ですが、AWS GovCloud (US) では有効ではありません。無料利用枠によってカバーされる使用量は
合計 400,000 秒で、両方の対象リージョンで使用されます。
SKU

StartingRage

EndingRange

単位

ABCD

0

400000

seconds

QWER

0

Inf

seconds

ABCD

Asia
Pacific
(Singapore)

WERT

0

Inf

seconds

ABCD

US East
(Ohio)
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SKU

StartingRage

EndingRange

単位

ERTY

0

Inf

seconds

RelatedTo

Location
AWS
GovCloud
(US)

JSON ファイルを使用して無料利用枠があるサービスの階層化された料金を確認するには
1.

サービスの JSON ファイルをダウンロードします。

2.

適切なプログラムで JSON ファイルを開きます。

3.
4.

[製品] の下で、リージョンの接頭辞 [Global] がある [usagetype] を見つけます。
その SKU を書き留めて、同じ SKU を [terms] と [OnDemand] で探します。

5.

無料利用枠の使用量については、[BeginRange] と [EndRange] を確認します。
無料利用枠の対象となる製品とリージョンのリストについては、[appliesTo] を確認します。

リザーブドインスタンスがあるサービスの料金の確認
次の手順では、リザーブドインスタンスがあるサービス (Amazon RDS など) の料金を確認する方法を示し
ます。

CSV ファイルを使用してリザーブドインスタンスを確認するには
1.
2.

サービスの EC2 CSV ファイルをダウンロードします。
任意のプログラムで CSV ファイルを開きます。

3.
4.
5.

[TermType] 列をフィルタリングして [reserved] を表示します。
目的の使用タイプとオペレーションを見つけます。
[LeaseContractLength]、[PurchaseOption]、および [OfferingClass] のそれぞれで、[PricePerUnit] 列の
対応する料金を確認します。

JSON ファイルを使用してリザーブドインスタンスの料金を確認するには
1.
2.
3.

サービスの JSON ファイルをダウンロードします。
適切なプログラムで JSON ファイルを開きます。
[terms] と [Reserved] で、目的の SKU を見つけます。
SKU がわからない場合は、[products (製品)] で [usage type (使用タイプ)] と [operation (オペレーショ
ン)] を検索します。

同じ製品のすべての [LeaseContractLength]、[PurchaseOption]、および [OfferingClass] で料金を確認でき
ます。

オファーファイルでの Savings Plan 料金の確認
オファーファイルを使用して、Savings Plans を使用量に適用した場合の料金と割引を確認できます。
次の手順では、Savings Plans CSV または JSON ファイルをダウンロードして、Savings Plans に参加し
ている製品を確認する方法を示します。

サービスの Savings Plans を確認するには
1.

インデックスファイルをダウンロードします。
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2.

該当するサービスに移動します。

3.

savingsPlanVersionIndexUrl を検索して、サービスに適用される Savings Plans の料金を確認
します。

Note
一部のサービスは、Savings Plans の適用対象でない場合があります。

サービスの Savings Plans レートを確認するには
1.

Savings Plans インデックスファイルをダウンロードします。

2.

リージョンの該当する regionalIndexURLs を見つけます。

3.

複数のリージョンにわたって適用される Compute Savings Plans は [global] リージョンにあります。
Savings Plans オファーファイルをダウンロードします。

• [Terms] には、すべての利用可能な Savings Plans の契約期間とレートが表示されます。
• [Rates] には、Savings Plans の対象となるすべての SKU と適用されるレートが一覧表示されます。こ
れらの SKU の詳細は、個別のサービスファイルで参照できます たとえば、Amazon EC2、Fargate、お
よび AWS Lambda。
ファイルは CSV 形式と JSON 形式の両方で利用できます。

オファーファイルの読み取り
オファーファイルには、すべてのリージョンの単一の AWS サービス、または特定のリージョンの単一
の AWS サービス向けの製品と価格がリストされています。オファーファイルは、CSV ファイルまたは
JSON ファイルとして使用できます。ファイルを読み取るには、CSV ファイルを読み取って並べ替えるた
めのスプレッドシートプログラム 、ファイルを読み取るためのテキストプログラム、JSON を解析するプ
ログラムなど、いくつかの方法を使用できます。
オファーファイルには、以下の種類の情報が含まれます。
• オファーファイルの詳細 – 形式バージョンや公開日など、オファーファイル自体に関するファイルのメ
タデータ。
• 製品の詳細 – オファーファイル内の製品を製品情報とともに示す製品のメタデータ。
• 料金詳細 (期間) – 特定のオファーファイルに含まれるすべての製品の料金。

Note
CSV ファイルでは、製品詳細と料金詳細は 1 つのセクションにまとめられます。JSON ファイル
では、製品詳細と料金詳細がそれぞれのセクションに表示されます。
トピック
• CSV ファイル (p. 102)
• JSON ファイル (p. 103)
• オファーファイルの定義 (p. 103)

CSV ファイル
CSV で最初の 5つの行は、オファーファイルのメタデータです。6 行目には、製品とその属性
(SKU、OfferTermCode、RateCode、TermType など) の列名がすべて表示されます。列数は、サービ
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スによって異なります。最初の 12 列には料金詳細がすべて表示され、残りの列にはサービスの製品詳細
が表示されます。

JSON ファイル
JSON ファイルでは、製品詳細と料金詳細がそれぞれのセクションに表示されます。同じ製品が複数の期
間で提供されたり、同じ期間が複数の製品に適用されたりする場合があります。たとえば、EC2 インスタ
ンスは Hourly または Reserved の期間で利用できます。製品に適用される期間は、製品の SKU で確認
できます。
JSON オファーファイルは次のような内容になります。
{

}

"formatVersion":"The version of the file format",
"disclaimer":"The disclaimers for the offer file",
"offerCode":"The code for the service",
"version":"The version of the offer file",
"publicationDate":"The publication date of the offer file",
"Products (p. 104)": {
"sku": {
"sku":"The SKU of the product",
"productFamily":"The product family of the product",
"attributes": {
"attributeName":"attributeValue",
}
}
},
"Terms (p. 105)": {
"termType": {
"sku": {
"sku": {
"offerTermCode":"The term code of the product",
"sku":"The SKU of the product",
"effectiveDate":"The effective date of the pricing details",
"termAttributesType":"The attribute type of the terms",
"termAttributes": {
"attributeName":"attributeValue",
},
"priceDimensions": {
"rateCode": {
"rateCode":"The rate code of the price",
"description":"The description of the term",
"unit":"The usage measurement unit for the price",
"startingRange":"The start range for the term",
"endingRange":"The end range for the term",
"pricePerUnit": {
"currencyCode":"currencyRate",
}
}
}
}
}
}
}

オファーファイルの定義
オファーファイルの各セクションには、その製品に関する特定の詳細が表示されます。
• オファーファイルの詳細 – 形式バージョンや公開日など、オファーファイル自体に関するファイルのメ
タデータ。
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• 製品の詳細 – オファーファイル内の製品を製品情報とともに示す製品のメタデータ。
• 料金詳細 (期間) – 特定のオファーファイルに含まれるすべての製品の料金。

Note
CSV ファイルでは、製品詳細と料金詳細は 1 つのセクションにまとめられます。JSON ファイル
では、製品詳細と料金詳細がそれぞれのセクションに表示されます。
以下に詳細別の定義を示します。

オファーファイルの詳細
このセクションには、オファーファイル自体に関するメタデータが表示されます。
形式バージョン
オファーファイルがどのフォーマットバージョンにあるかを追跡する属性。ファイルの
formatVersion は、構造が変更されたときに更新されます。たとえば、バージョンが v1 から v2 に
変更されるとき。
免責事項
オファーファイルに適用される免責事項。
オファーコード
AWS サービスの製品の一意のコード。たとえば、Amazon EC2 では AmazonEC2 または Amazon S3
では AmazonS3。
バージョン
オファーファイルのバージョンを追跡する属性。新しいファイルが公開されるたびに、新しいバー
ジョン番号が含まれます。例えば、20150409T022205 と 20150910T182105 です。
発行日
オファーファイルが公開された日時 (UTC)。例えば、2015-04-09T02:22:05Z や
2015-09-10T18:21:05Z などです。

製品の詳細
このセクションには、AWS サービスのオファーファイルに含まれる製品の情報が表示されます。製品は
SKU によってインデックスが作成されます。
製品詳細:SKU
製品の一意のコード。SKU コードを使用して、製品の詳細と価格を関連付けます。たとえば、SKUが
HCNSHWWAJSGVAHMH の製品は、SKU として HCNSHWWAJSGVAHMH も記載している価格でのみ利用可
能です。
製品詳細:SKU:製品ファミリー
製品タイプのカテゴリ。たとえば、Amazon EC2 では compute または Amazon S3 では storage。
製品詳細:SKU:属性
すべての製品属性のリスト。
製品詳細:SKU:属性:属性名
製品属性の名前。たとえば、Instance Type、Processor、または OS などです。
Version 2.0
104

AWS 請求 ユーザーガイド
オファーファイルの読み取り

製品詳細:SKU:属性:属性値
製品属性の値。たとえば、m1.small (インスタンスタイプ)、xen (プロセッサのタイプ)、または
Linux (OSのタイプ)。

料金詳細 (期間)
このセクションには、AWS サービスのオファーファイルに含まれる製品の料金情報が表示されます。料金
は、まず期間 (onDemand と reserved) によってインデックスが作成され、次に SKU によってインデッ
クスが作成されます。
料金詳細:期間タイプ
期間の定義が記述する特定の期間のタイプ。有効な期間タイプは reserved および onDemand で
す。
料金詳細:期間タイプ:SKU
製品の一意のコード。SKU コードを使用して、製品の詳細と価格を関連付けます。たとえば、SKUが
HCNSHWWAJSGVAHMH の製品は、SKU として HCNSHWWAJSGVAHMH も記載している価格でのみ利用可
能です。
料金詳細:期間タイプ:SKU:オファー期間コード
特定のタイプの期間の一意のコード。例えば、KCAKZHGHG です。商品と価格の組み合わ
せは、後にピリオドで区切られた期間コードが付いたSKUコードで参照されます。例え
ば、U7ADXS4BEK5XXHRU.KCAKZHGHG です。
料金詳細:期間タイプ:SKU:発効日
オファーファイルが有効になる日付。たとえば、ある期間に 2017 年 11 月 1 日の EffectiveDate
がある場合、価格は 2017 年 11 月 1 日より前には有効になりません。
料金詳細:期間タイプ:SKU:期間の属性タイプ
期間によってカバーされる製品および製品の提供を識別するための固有のコード。たとえば、EC2-予
約属性タイプは、EC2 予約ホストについて期間が使用可能であることを意味します。
料金詳細:期間タイプ:SKU:期間の属性
形式 attribute-name: attribute-value の、期間タイプに適用可能なすべての属性のリスト。
たとえば、期間の長さおよび期間によってカバーされる購入のタイプ。
料金詳細:期間タイプ:SKU:期間の属性:属性名
TermAttribute の名前。これを使用して、特定の属性を検索できます。たとえば、length または
PurchaseOption で期間を検索できます。
料金詳細:期間タイプ:SKU:期間の属性:属性値
TermAttribute の値。たとえば、期間には 1 年の長さおよび All Upfront の購入オプションがあ
ります。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション
使用量の測定方法、支払いに使用できる通貨、価格枠の制限など、オファーファイルの価格設定詳
細。
料金詳細 期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード
製品/オファー/価格-枠の組み合わせの一意のコード。製品および期間の組み合わせは、無料利用枠、
低使用利用枠、高使用利用枠など、複数の価格ディメンションを持つことができます。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:説明
価格またはレートの説明。
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料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:単位
各サービスが請求の使用量を測定するために使用する単位のタイプ。たとえば、EC2 は測定単位とし
て時間を使用し、S3 は測定単位として GB を使用します。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:開始範囲
この価格でカバーされる価格枠の下限です。たとえば、0 GB または 1,001 の API コールなどです。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:終了範囲
この価格でカバーされる価格枠の上限です。たとえば、1,000 GB または 10,000 の API コールなどで
す。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:単位あたりの価格
1 つの測定単位でのサービスコストの計算。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:単位あたりの価格:通貨コード
特定の製品の価格の通貨を示すコード。
料金詳細:期間タイプ:SKU:価格ディメンション:レートコード:ユニットあたりの価格:通貨レート
サポートされているさまざまな通貨での製品のレート。たとえば、単位あたり 1.2536 USD です。

オファーインデックスファイルの読み取り
オファーインデックスファイルを入手したら、このファイルを使ってオファーファイルを検索できます。
トピック
• オファーインデックスファイル (p. 106)
• オファーインデックスの定義 (p. 107)

オファーインデックスファイル
オファーインデックスファイルは、JSON ファイルとして入手できます。ファイルは、JSON ファイルを
読み取るためのテキストプログラムや JSON を解析するプログラムなどを使って複数の方法で読み取るこ
とができます。
オファーインデックスファイルは 2 つのメインセクションで構成されています。オファーインデックス
ファイル自体のメタデータと、AWS が提供するサービスのリスト (オファーインデックスファイルの場合)
またはサービスが提供されるリージョンのリスト (リージョン指定オファーインデックスファイルの場合)
です。オファーファイルに関する情報には、料金表をダウンロードできる URL と、そのサービスのリー
ジョン指定オファーインデックスファイルの URL が含まれています。
オファーインデックスファイルは次のような内容になります。
{

"formatVersion":"The version number for the offer index format",
"disclaimer":"The disclaimers for this offer index",
"publicationDate":"The publication date of this offer index",
"offers":{
"firstService":{
"offerCode":"The service that this price list is for",
"currentVersionUrl":"The URL for this offer file",
"currentRegionIndexUrl":"The URL for the regional offer index file",
"savingsPlanVersionIndexUrl":"The URL for the Savings Plan index file (if
applicable)"
},
"secondService":{
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"offerCode": ...,
"currentVersionUrl": ...,
"currentRegionIndexUrl": ...,
"savingsPlanVersionIndexUrl":...

}

},

},
...

オファーインデックスの定義
以下は、オファーインデックスファイルで使用する各用語の定義です。
形式バージョン
オファーインデックスファイルがどのフォーマットバージョンにあるかを追跡する属性。ファイルの
formatVersion は、構造が変更されたときに更新されます。たとえば、バージョンが v1 から v2 に
変更されるとき。
免責事項
オファーインデックスファイルに適用される免責事項
公開日
オファーインデックスファイルが公開された日時 (UTC)。例えば、2015-04-09T02:22:05Z や
2015-09-10T18:21:05Z などです。
オファー
利用可能なオファーファイルのリスト。
オファー:OfferCode
AWS サービスの製品の一意のコード。例えば、AmazonEC2、AmazonS3 などです。OfferCode
は、インデックスのルックアップキーとして使用されます。
オファー:CurrentVersionUrl
最新のオファーファイルをダウンロードできる URL。
オファー:currentRegionIndexUrl
利用可能なリージョンのオファーファイルのリスト。
オファー:savingsPlanVersionIndexUrl
適用可能な Savings Plan オファーのリスト。

通知の設定
AWS での料金割引、新しいインスタンスタイプの追加、新しいサービスの導入などに伴って AWS の料金
が変わった場合に、通知を受けるように登録ができます。料金が変わるたびに通知を受け取るか、1 日 1
回の通知を受け取るかを登録できます。1 日 1 回の通知を受け取るように登録した場合、通知にはその日
に適用されたすべての料金変更が含まれます。
コンソールを使用して Amazon SNS の通知を受けるよう登録できます。

料金変更に伴う通知を受けるように登録するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon SNS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
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2.

Amazon SNS を初めて使用する場合、[今すぐ始める] を選択します。

3.
4.
5.
6.

必要に応じて、ナビゲーションバーのリージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。
ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。
[Create Subscription] を選択します。
[Topic ARN (トピックの ARN)] で、必要に応じて以下を実行します。
• サービスの価格 – 料金が変更されるたびに通知を受け取る場合は、arn:aws:sns:useast-1:278350005181:price-list-api を入力します。料金が変更されたときに 1 日 1
回通知を受け取る場合は、代わりに arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:dailyaggregated-price-list-api を入力します。
• Savings Plans 価格では — arn:aws:sns:useast-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications を入力します

7.

[Protocol (プロトコル)] では、デフォルトの HTTP 設定を使用します。

8.

[Endpoint (エンドポイント)] では、Amazon SQS、Lambda、E メールなど、通知を受け取る形式を選
択します。

9.

[Create Subscription] を選択します。

Important
次のエラーメッセージが表示された場合: サブスクリプションを作成できませんでした。エラー
コード: InvalidParameter - エラーメッセージ: 無効なパラメータ: TopicArn、リージョンが米国東
部 (バージニア北部) に設定されていない可能性があります。請求メトリクスデータは、リソー
スが他のリージョンにある場合でも、このリージョンに保存されます。ステップ 3 に十分注意し
て、このプロセスを繰り返します。
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ソリデーティッドビリング)
AWS Organizations の一括請求機能を使用して、複数の AWS アカウント または複数の Amazon Internet
Services Pvt. Ltd (AISPL) の請求と支払いを統合することができます。AWS Organizations のすべての組織
には管理アカウントがあり、すべてのメンバーアカウントの請求を支払います。組織の詳細については、
「AWS Organizations ユーザーガイド」を参照してください。
一括請求には次の利点があります。
• 1 つの請求書 – 複数のアカウントに対して 1 つの請求書を受け取るだけで済みます。
• 簡単な追跡 – 複数のアカウントでの料金を追跡し、コストと使用状況の統合データをダウンロードでき
ます。
• 使用状況の結合 – 組織内のすべてのアカウントの使用量を結合し、料金のボリューム割引、リザーブド
インスタンスの割引、および Savings Plans を共有できます。その結果、会社、部門、またはプロジェ
クトでの料金が個々のスタンドアロンアカウントと比較して低くなります。詳細については、「従量制
割引 (p. 111)」を参照してください。
• 追加料金なし – 一括請求は追加コストなしで提供されます。

Note
メンバーアカウント請求書は情報の提供のみに使用されます。管理アカウントは、各アカウント
で利用できる追加のボリューム割引、リザーブドインスタンスの割引、または Savings Plans を
再割り当てする場合があります。
管理アカウントへのアクセス権がある場合は、メンバーアカウントで発生した AWS 料金をまとめて確認
できます。また、各メンバーアカウントのコストレポートも取得できます。
AWS アカウントと AISPL アカウントを 1 つに統合することはできません。連絡先住所がインドにある場
合、AWS Organizations を使用して、組織内で AISPL アカウントを統合することができます。

Important
メンバーアカウントが組織を離れた場合、そのメンバーアカウントは、組織にいたときに生成さ
れた Cost Explorer データにアクセスできなくなります。このデータは削除されず、組織の管理ア
カウントは引き続きデータにアクセスできます。再度組織に加わったメンバーアカウントは再び
データにアクセスできます。
トピック
• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) の処理 (p. 110)
• インドでの一括請求 (コンソリデーティッドビリング) (p. 110)
• 有効な請求日 (p. 111)
• 請求およびアカウントアクティビティ (p. 111)
• 従量制割引 (p. 111)
• AWS クレジット (p. 112)
• リザーブドインスタンス (p. 114)
• 一括請求について (p. 117)
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• AWS Support でのアカウントの AWS Organizations 料金 (p. 123)

一括請求 (コンソリデーティッドビリング) の処理
組織内のすべてのメンバーアカウントの経費を組み合わせて追跡できるよう、AWS Organizations では、
一括請求をご利用いただけます。次のステップは、組織を作成し、一括請求を確認するプロセスの概要を
説明します。
1.

AWS Organizations コンソールまたは AWS Billing and Cost Management コンソールを開きま
す。AWS Billing and Cost Management コンソールを開いている場合は、[Consolidated Billing (一括請
求)]、[Get started (今すぐ始める)] の順に選択します。AWS Organizations コンソールにリダイレクト
されます。

2.
3.

コンソールで、[Create organizationAWS Organizations] を選択します。
新しい組織の管理アカウントになるアカウントから、組織を作成します。詳細については、組織の作
成を参照してください。管理アカウントは、すべてのメンバーアカウントの料金の支払い責任を負い
ます。

4.

(オプション) 組織のメンバーのアカウントを自動で作成します。詳細については、「組織の AWS ア
カウント の作成」を参照してください。

5.

(オプション) 既存のアカウントを招待して組織に統合します。詳細については、「組織への AWS ア
カウント の招待」を参照してください。
AWS は、毎月すべてのメンバーアカウントの料金を、管理アカウントに一括請求します。

6.

メンバーアカウントのすべての料金が管理アカウントに請求されます。しかし、組織内で (一括請求のみ
ではなく) 機能をすべてサポートするように組織が変更されない限り、また、ポリシーによりメンバーア
カウントが明示的に制限されない限り、各メンバーアカウントは他のメンバーアカウントから独立してい
ます。たとえば、メンバーアカウントの所有者は、管理アカウントにより制限されない限り、AWS サービ
スへのサインアップ、リソースへのアクセス、AWS プレミアムサポートの使用が可能です。各アカウント
の所有者は引き続き、自分の IAM ユーザーネームとパスワードを使用し、組織内の他のアカウントとは独
立して割り当てられたアカウント許可を持ちます。
一括請求管理アカウントのセキュリティを確保する
組織内の管理アカウントの所有者は、AWS Multi-Factor Authentication (多要素認証) と強力なパスワー
ドを使用してアカウントを安全に保ってください。パスワードには 8 文字以上で、大文字と小文字の両
方、1 つ以上の数字、1 つ以上の特殊文字を含めてください。パスワードの変更は、AWS セキュリティ認
証情報のページで行います。

インドでの一括請求 (コンソリデーティッドビリン
グ)
新しいアカウントにサインアップし、連絡先の住所としてインドを選択した場合、ユーザー契約はインド
の地元 AWS 販売者である Amazon Internet Services Pvt. Ltd (AISPL) と締結されます。AISPL は請求を管
理し、請求書の合計額はドルではなくルピーで表示されます。AISPL でアカウントを作成した後で、連絡
先情報の国を変更することはできません。
住所がインドの既存のアカウントがある場合、アカウントの販売者は、いつ開いたかにより、AWS または
AISPL のいずれかとなります。アカウントの販売者が AWS と AISPL のどちらかを確認するには、アカウ
ントに関連する企業の判断の手順を参照してください。既存の AWS の顧客は、引き続き AWS アカウン
ト を使用することができます。AWS アカウントと AISPL アカウントの両方を持つこともできますが、そ
れらを同じ組織に統合することはできません (現在、AWS から AISPL に既存のアカウントを移行すること
はできません)。AISPL 組織の管理アカウントは、すべてのメンバーアカウントの PAN 番号を編集できま
す。
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販売者が AISPL の管理アカウントから組織を作成する場合、招待して組織に統合できるのは他の AISPL
アカウントのみです。AWS アカウントは招待できません。
販売者が AWS の管理アカウントから組織を作成する場合、招待して組織に統合できるのは他の AWS ア
カウント のみです。AISPL アカウントは招待できません。

有効な請求日
お客様が組織に参加するリクエストを、アカウント所有者が受け入れると、メンバーアカウントの料金は
即座にお客様の責任となります。メンバーアカウントが月の途中で参加した場合、管理アカウントはその
月の後半分のみ請求されます。
たとえば、メンバーアカウントが 3 月 10 日に組織に加入した場合、AWS は、3月10日から開始したメン
バーアカウントの使用期間について管理アカウントに請求します。それが発生する前の月の部分はメン
バーアカウントの元の所有者に請求されます。

請求およびアカウントアクティビティ
メンバーアカウントの毎月の使用料は、AWS により、その所有者ではなく、管理アカウントの所有者に請
求されます。組織内のすべてのアカウントの合計使用量を表示するには、管理アカウントの [Bills] ページ
を参照してください。AWS は日に複数回、ページを更新します。また、AWS ではダウンロード可能な、
日ごとのコストレポートを利用できます。
メンバーアカウントの所有者に請求されることはありませんが、使用量や料金は、これまで通り、AWS の
[Bills] ページで確認することができます。メンバーアカウント所有者は、請求書にある管理アカウントや
他のメンバーアカウントのデータを表示したり取得したりすることはできません。

従量制割引
請求の目的で、AWS は、組織内のすべてのアカウントを 1 つのアカウントとして扱います。AWS データ
転送や Amazon S3 などのいくつかのサービスには、特定の使用状況ディメンションにわたってボリュー
ム料金階層があり、サービスを多く利用するほど価格が低くなります。一括請求の場合、AWS はすべての
アカウントの使用量を合算し、適用すべきボリューム料金階層を決定するため、お客様への請求全額は可
能な限り低いものになります。そして、AWS は、各メンバーアカウントの使用量に基づき、それらに全体
のボリューム割引部分を割り当てます。
たとえば、ボブの一括請求には、ボブ自身のアカウントとスーザンのアカウントの両方が含まれていると
します。ボブのアカウントは管理アカウントであるため、自分自身とスーザンの両方の料金を支払いま
す。
月単位で、ボブは 8 TB、スーザンは 4 TB のデータを転送しています。
この例では、最初の 10 TB のデータ転送に対して GB 当たり 0.17 USD、次の 40 TB の使用に対して
GB 当たり 0.13 USD が AWS より請求されます。これは換算すると、最初の 10 TB に対して TB 当たり
174.08 USD (= 0.17 × 1024)、次の 40 TB に対して TB 当たり 133.12 USD (= 0.13 × 1024) になります。1
TB = 1024 GB です。
ボブとスーザンが使用した 12 TB は、ボブの管理アカウントに対して、次のように請求されます。(174.08
USD × 10 TB) + (133.12 USD × 2 TB) = 1,740.80 USD + 266.24 USD = 2,007.04 USD
一括請求に対する範囲価格の割引がなければ、AWS は、ボブとスーザンの使用量に対して TB 当たり
174.08 USD、合計で 2,088.96 USD を請求することになります。
料金の詳細については、「AWS の料金」を参照してください。
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AWS Organizations 用の AWS 無料利用枠
無料利用枠をサポートする Amazon EC2 などのサービスの場合は、AWS により、AWS 組織のすべてのア
カウントの合計使用状況に対して適用されます。AWS では、各アカウント個別に無料利用枠は適用されま
せん。
AWS には、無料利用枠の制限を超えているかどうかを追跡する、または無料利用枠の制限を超えるのを予
測する予算が用意されています。組織の無料利用枠の予算はデフォルトでは有効になっていません。管理
アカウントでは、請求情報とコスト管理コンソールを使用して無料利用枠使用状況アラートをオプトイン
することができます。無料利用枠使用状況アラートは、個々のメンバーアカウントでは使用できません。
無料利用枠の詳細については、「AWS 無料利用枠のよくある質問」を参照してください。AWS Budgets
とオプトインを通じた AWS 無料利用枠使用状況アラートに関する詳細については、「AWS Budgets を使
用した AWS 無料利用枠使用状況アラート (p. 88)」を参照してください。

AWS クレジット
AWS クレジットは、対象サービスに関連するコストを賄うため、請求に自動的に適用されます。対象の
サービスの詳細については、「AWS プロモーション・クレジットを引き換える」を参照してください。ク
レジットは、なくなるか期限切れになるまで適用されます。
• AWS クレジットの適用 (p. 112)
• 単一および複数のアカウントへの AWS クレジットの適用 (p. 113)
• AWS クレジットの共有 (p. 114)

AWS クレジットの適用
クレジットは、次のプロセスを使用して適用されます。
1. the section called “selecting-credits-to-apply” (p. 112)
2. the section called “どこにクレジットを適用するかを選択する” (p. 113)

適用するクレジットの選択
適用するクレジットを選択する場合、AWS は、次のパラメータに基づいてクレジットを優先順位付けしま
す。
1. まもなく期限切れ
2. 対象製品の数が最小
3. 最も古いクレジット
たとえば、ジョージが 2 つのクレジットを使用できる場合を考えます。クレジット 1 は、2019 年 1 月期
限の 10 USD 相当で、Amazon S3 にも Amazon EC2 にも利用でき ます。クレジット 2 は、2019 年 12 月
期限の 5 USD 相当で、Amazon EC2 のみで使用できます。ホルヘはすべてのクレジットを適用するのに
十分な AWS 料金が課金されています。AWS は、アプリケーションのクレジット 1 はクレジット 2 よりも
早く期限切れになるため、最初にクレジット 1 を選択します。

Note
クレジットを請求プロセス中に適用するために、お客様に選択いただく必要はありません。AWS
は、対象となるサービスに適格なクレジットを自動的に適用します。
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どこにクレジットを適用するかを選択する
クレジットを適用する使用量を選択する場合、AWS は、以下に基づいてクレジットを優先順位付けしま
す。
1. クレジットを所有するアカウント
2. 支出が最も高いアカウント
3. そのアカウント内で支出が最も高いサービス
4. そのサービス内で支出が最も高い SKU
AWS は、該当するクレジットがなくなるまで、このプロセスを繰り返します。
すべての対象販売者記録に対して使用可能な最大料金に AWS によりクレジットが適用されます。つま
り、AWS は、有効期限が切れる前にクレジットを適用しようとします。したがって、特定のサービスに対
して一般的なクレジットを使用する可能性があります。
たとえば、ジョージが 2 つのクレジットを使用できる場合を考えます。クレジット 1 は、2019 年 1 月期
限の 10 USD 相当で、Amazon S3 にも Amazon EC2 にも利用でき ます。クレジット 2 は、2019 年 12 月
期限の 5 USD 相当で、Amazon EC2 のみで使用できます。ジョージには、Amazon EC2 向けの 100 USD
と Amazon S3 向けの 50 USD という 2 つの AWS 料金が課金されています。AWS は 1 月期限のクレジッ
ト 1 を Amazon EC2 料金に適用します。結果として Amazon EC2 の 90 USD と Amazon S3 の 50 USD
が残ります。AWS は、残りの Amazon EC2 の 90 USD にクレジット 2 を適用し、結果としてジョージが
支払う必要があるのは、Amazon EC2 の 85 USD と Amazon S3 の 50 USD となります。彼は今、自分の
クレジットのすべてを使用しました。

単一および複数のアカウントへの AWS クレジットの
適用
次のルールでは、デフォルトで単一のアカウントおよび組織の請求への AWS クレジットの適用方法を指
定します (クレジット共有がオンになっています)。
• 請求サイクルは毎月の初日に始まります。
• 組織の一員ではないが、月の途中に組織に加わるユーザーによってその月の最初の日にアカウントが所
有されている場合は、その月の使用量に対するそのユーザーの請求に、そのユーザーによって所有され
ているクレジットがAWS により適用されます。次の月に、そのユーザーが参加した組織に、クレジット
が AWS により適用されます。
• アカウントが組織によってその月の最初の日時点で所有されている場合、AWS は、そのアカウントが同
じ月に組織を離れた場合でも、支払人アカウントまたはリンクされたアカウントが償還したクレジット
を組織の請求書に適用します。月の始まりは 0:00 UTC+0 の 1 秒後に始まります。例えば、あるアカウ
ントが 8 月 1 日に組織を離れるとします。このアカウントはその暦月中は組織に属していたため、組織
の請求に、アカウントが償還した 8 月のクレジットが AWS により適用されます。
• ユーザーがその月に組織を離れた場合、AWS によって翌月の最初の日に、そのユーザーのアカウントへ
のクレジットの適用が開始されます。
• クレジットは、該当月の任意の時点で組織に加入するすべてのアカウントと共有されます。ただし、組
織の共有クレジットプールは、月の最初の日から組織の一員となっているアカウントからのクレジット
のみで構成されます。
例えば、スーザンが月の最初の日に単一のアカウントを所有していて、その月に組織に加わるとします。
また、スーザンは組織に加入した後に、クレジットを請求したと仮定します。月の最初の日から、スーザ
ンが組織に加わった日まで発生した使用量については、スーザンのアカウントにクレジットが AWS によ
り適用されます。ただし、次の月の最初の日以降は、組織の請求にクレジットが AWS により適用されま
す。スーザンが組織を離れた場合、スーザンが請求したクレジットは、離脱の翌月 1 日まで組織の請求
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書に適用されます。彼女が離れた後の月から開始し、組織の請求の代わりに彼女の請求にスーザンのクレ
ジットが AWS により適用されます。
別の例では、スーザンは 1 月 1 日に単一のアカウントを所有していて、1 月 11 日に組織に加わったとし
ます。スーザンが 1 月 18 日に 100 USD のクレジットを請求した場合、1 月に発生した使用量について
は、スーザンのアカウントにクレジットが AWS により適用されます。2 月 1 日以降から、スーザンのク
レジットは組織の一括請求に適用されます。スーザンのクレジットが 50 USD で 4 月 16 日に組織を離れ
た場合は、スーザンのクレジットは組織の 4 月度の一括請求に適用されます。5 月から、スーザンのクレ
ジットは自身のアカウントに適用されます。

AWS クレジットの共有
請求コンソールの [Billing preferences] (請求設定) ページで、クレジット共有を無効化することができま
す。次のルールでは、クレジット共有を無効化した場合の、単一のアカウントおよび組織の請求へのクレ
ジットの適用方法を指定します。
• 請求サイクルは毎月の初日に始まります。
• クレジットは、クレジットを受け取ったアカウントのみに適用されます。
• 請求書は、月の最終日にアクティブになっているクレジット共有設定を使用して計算されます。
• 組織内では、支払者アカウントのみがクレジット共有の有効化または無効化を切り替えることができま
す。クレジット共有設定は組織内のすべてのアカウントに適用されます。

クレジット共有を無効化にするには
請求コンソールを使用して共有クレジットを無効化することができます。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。

3.

[Disable credit sharing] を選択します。

4.

[詳細設定を保存] を選択します。

リザーブドインスタンス
請求目的上、AWS Organizations の一括請求機能では組織のすべてのアカウントが 1 つのアカウントとし
て扱われます。これは、組織内のすべてのアカウントは、他のアカウントで購入したリザーブドインスタ
ンスの時間単位のコスト利点を受けることができるということを意味しています。
請求情報とコスト管理コンソールの [設定] ページで、リザーブドインスタンスの共有の割引を無効化する
ことができます。詳細については、「the section called “リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引
共有の無効化” (p. 116)」を参照してください。
トピック
• 特定のサービスの請求例 (p. 114)
• リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引共有の無効化 (p. 116)

特定のサービスの請求例
一括請求が AWS のその他のサービスでどのように機能するかについて、知っておいていただきたい事柄
が他にいくつかあります。
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Amazon EC2 リザーブドインスタンス
たとえば、Amazon EC2 リザーブド DB インスタンスの例として、ボブとスーザンが組織内でそれぞれア
カウントを持っているとします。スーザンは 5 つの同じタイプのリザーブドインスタンスを持っていて、
ボブは何も持っていません。ある特定の時間内に、スーザンが 3 つのインスタンスを使用し、ボブが 6 つ
を使用し、組織の一括請求において合計 9 つのインスタンスが使用されました。AWS は 5 個のインスタ
ンスをリザーブドインスタンスとして請求し、残り 4 つのインスタンスを通常のインスタンスとして請求
します。
スーザンがリザーブドインスタンスを購入したのと同じ利用可能ゾーンでボブがインスタンスを起動す
る場合にのみ、ボブはスーザンのリザーブドインスタンスのコスト利点を受けることができます。たとえ
ば、スーザンがリザーブドインスタンス購入の際に us-west-2a を指定した場合、ボブが組織の一括請求
でコストメリットを得るためには、ボブは自分のインスタンス起動時に us-west-2a を指定する必要があ
ります。しかし、Availability Zone の実際のロケーションは、アカウント間で独立しています。たとえば、
ボブのアカウントの us-west-2a アベイラビリティーゾーンは、スーザンのアカウントのロケーションと
は異なるロケーションにある可能性があります。

Amazon RDS リザーブド DB インスタンス
たとえば、Amazon RDS リザーブド DB インスタンスの例として、ボブとスーザンが組織内でそれぞれア
カウントを持っているとします。スーザンが 5 つのリザーブド DB インスタンスを持っていて、ボブは何
も持っていないとします。ある特定の時間内に、スーザンが 3 つの DB インスタンスを使用し、ボブが 6
つを使用し、組織の一括請求において合計 9 つの DB インスタンスが使用されました。この場合、AWS に
より、5 つがリザーブド DB インスタンスとして請求され、残り 4 つはオンデマンド DB インスタンスと
して請求されます (Amazon RDS リザーブド DB インスタンスの料金については、料金表ページを参照し
てください)。スーザンがリザーブド DB インスタンスを購入したのと同じリージョンでボブが DB インス
タンスを起動する場合にのみ、ボブはスーザンのリザーブド DB インスタンスのコスト利点を受けること
ができます。
また、「リザーブド DB インスタンス」で説明されているように、Susan のリザーブド DB インスタンス
のすべての関連属性が、Bob によって起動された DB インスタンスの属性と一致する必要があります。た
とえば、スーザンが以下の属性で、us-west-2 でリザーブド DB インスタンスを購入したとします。
• DB エンジン: Oracle
• DB インスタンスのクラス: m1.xlarge
• デプロイのタイプ: Multi-AZ
これは、ボブが組織の一括請求においてコストメリットを得るためには、正確に同じ属性を持つ自身の
DB インスタンスを us-west-2 で起動する必要があることを意味しています。

Amazon ElastiCache リザーブドノードインスタンス
たとえば、Amazon ElastiCache リザーブドノードの例として、ボブとスーザンが組織内でそれぞれアカウ
ントを持っているとします。スーザンが 5 つのリザーブドノードを持っていて、ボブは何も持っていない
とします。ある特定の 1 時間の内に、スーザンは 3 つのノードを使用し、ボブは 6 つ使用します。これに
より、合計 9 個のノードが一括請求に使用されます。
AWS は 5 つをリザーブドノードとして請求します。AWS は、残りの 4 つをオンデマンドノードとして請
求します。（Amazon ElastiCache リザーブドノードの料金については、「Amazon ElastiCache 料金表」
を参照してください。） スーザンがリザーブドノードを購入したのと同じリージョンでボブがオンデマン
ドノードを起動する場合にのみ、ボブはスーザンのリザーブドノードのコスト利点を受けることができま
す。
また、スーザンのリザーブドノードのコスト利点を受けるには、ボブのノードの全属性が、スーザンが起
動したノードの属性と一致する必要があります。たとえば、スーザンが以下の属性で、us-west-2 でリ
ザーブドノードを購入したとします。
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• キャッシュエンジン: Redis
• ノードの種類: cache.r3.large
ボブは組織の一括請求においてコストメリットを得るためには、同じ属性を持つ自身の ElastiCache ノー
ドを us-west-2 で起動する必要があります。

Amazon OpenSearch Service リザーブドインスタンス
たとえば、Amazon OpenSearch Service リザーブドノードの例として、ボブとスーザンが組織内でそれぞ
れアカウントを持っているとします。スーザンが 5 つのリザーブド インスタンスを持っていて、ボブは何
も持っていないとします。ある特定の 1 時間の内に、スーザンは 3 つのインスタンスを使用し、ボブは 6
つ使用します。これにより、合計 9 個のインスタンスが一括請求に使用されます。
AWS は 5 つをリザーブドインスタンスとして請求します。AWS は、残りの 4 つをオンデマンドイン
スタンスとして請求します。(Amazon OpenSearch Service リザーブドインスタンス料金については、
「Amazon OpenSearch Service 料金表」を参照してください。) スーザンがリザーブドインスタンスを購
入したのと同じリージョンでボブがオンデマンドインスタンスを起動する場合にのみ、ボブはスーザンの
リザーブドインスタンスのコスト利点を受けることができます。
スーザンのリザーブドインスタンスのコスト利点を受けるには、スーザンが予約したものと同
じインスタンスタイプをボブも使用する必要があります。たとえば、スーザンが us-west-2 で
m4.large.elasticsearch インスタンスを購入したとします。ボブが組織の一括請求においてコスト利
点を得るためには、同じインスタンスタイプを使用して us-west-2 で Amazon OpenSearch Service ド
メインを起動する必要があります。

リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引共有
の無効化
組織の管理アカウントは、組織内のすべてのアカウント (管理アカウントを含む) においてリザーブドイン
スタンス (RI) の割引と Savings Plans の割引の共有を無効にすることができます。つまり、RI と Savings
Plans の割引は、共有を無効にしたすべてのアカウント間で共有されなくなります。アカウントで RI また
は Savings Plans の割引を共有するには、両方のアカウントで共有を有効にする必要があります。この設
定は永続的ではなく、いつでも変更することができます。各請求見積りは、最後の設定のセットを使用し
て計算されます。月の最終請求額は、月の最終日の午後 11 時 59 分 59 秒 (UTC 時) に指定されている設定
に基づいて計算されます。

Important
RI および Savings Plans の割引の共有を無効にすると、月額料金が高くなる場合があります。
トピック
• 共有リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引の無効化 (p. 116)
• 共有リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引の有効化 (p. 117)

共有リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引の無効化
個々のメンバーアカウントの RI 共有割引を無効にすることができます。
アカウントセットで Savings Plans を共有することはできません。メリットを Savings Plans を購入した
アカウントに制限することもできますが、アカウントのグループ間で共有することはできません。

共有リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引を無効にするには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。

3.

矢印を選択して、[RI と Savings Plans の割引共有] を展開します。

4.

[RI と Savings Plans の割引共有は有効です] の下で、RI 割引共有を無効にするアカウントを選択しま
す。

5.

[リストに追加] を選択して、[RI と Savings Plans の割引共有が無効化された] アカウントのリストに
アカウントを追加します。

6.

[詳細設定を保存] を選択します。

7.

[RI 割引、Savings Plans 割引、およびクレジット共有の管理] ダイアログボックスで、[保存] を選択し
ます。

共有リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引の有効化
コンソールを使用して、アカウントでの RI 共有の割引を有効にすることができます。
アカウントセットで Savings Plans を共有することができます。特典を他のアカウントと共有しないか、
アカウントの統合された請求ファミリー全体のラインアイテムの利用資格をオープンするかを選択できま
す。

共有リザーブドインスタンスの割引を有効にするには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS 請求コンソール (https://
console.aws.amazon.com/billing/) を開きます。

Note
AWS Organizations の管理 アカウントにログインしていることを確認します。
2.

ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。

3.

矢印を選択して、[RI と Savings Plans の割引共有] を展開します。

4.

[RI と Savings Plans の割引共有の無効化] の下で、RI 割引共有を有効にするアカウントを選択しま
す。

5.

[リストから削除] を選択して、RI と Savings Plans の割引共有が無効化されたアカウントのリストか
らアカウントを削除します。

6.

[詳細設定を保存] を選択します。

7.

[Manage RI Discount and Credit Sharing] ダイアログボックスで、[Save] を選択します。

一括請求について
AWS Organizations で組織を管理する場合、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) を使用して、組
織内のアカウントの合計使用料金を確認できます。一括請求 (コンソリデーティッドビリング) はコスト
削減にも役立ちます。たとえば、お客様が AWS 製品およびサービスを低料金で利用できるようにするた
め、AWS では、使用量が多くなるに従って料金が低くなり、インスタンスの事前購入には割引料金が適用
される料金階層 (予約またはリザーブドインスタンスといいます) を設定しています。一括請求 (コンソリ
デーティッドビリング) を使用して、複数のアカウントの使用量を 1 つの請求書にまとめて、より安価な
階層により迅速に達することができます。また、あるアカウントの未使用の予約を別のアカウントのイン
スタンス使用量に適用することもできます。
トピック
• 一括請求の計算方法 (p. 118)
• 料金階層 (p. 118)
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• リザーブドインスタンス (p. 120)
• Savings Plans (p. 121)
• ブレンドレートとコスト (p. 122)

一括請求の計算方法
組織内では、管理アカウントがメンバーアカウントで発生したすべての料金を支払います。管理アカウン
トの管理者であり、適切な権限を持っている場合、すべてのメンバーアカウントのリザーブドインスタン
ス割引とボリューム階層の合計使用コストを表示できます。また、個々のメンバーアカウントで発生した
課金を表示することもできます。これは、アカウントの使用量に基づいて AWS によって各メンバーアカ
ウントの個別の請求書が作成されるためです。また、AWS では、管理アカウントの請求書に個別のアカ
ウントの請求概要も含まれています。各請求期間中に、AWS によって 1 日に何回か予想請求額が計算さ
れ、組織でコストが発生するたびにそれを追跡できます。請求書は翌月の月初までは確定されません。

Note
メンバーアカウントと同様に、管理アカウントにも利用料金が発生する可能性があります。ただ
し、ベストプラクティスとして、管理アカウントを AWS サービスの実行に使用するべきではあ
りません。例外は、組織自体を管理するために必要なサービスおよびリソースの場合です。たと
えば、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) の管理の一環として AWS のコストと使用状況
レポートを保存するために、管理アカウントで S3 バケットを作成する場合があります。

料金階層
一部の AWS サービスでは、 使用量に応じて単価が変動する料金階層AWSが設定されています。使用量が
増えてしきい値を超えると、1 か月の追加使用量についてさらに安い単価を指定する新しい料金階層に移
行します。AWS の使用量は毎月測定されます。使用量を測定するため、AWS では、組織内のすべてのア
カウントを単一のアカウントとみなします。メンバーアカウントが個別に階層の限度に達することはあり
ません。代わりに、組織でのすべての使用量がサービスごとに集計され、より安い価格階層がより迅速に
適用されます。毎月の初めに、サービスの使用量がゼロにリセットされます。
各 AWS サービスでは、料金情報を個別に公開しています。すべての個別の料金表ページには、AWS 料
金のページからアクセスできます。

Amazon S3 Standard ストレージのコストの計算
次の表は、料金範囲の例を示しています (コストが異なる場合があります)。詳細については、「Amazon
S3 の料金」を参照してください。
Amazon S3 の料金階層
階層の説明

GB あたりの料金

GB あたりの料金

最初の 1 TB/月

0.10 USD

100.00 USD

次の 49 TB/月

$0.08

80.00 USD

次の 450 TB/月

0.06 USD

60 USD

次のテーブルでは、管理アカウントと 3 つのメンバーアカウントを含む、組織の Amazon S3 の使用状況
を示しています。
Version 2.0
118

AWS 請求 ユーザーガイド
料金階層

S3 使用量のブレンドコストの例
アカウント

階層

ストレージ
量 (GB)

ストレージ
量 (TB)

非ブレンド
レート (/GB)

非ブレンド
レート (/TB)

非ブレンド
コスト

管理

最初の 1 TB/
月

1,000

1

0.10 USD

100

100.00 USD

次の 49 TB/
月

49,000

49

$0.08

80

3,920.00
USD

次の 450 TB/
月

45,000

45

0.06 USD

60

2,700.00
USD

95,000

95

合計

アカウ
ント

メン
バー 1

アカウ
ント

メン
バー 2

階層

スト
レージ
量 (GB)

スト
レージ
量 (TB)

6,720.00
USD

非ブレ
ンド
レート
(/GB)

非ブレ
ンド
レート
(/TB)

非ブレ
ンドコ
スト

ブレン
ドレー
ト (/GB)

ブレン
ドレー
ト (/TB)

ブレン
ドコス
ト

（=6,720/95,000
(=6,720/95(= ブ
USD）
USD)
レンド
レート
* スト
レージ)

最初の 1 1,000
TB/月

1

0.10
USD

100

100.00
USD

0.070737 70.737

次の 49
TB/月

14,000

14

$0.08

80

1,120.00 0.070737 70.737
USD

990.318
USD

次の
450 TB/
月

15,000

15

0.06
USD

60

900.00
USD

0.070737 70.737

1,061.055
USD

階層

スト
レージ
量 (GB)

スト
レージ
量 (TB)

非ブレ
ンド
レート
(/GB)

非ブレ
ンド
レート
(/TB)

非ブレ
ンドコ
スト

ブレン
ドレー
ト (/GB)

ブレン
ドコス
ト

ブレン
ドレー
ト (/TB)

70.37
USD

（=6,720/95,000
(=6,720/95(= ブ
USD）
USD)
レンド
レート
* スト
レージ)

次の 49
TB/月

20,000

20

$0.08

80

1,600.00 0.070737 70.737
USD

1,414.74
USD

次の
450 TB/
月

15,000

15

0.06
USD

60

900.00
USD

1,061.55
USD
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アカウ
ント

メン
バー 3

階層

スト
レージ
量 (GB)

スト
レージ
量 (TB)

非ブレ
ンド
レート
(/GB)

非ブレ
ンド
レート
(/TB)

非ブレ
ンドコ
スト

ブレン
ドレー
ト (/GB)

ブレン
ドレー
ト (/TB)

ブレン
ドコス
ト

（=6,720/95,000
(=6,720/95(= ブ
USD）
USD)
レンド
レート
* スト
レージ)

次の 49
TB/月

15,000

15

$0.08

80

1,200.00 0.070737 70.737
USD

1,061.55
USD

次の
450 TB/
月

15,000

15

0.06
USD

60

900.00
USD

1,061.55
USD

0.070737 70.737

上記の表の費用は次のように計算されます。
1. 組織の全使用量は合計 95 TB (95,000 GB) です。これは、管理アカウントの記録用に加算されます。管
理アカウントそのものの使用量はありません。使用料は、メンバーアカウントにのみ発生します。メ
ンバー 1 は、1 TB のストレージを使用しています。この場合、組織の最初の料金範囲を満たしていま
す。2 番目の料金範囲は、3 つのメンバーアカウント (メンバー 1 の 14 TB + メンバー 2 の 20 TB + メ
ンバー 3 の 15 TB = 49 TB) によって満たされています。3 番目の料金範囲は、49 TB を超える使用量に
適用されます。この例では、3 番目の料金範囲は、合計使用量が 45 TB のメンバーアカウントに適用さ
れます。
2. 合計コストは、最初の 1 TB のコスト (1,000 GB x 0.10 USD = 100.00 USD) を、次の 49 TB のコスト
(49,000 GB x 0.08 USD = 3,920 USD) と残りの 45 TB のコスト (45,000 GB x 0.06 USD = 2,700 USD)
に加算して算出します。その結果、合計コストは、6,720 USD (100.00 USD + 3920.00 USD + 2700.00
USD = 6720.00 USD) になります。
前述の例から、AWS Organizations の一括請求を使用することで、毎月かかるストレージの合計コストを
安く抑えられることがわかります。各メンバーアカウントのコストを個別に計算した場合、合計コストは
6,720 USD ではなく、7,660 USD です。3 つのアカウントの使用量を合計することで、より安い料金階層
に、より早く移行することができます。最も高価なストレージ (最初の 1 TB) が最大料金で請求されるの
は 1 回のみです。3 回請求されることはありません。たとえば、3 TB のストレージを最大レートの 100
USD/TB で使用すると、300 USD になります。このストレージについて、最初の 1 TB (100 USD) と、80
USD の追加の 2 TB (160 USD) で請求すると、合計請求額は 260 USD です。

リザーブドインスタンス
AWS では、料金の前払いと契約期間の確約により、時間レートが割り引きされるシステムも導入していま
す。

ゾーン リザーブドインスタンス
リザーブドインスタンスは、前払いの料金および期間契約と引き換えに、時間料金を割引する予約で
す。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) や Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS）などのサービスでは、このアプローチを使用して、予約されたキャパシティーをリザーブドインス
タンスとして販売しています。仮想マシンではありません。リザーブドインスタンスは、特定の Amazon
EC2 または Amazon RDS インスタンスについて事前に料金を支払うという約束です。見返りとして、オ
ンデマンドインスタンスの使用状況と比較して、割引レートが適用されます。リザーブドインスタンスと
オンデマンドインスタンスに技術的な違いはありません。インスタンスを起動すると、AWS はアクティ
ブな予約に適用することができる該当する使用を、組織のすべてのアカウントで確認します。詳細につい
ては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「リザーブドインスタンス」およびAmazon
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Relational Database Service デベロッパーガイドの「リザーブド DB インスタンスの使用」を参照してく
ださい。
リザーブドインスタンスで容量を予約すると、時間単位の使用量は、同じアベイラビリティーゾーン内の
利用タイプが同じインスタンスに適用される割引レートで計算されます。

リージョン リザーブドインスタンス
リージョンリザーブドインスタンスは、キャパシティーを予約できません。その代わりに、アベイラビリ
ティーゾーンの柔軟性と、場合によってはインスタンスサイズの柔軟性が提供されます。アベイラビリ
ティーゾーンの柔軟性は、リザーブド AWS リージョン内の任意のアベイラビリティーゾーンで 1 つ以上
のインスタンスを実行することを可能にします。リザーブドインスタンス割引は、すべてのアベイラビリ
ティーゾーンのすべての使用量に適用されます。インスタンスサイズの柔軟性により、インスタンスファ
ミリー内のインスタンスの使用に対して、サイズを問わず、リザーブドインスタンス割引が適用されま
す。インスタンスサイズの柔軟性は、デフォルトのテナンシーを持つ Linux/Unix プラットフォーム上のリ
ザーブドインスタンスにのみ適用されます。リージョンリザーブドインスタンスの詳細については、この
ドキュメントにあるコストと使用状況レポートのユーザーガイドの「リザーブドインスタンス の適用例」
および Amazon Elastic Compute Cloud Linux インスタンス用ユーザーガイドの「課金の仕組み」を参照し
てください。

リザーブドインスタンスを使用した Amazon EC2 のコスト計算
AWS では、組織に関して、特定の AWS リージョンの特定のインスタンスタイプのすべての EC2 使用量
を集計して Amazon EC2 インスタンスの料金を計算します。

計算方法
AWS では、以下のロジックを使用して Amazon EC2 インスタンスのブレンドレートを計算します。
1. AWS では、1 か月または 1 か月に満たない期間の組織のすべてのアカウントの使用量を集計し、オン
デマンドインスタンスやリザーブドインスタンスのレートなどの非ブレンドレートに基づいてコストを
算出します。これらの費用の明細項目は、管理アカウントに対して作成されます。この請求計算モデル
は、各明細項目が条件を満たす最低の非ブレンドレートを適用することを目的としたものです。リザー
ブドインスタンス時間から始まり、無料利用枠の時間、残りの使用量に対するオンデマンドレートの順
で適用されます。AWS のコストと使用状況のレポートでは、これらの集計コストの明細項目が表示さ
れます。
2. AWS では、各 AWS リージョンでの各 Amazon EC2 使用タイプを識別し、集計された管理アカウント
のコストから、同じリージョン内の同一の使用タイプについての対応するメンバーアカウントの明細項
目にコストを配分します。AWS コストと使用状況レポートの非ブレンドレート列は、各明細項目に適
用されたレートを示しています。

Note
AWS でリザーブドインスタンスの時間をメンバーアカウントに割り当てるときは、必ず予約
を購入したアカウントから始めます。キャパシティー予約の時間が残っている場合、AWS に
よって、同じアベイラビリティーゾーン内の同一の使用タイプを操作している他のアカウント
に割り当てられます。
AWS は、リージョン RI をインスタンスサイズごとに割り当てます。RI は、インスタンスファ
ミリー内で最小のインスタンスにまず適用され、その後その次に小さいものの順に適用されま
す。AWS は RI または RI の一部をインスタンスの正規化係数に基づいて適用します。AWS の
適用順序で RI の価格が変更されることはありません。

Savings Plans
Savings Plans は、AWS の使用量の請求額を減らすために役立つ柔軟な料金モデルです。Compute
Savings Plans では、時間単位の使用量をコミットし、この使用量に達するまで Amazon EC2 と Fargate
を割引料金でAWS Lambda利用できます。
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Savings Plans によるコストの計算
AWS は、リザーブドインスタンスでカバーされないすべての使用量を集計し、最も割引率が高い Savings
Plans レートから適用することで、Amazon EC2、Fargate、および AWS Lambda の料金を計算します。
Savings Plans は、Savings Plans を所有するアカウントに適用されます。次に、AWS 組織の他のアカウ
ントと共有されます。詳細については、Savings Plans ユーザーガイドの「Savings Plans の使用量への適
用方法の理解」を参照してください。

ブレンドレートとコスト
ブレンドレートは、AWS Organizations の組織内のメンバーアカウントで使用されるリザーブドインスタ
ンスとオンデマンドインスタンスの平均レートです。ブレンドコストは、AWS によって、各サービスのブ
レンドレートに、アカウントでのそのサービスの使用率を掛けて計算されます。

Note
• AWS はメンバーアカウントにそれぞれの料金を非ブレンドコストとして示します。AWS は引
き続き、AWS Organizations 内のすべてのメンバーアカウントに階層化された料金や予約など
の、すべての一括請求のメリットをもたらします。
• Amazon EC2 のブレンドレートは、時間単位で計算されます。
このセクションでは、次のサービスに対する混合レートを AWS で計算する方法の例を示します。
• Amazon S3 Standard ストレージのブレンドレートの計算
• Amazon EC2 のブレンドレートの計算

Amazon S3 Standard ストレージのブレンドレートの計算
Amazon S3 Standard ストレージのブレンドレートは、AWS によって、ストレージの合計コストを、1 か
月間に保存されたデータ量で除算して算出されます。管理アカウントおよび 3 つのメンバーアカウントの
コスト 6,720 USD を計算した「一括請求の計算方法 (p. 118)」の例を使用して、次のロジックでこれら
のアカウントのブレンドレートを計算します。
1. ブレンドレートを GB 単位で算出するには、合計コスト (6,720 USD) をストレージ容量 (95,000 GB) で
除算します。その結果、ブレンドレートは、1 GB 当たり 0.070737 USD になります。ブレンドレート
を TB 単位で算出するには、合計コスト (6,720 USD) をストレージ容量 (95 TB) で除算します。その結
果、ブレンドレートは、1 TB 当たり 70.737 USD になります。
2. 各メンバーアカウントのブレンドコストを配分するには、ブレンドレート (GB または TB) に使用量を
乗算します。その結果、ブレンドコスト列に表示されている金額になります。たとえば、メンバー 1
は、ブレンドレート 0.070737 USD で 14,000 GB のストレージ (または 70.737 USD で 14 TB) を使用
しており、ブレンドコストは 990.318 USD になります。

Amazon EC2 のブレンドレートの計算
以下の例では、一括請求ロジックで管理アカウントに Amazon EC2 コストを集計し、それを使用比率に基
づいてメンバーアカウントに配分する方法を示しています。この例では、すべての使用量が同じ使用タイ
プであり、同じアベイラビリティーゾーンで発生し、リザーブドインスタンスの期間が同じです。この例
の対象は、完全な前払いと部分的な前払いのリザーブドインスタンスです。
次の表に、Amazon EC2 の月間 720 時間（30 日）の使用についての明細項目の計算を表す明細項目を示
します。各インスタンスは、同じアベイラビリティーゾーンで実行される同じ使用タイプ (t2.small) で
す。組織は、3 つのリザーブドインスタンスを 1 年分購入しています。メンバーアカウント 1 には 3 つ
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のリザーブドインスタンスがあります。メンバーアカウント 2 にはリザーブドインスタンスはありません
が、オンデマンドのインスタンスを使用しています。
明細項
目アカ
ウント

請求タ
イプ

使用タ
イプ

管理ア
カウン
ト

RI、す
べて前
払い

前払い
料金

月額コ
スト

使用可
能な使
用法

使用量

非ブ
レンド
レート

非ブレ
ンドコ
スト

ブレン
ドレー
ト

ブレン
ドコス
ト

t2.small 274.00
USD

0.00
USD

-

1440

-

-

-

-

RI、一
部前払
い

t2.small 70.00
USD

5.84
USD

-

720

-

-

-

-

メン
バーア
カウン
ト1

RI 適用
済み

t2.small -

-

1440

1440

0.00
USD

0.00
USD

0.00575 8.28
USD
USD

RI 適用
済み

t2.small -

-

720

720

0.00
USD

0.00
USD

0.00575 4.14
USD
USD

メン
バーア
カウン
ト2

オンデ
マンド

t2.small -

-

-

720

0.023
USD

16.56
USD

0.00575 4.14
USD
USD

2160

2880

合計

16.56
USD

16.56
USD

前記の表のデータは、次の情報を表しています。
• 組織は、1,440 時間のリザーブドインスタンスキャパシティーを完全な前払いレートで購入しました (2
つの EC2 インスタンス)。
• 組織は、720 時間のリザーブドインスタンスキャパシティーを一部前払いレートで購入しました (1 つの
EC2 インスタンス)。
• メンバーアカウント 1 は、2 つの完全な前払いリザーブドインスタンスおよび 1 つの部分的な前払いリ
ザーブドインスタンスを合計 2,160 時間使用しています。メンバーアカウント 2 は、オンデマンドイ
ンスタンスを 720 時間使用しています。組織の合計使用量は、合計 2,880 時間 (2160 + 720 = 2,880) で
す。
• 3 つのリザーブドインスタンスの非ブレンドレートは、0.00 USD です。RI の料金はブレンドレートの
計算には使用しないため、非ブレンドレートは常に 0.00 USD になります。
• オンデマンドインスタンスの非ブレンドレートは、0.023 USD です。非ブレンドレートは、製品の現在
の価格に関連付けられます。前の表の情報を使用してこれらを検証することはできません。
• ブレンドレートを算出するには、合計コスト (16.56 USD) を Amazon EC2 の合計使用時間 (2,880 時間)
で除算します。これにより、1 時間あたり 0.005750000 USD が発生します。

AWS Support でのアカウントの AWS
Organizations 料金
AWS では、各メンバーアカウントのそれぞれに対して AWS Support の料金を算出します。通常、メン
バーアカウントに対する AWS Support のサブスクリプションは、組織全体には適用されません。アカウン
トごとに個別にサブスクライブします。エンタープライズサポートプランをご契約の場合は、毎月の請求
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に複数のアカウントをまとめて含めることができます。開発者、ビジネス、エンタープライズのサポート
プランの月額料金は、各月の AWS の使用量に基づき、月間最低量を条件とします。リザーブドインスタ
ンスと Savings Plan の購入に関連する AWS Support の料金は、購入を行った連結アカウントに適用され
ます。詳細については、「AWS Support のプランの料金」を参照してください。
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AWS Billing and Cost Management
でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS Billing and Cost Management に適用するコンプライアンスプログラム
の詳細については、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照くださ
い。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。
このドキュメントは、請求情報とコスト管理を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するの
に役立ちます 以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために請求情
報とコスト管理を設定する方法を示します。また、請求情報とコスト管理リソースのモニタリングや保護
に役立つ他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• AWS Billing and Cost Management でのデータ保護 (p. 125)
• AWS Billing 用の AWS Identity and Access Management (p. 126)
• AWS Billing and Cost Managementでのログ記録とモニタリング (p. 151)
• AWS Billing and Cost Management のコンプライアンス検証 (p. 157)
• AWS Billing and Cost Management での耐障害性 (p. 157)
• AWS Billing and Cost Management 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 158)

AWS Billing and Cost Management でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Billing and Cost Management でのデータ保護に適用されます。このモデル
で説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対す
る管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構
成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある
質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿され
た「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
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それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど
の自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、
または AWS で請求情報とコスト管理または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。タグまたは
名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

AWS Billing 用の AWS Identity and Access
Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に リソースの使用
を許可 (許可を持たせる) するかを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS のサービス で
す。
請求コンソールへのアクセス権のアクティベートを開始するには、IAM ユーザーガイドの「チュートリア
ル: 請求コンソールへのアクセス権の委任]を参照してください。
トピック
• 対象者 (p. 126)
• アクセス許可の管理の概要 (p. 128)
• AWS Billing でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 130)
• AWS Billing ポリシーの例 (p. 137)

対象者
IAM の用途は、AWS Billing で行う作業によって異なります。
サービスユーザー – ジョブを実行するために AWS Billing サービスを使用する場合は、管理者が必要なア
クセス許可と認証情報を用意します。請求情報とコスト管理機能をさらに使用する場合、追加の許可が必
要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者に適切なアクセス許可をリクエスト
するのに役に立ちます。
サービス管理者 – AWS Billing リソースの請求を担当している場合は、通常、AWS Billing へのフルアクセ
スがあります。お客様には、従業員がアクセスする AWS Billing 機能とリソースを決定する責任がありま
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す。また、サービスユーザーの許可を変更するリクエストを IAM 管理者に送信する責任もあります。この
ページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。
IAM 管理者 – お客様がIAM 管理者である場合、AWS Billing へのアクセスを管理するポリシーの作成方法
の詳細について確認する場合があります。
この表は、AWS Billing で請求ユーザーの種類ごとに許可されるデフォルトのアクションをまとめたもので
す。

ユーザータイプと請求に対するアクセス許可
ユーザーのタイプ

説明

請求に対するアクセス許可

アカウント所有者

アカウントをセットアップした
人物 (名義人) またはエンティ
ティ。

• すべての請求情報とコスト管
理リソースを完全に制御でき
ます。
• AWS 料金の毎月の請求書を受
け取ります。

IAM ユーザー

アカウント所有者または管理
ユーザーによって、アカウント
のユーザーとして定義された人
物またはアプリケーション。ア
カウントには、複数の IAM ユー
ザーを含めることができます。

• ユーザー単位またはユーザー
グループ単位で明示的に付与
された権限を有します。
• 請求情報とコスト管理コ
ンソールページを表示する
許可を付与されることがで
きます。詳細については、
「アクセス許可の管理の概
要 (p. 128)」を参照してくだ
さい。
• アカウントを解約することは
できません。

組織管理アカウント所有者

AWS Organizations 管理アカウ
ントに関連付けられている人物
またはエンティティ。管理アカ
ウントが、組織内のメンバーア
カウントによる AWS 使用に対す
る支払いを行います。

• 管理アカウントについての
み、すべての請求情報とコス
ト管理リソースを完全に制御
できます。
• 管理アカウントとメンバーア
カウントの両方に対する AWS
料金の毎月の請求を受け取り
ます。
• 管理アカウントの請求レポー
トで、メンバーアカウントの
アクティビティを参照できま
す。

組織のメンバーアカウント所有
者

AWS Organizations のメンバー
アカウントに関連付けられてい
る個人または団体。管理アカウ
ントが、組織内のメンバーアカ
ウントによる AWS 使用に対する
支払いを行います。

• 使用状況レポートまたはアク
ティビティは、当のアカウン
トに関するもののみ参照でき
ます。組織内の他のメンバー
アカウントまたは管理アカウ
ントの使用状況レポートやア
カウントアクティビティには
アクセスできません。
• 請求レポートを表示する権限
はありません。
• 当のアカウントに関する情報
のみ更新できます。他のメン
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ユーザーのタイプ

説明

請求に対するアクセス許可
バーアカウントまたは管理ア
カウントにはアクセスできま
せん。

アクセス許可の管理の概要
AWS Billing は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスと連携することで、組織内の誰が
AWS Billing コンソールの特定のページにアクセスできるかを制御できるようにします。請求書、および料
金、アカウントアクティビティ、予算、支払方法、クレジットに関する詳細情報へのアクセスを制御でき
ます。
AWS Billing コンソールへのアクセスをアクティベートする手順については、IAM ユーザーガイドの
「チュートリアル: 請求コンソールへのアクセス権の委任」を参照してください。
トピック
• 請求の情報およびツールへのアクセス許可 (p. 128)
• AWS Billing コンソールへのアクセスのアクティブ化 (p. 128)

請求の情報およびツールへのアクセス許可
AWS アカウントの所有者は、アカウントのパスワードを使用して AWS Management Console にサイン
インすることで、請求情報とツールにアクセスできます。アカウントへの日常的なアクセスにアカウント
のパスワードを使用したり、アカウントの認証情報を他のユーザーと共有したりすることはお勧めしませ
ん。
代わりに、アカウントにアクセスする必要があるすべてのユーザーに対して IAM ユーザーと呼ばれる特別
なユーザー ID を作成してください。これにより、ユーザー別のサインイン情報は異なるため、必要な許可
のみをユーザー別に付与できます。具体的には、請求の情報とツールの一部への制限されたアクセス権を
一部のユーザーに付与できます。次に、すべての情報とツールへの完全なアクセス権を他のユーザーに付
与できます。(アカウントの所有者も IAM ユーザー ID を使用してアカウントにアクセスすることもお勧め
します。)
デフォルトでは、IAM ユーザーには AWS Billing コンソールへのアクセス権がありません。所有者または
アカウント管理者がユーザーにアクセスを許可する必要があります。これを行うには、請求コンソールへ
の IAM ユーザーアクセスをアクティベートし、IAM ポリシーをユーザーにアタッチします。管理ポリシー
またはカスタムポリシーのどちらでも使用できます。その後、IAM ポリシーを有効にするには、IAM ユー
ザーアクセスをアクティベートする必要があります。IAM ユーザーアクセスのアクティベートは一度のみ
必要です。

Note
IAM は AWS アカウントの機能です。IAM と統合された製品にサインアップ済みである場合
は、IAM にサインアップするために、他に何もする必要はありません。また、IAM の使用に対し
て料金が請求されることもありません。
Cost Explorer の許可は、IAM ポリシーに関係なくすべてのアカウントとメンバーアカウントに適
用されます。Cost Explorer へのアクセスの詳細については、「AWS Cost Explorer のアクセスの
制御」を参照してください。

AWS Billing コンソールへのアクセスのアクティブ化
デフォルトでは、AWS アカウント内の IAM ユーザーおよびロールは、請求コンソールページにアクセス
できません。これは、IAM ユーザーまたはロールに、特定の請求機能へのアクセス権を付与する IAM ポ
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リシーがある場合でも当てはまります。AWS アカウントのルートユーザーは、[IAM アクセスをアクティ
ベートする] 設定を使用して、IAM ユーザーおよびロールに、請求コンソールページへのアクセスを許可で
きます。
請求コンソールで、[IAM アクセスをアクティベートする] 設定により、以下のページへの IAM ユーザーと
ロールのアクセスを制御します。
• ホーム
• Cost Explorer
• 予算
• Budgets レポート
• AWS コストと使用状況レポート
• Cost Categories
• コスト配分タグ
• 請求書
• 支払い
• クレジット
• 発注書
• 請求設定
• 支払い方法
• 税金設定
コスト管理コンソールで、[IAM アクセスをアクティベートする] 設定により、以下のページへの IAM ユー
ザーとロールのアクセスを制御します。
• ホーム
• Cost Explorer
• レポート
• 適切なサイズ設定に関する推奨事項
• Savings Plans に関する推奨事項
• Savings Plans 使用率レポート
• Savings Plans カバレッジレポート
• 予約の概要
• 予約の推奨事項
• 予約使用率レポート
• 予約カバレッジレポート
• 設定

Important
IAM アクセスをアクティベートするだけでは、これらの請求ンソールページに必要な許可は IAM
ユーザーとロールに付与されません。IAM アクセスのアクティベートに加えて、必要な IAM ポリ
シーをこれらのユーザーまたはロールにアタッチする必要があります。詳細については、「AWS
Billing でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 130)」を参照して
ください。
[IAM アクセスをアクティベートする] 設定では、次のページおよびリソースへのアクセスを制御しませ
ん。
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• AWS コスト異常検出、Savings Plans 概要、Savings Plans 在庫、Savings Plans 購入および Savings
Plans カートのコンソールページ
• AWS Console Mobile Applicationの [コスト管理] ビュー
• 請求 SDK API (AWS Cost Explorer、AWS Budgets、および AWS コストと使用状況レポート API)
• AWS Systems Manager Application Manager および AWS コンソールのコストと使用状況ウィジェッ
ト。
[IAM アクセスをアクティベートする] 設定をアクティベートするには、ルートユーザーの認証情報を使用
して AWS アカウントにログインしてから、マイアカウントページで設定を選択する必要があります。請
求コンソールページへの IAM ユーザーおよびロールのアクセスを許可する各アカウントで、この設定を
アクティベートします。AWS Organizations を使用する場合は、コンソールページへの IAM ユーザーと
ロールのアクセスを許可する各管理アカウントまたはメンバーアカウントでこの設定をアクティベートし
ます。

Note
[IAM アクセスをアクティベートする] 設定は、管理者アクセス権を持つ IAM ユーザーでは使用で
きません。この設定は、アカウントのルートユーザーのみが使用できます。
[IAM アクセスをアクティベートする] 設定がアクティベートされていない場合、アカウントの IAM ユー
ザーおよびロールは請求コンソールページにアクセスできません。これは、管理者アクセス権または必要
な IAM ポリシーがある場合でも当てはまります。

請求情報とコスト管理コンソールへの IAM ユーザーおよびロールのアクセスをアクティベートす
るには
1.
2.
3.
4.
5.

ルートアカウント認証情報 (具体的には、AWS アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパス
ワード) で AWS マネジメントコンソール にサインインします。
ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから、[マイアカウント] を選択します。
[IAM User and Role Access to Billing Information] の横で、[Edit] を選択します。
[Activate IAM Access] (アクセスのアクティブ化) チェックボックスをオンにして、Billing and Cost
Management ページへのアクセスをアクティブ化します。
[Update] (更新) を選択します。

IAM アクセスをアクティベートした後は、必要な IAM ポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッ
チする必要もあります。IAM ポリシーでは、特定の請求機能へのアクセス権を付与または拒否できま
す。詳細については、「AWS Billing でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用す
る (p. 130)」を参照してください。

AWS Billing でアイデンティティベースのポリシー
(IAM ポリシー) を使用する
このトピックでは、ID ベースのポリシーの例をいくつか示します。これらのポリシーの例として、アカウ
ント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に許可ポリシーをアタッチし、請求リ
ソースに対するオペレーションを実行するための許可を付与する方法を示します。
AWS アカウントと IAM ユーザーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM とは」を参照してくだ
さい。
カスタマーマネージドポリシーを更新する方法については、IAM ユーザーガイドの「カスタマーマネージ
ドポリシーの編集 (コンソール)」を参照してください。
トピック
• AWS Billing アクションポリシー (p. 131)
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• マネージドポリシー (p. 136)

AWS Billing アクションポリシー
次の表は、請求の情報およびツールへのアクセス権を IAM ユーザーに与えるか拒否する許可をまとめ
たものです。これらのアクセス許可を使用するポリシーの例については、「AWS Billing ポリシーの
例 (p. 137)」を参照してください。
AWS Cost Management コンソールのアクションポリシーの一覧については、AWS Cost Management
ユーザーガイドの「AWS Cost Management アクションポリシー」を参照してください。
アクセス許可名

説明

aws-portal:ViewBilling

請求情報とコスト管理コンソールページを表示す
る許可を IAM ユーザーに与えるか拒否します。

aws-portal:ModifyBilling

次の請求情報とコスト管理コンソールページを変
更する許可を IAM ユーザーに与えるか拒否しま
す。
• 予算
• 一括請求
• 請求設定
• クレジット
• 税金設定
• 支払い方法
• 発注書
• Cost Allocation Tags
IAM ユーザーにこれらのコンソールページの
変更を許可するには、ModifyBilling と
ViewBilling の両方を許可する必要があります。
ポリシーの例については、「請求情報の変更を
IAM ユーザーに許可する (p. 142)」を参照してく
ださい。

aws-portal:ViewAccount

アカウント設定を表示するアクセス権限を IAM
ユーザーに与えるか拒否します。

aws-portal:ModifyAccount

アカウント設定を変更する許可を IAM ユーザーに
与えるか拒否します。
IAM ユーザーにアカウント設定の変更を許可する
には、ModifyAccount と ViewAccount の両方
を許可する必要があります。
[アカウント設定] コンソールページへのアクセス
を IAM ユーザーに明示的に拒否するポリシーの例
については、「アカウント設定へのアクセスは拒
否するが、その他の請求および使用情報へのフル
アクセスは許可する (p. 143)」を参照してくださ
い。
支払い方法を表示する許可を IAM ユーザーに与え
るか拒否します。

aws-portal:ViewPaymentMethods
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アクセス許可名

説明

aws-portal:ModifyPaymentMethods

支払い方法を変更する許可を IAM ユーザーに与え
るか拒否します。
ユーザーに支払い方法の変更を許可す
るには、ModifyPaymentMethods と
ViewPaymentMethods の両方を許可する必要が
あります。
見積もりの請求グループの請求情報の取得を、
ユーザーに許可または拒否します。[Bills] (請求)
ページの AWS Billing Conductor、または [AWS
Cost and Usage Reports] ( コストと使用状況レ
ポート) を使用して作成されています。

billing:ListBillingViews

請求グループに関する詳細な情報は、AWS Billing
Conductor ユーザーガイドの「請求グループの詳
細の表示」を参照してください。
sustainability:GetCarbonFootprintSummaryIAM ユーザーが AWS Customer Carbon Footprint
Tool とデータを表示することを許可または拒否し
ます。これには、請求とコスト管理コンソールの
[AWS Cost and Usage Reports] (AWS コストと使
用状況レポート) ページからアクセスできます。
ポリシーの例については、「IAM ユーザーが請求
情報とカーボンフットプリントレポートを表示で
きるようにする (p. 139)」を参照してください。
AWS コストと使用状況レポートを表示する許可を
IAM ユーザーに与えるか拒否します。

cur:DescribeReportDefinitions

AWS コストと使用状況レポートの許可は、AWSコ
ストと使用状況レポートサービスAPI および請求
情報とコスト管理コンソールを使用して作成され
たすべてのレポートに適用されます。請求情報と
コスト管理コンソールを使用してレポートを作成
する場合、IAM ユーザーの許可を更新することを
お勧めします。許可を更新しないと、ユーザーが
コンソールのレポートページでレポートの表示、
編集、削除を行うアクセス権を失うことになりま
す。
ポリシーの例については、「レポートコンソー
ルページへのアクセスを IAM ユーザーに許可す
る (p. 139)」を参照してください。
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アクセス許可名

説明

cur:PutReportDefinition

AWS コストと使用状況レポートを作成する許可を
IAM ユーザーに与えるか拒否します。
AWS コストと使用状況レポートの許可は、AWSコ
ストと使用状況レポートサービスAPI および請求
情報とコスト管理コンソールを使用して作成され
たすべてのレポートに適用されます。請求情報と
コスト管理コンソールを使用してレポートを作成
する場合、IAM ユーザーの許可を更新することを
お勧めします。許可を更新しないと、ユーザーが
コンソールのレポートページでレポートの表示、
編集、削除を行うアクセス権を失うことになりま
す。
ポリシーの例については、「レポートコンソー
ルページへのアクセスを IAM ユーザーに許可す
る (p. 139)」を参照してください。
AWS コストと使用状況レポートを削除する許可を
IAM ユーザーに与えるか拒否します。

cur:DeleteReportDefinition

AWS コストと使用状況レポートの許可は、AWSコ
ストと使用状況レポートサービスAPI および請求
情報とコスト管理コンソールを使用して作成され
たすべてのレポートに適用されます。請求情報と
コスト管理コンソールを使用してレポートを作成
する場合、IAM ユーザーの許可を更新することを
お勧めします。許可を更新しないと、ユーザーが
コンソールのレポートページでレポートの表示、
編集、削除を行うアクセス権を失うことになりま
す。
ポリシーの例については、「AWS コストと使
用状況レポートの作成、表示、編集、または削
除 (p. 145)」を参照してください。
AWS コストと使用状況レポートを変更する許可を
IAM ユーザーに与えるか拒否します。

cur:ModifyReportDefinition

AWS コストと使用状況レポートの許可は、AWSコ
ストと使用状況レポートサービスAPI および請求
情報とコスト管理コンソールを使用して作成され
たすべてのレポートに適用されます。請求情報と
コスト管理コンソールを使用してレポートを作成
する場合、IAM ユーザーの許可を更新することを
お勧めします。許可を更新しないと、ユーザーが
コンソールのレポートページでレポートの表示、
編集、削除を行うアクセス権を失うことになりま
す。
ポリシーの例については、「AWS コストと使
用状況レポートの作成、表示、編集、または削
除 (p. 145)」を参照してください。
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アクセス許可名

説明

ce:CreateCostCategoryDefinition

コストカテゴリを作成する許可を IAM ユーザーに
与えるか拒否します。
ポリシーの例については、「Cost Categories の表
示と管理」を参照してください。

ce:DeleteCostCategoryDefinition

コストカテゴリを削除する許可を IAM ユーザーに
与えるか拒否します。
ポリシーの例については、「Cost Categories の表
示と管理」を参照してください。

ce:DescribeCostCategoryDefinition

コストカテゴリを表示する許可を IAM ユーザーに
与えるか拒否します。
ポリシーの例については、「Cost Categories の表
示と管理」を参照してください。
コストカテゴリを一覧表示する許可を IAM ユー
ザーに与えるか拒否します。

ce:ListCostCategoryDefinitions

ポリシーの例については、「Cost Categories の表
示と管理」を参照してください。
ce:UpdateCostCategoryDefinition

コストカテゴリを更新する許可を IAM ユーザーに
与えるか拒否します。
ポリシーの例については、「Cost Categories の表
示と管理」を参照してください。
AWS 使用状況レポートを表示する許可を IAM
ユーザーに与えるか拒否します。

aws-portal:ViewUsage

使用状況レポートの表示を IAM ユーザーに許可す
るには、ViewUsage と ViewBilling の両方を許
可する必要があります。
ポリシーの例については、「レポートコンソール
ページへのアクセスを IAM ユーザーに許可する」
を参照してください。
AWS サービスの製品と価格を AWS Price List サー
ビス API で表示する許可を IAM ユーザーに与える
か拒否します。

pricing:DescribeServices

AWS Price List サービス API の使
用を IAM ユーザーに許可するに
は、DescribeServices、GetAttributeValues、
および GetProducts を許可する必要がありま
す。
ポリシーの例については、「製品と価格の検索」
を参照してください。
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アクセス許可名

説明

pricing:GetAttributeValues

AWS サービスの製品と価格を AWS Price List サー
ビス API で表示する許可を IAM ユーザーに与える
か拒否します。
AWS Price List サービス API の使
用を IAM ユーザーに許可するに
は、DescribeServices、GetAttributeValues、
および GetProducts を許可する必要がありま
す。
ポリシーの例については、「製品と価格の検索」
を参照してください。
AWS サービスの製品と価格を AWS Price List サー
ビス API で表示する許可を IAM ユーザーに与える
か拒否します。

pricing:GetProducts

AWS Price List サービス API の使
用を IAM ユーザーに許可するに
は、DescribeServices、GetAttributeValues、
および GetProducts を許可する必要がありま
す。
ポリシーの例については、「製品と価格の検索」
を参照してください。
purchase-orders:ViewPurchaseOrders

発注書 (p. 59)を表示する許可を IAM ユーザーに与
えるか拒否します。
ポリシーの例については、「発注書の表示と管
理」を参照してください。

purchase-orders:ModifyPurchaseOrders

発注書 (p. 59)を変更する許可を IAM ユーザーに与
えるか拒否します。
ポリシーの例については、「発注書の表示と管
理」を参照してください。
IAM ユーザーに対し、税金コンソールごとに免除
と免除タイプを表示するための読み取り専用アク
セスを許可します。

tax:GetExemptions

ポリシーの例については、「IAM ユーザーに、米
国の免税の表示と AWS Support ケースの作成を許
可します」を参照してください。
IAM ユーザーが米国の免税コンソールに免税申請
をアップロードすることを許可します。

tax:UpdateExemptions

ポリシーの例については、「IAM ユーザーに、米
国の免税の表示と AWS Support ケースの作成を許
可します」を参照してください。
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アクセス許可名

説明

support:CreateCase

IAM ユーザーがサポートケースを提出することを
許可します。免税コンソールから免税申請をアッ
プロードする必要があります。
ポリシーの例については、「IAM ユーザーに、米
国の免税の表示と AWS Support ケースの作成を許
可します」を参照してください。
IAM ユーザーが、免税コンソールに免税証明書を
アップロードするために必要なサポートケースに
ドキュメントを添付できるようにします。

support:AddAttachmentsToSet

ポリシーの例については、「IAM ユーザーに、米
国の免税の表示と AWS Support ケースの作成を許
可します」を参照してください。

マネージドポリシー
マネージドポリシーは、AWS アカウント内の複数のユーザー、グループ、およびロールにアタッチできる
スタンドアロンアイデンティティベースのポリシーです。AWS マネージドポリシーを使用して、請求でア
クセスを制御できます。
AWS マネージドポリシーは、AWS によって作成され、管理されるスタンドアロンポリシーです。AWS
マネージドポリシーは、多くの一般的ユースケースで許可を提供できるように設計されています。AWS マ
ネージドポリシーは、ポリシーを自身で記述する必要がある場合よりも簡単に、適切な許可をユーザー、
グループ、およびロールに割り当てられるようにします。
AWS マネージドポリシーで定義されている許可は変更できません。AWS は、AWS 管理ポリシーで定義
されている許可を不定期に更新します。行われた更新は、ポリシーがアタッチされているすべてのプリン
シパルエンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。
請求は、一般的ユースケースでいくつかの AWS マネージドポリシーを提供します。

請求コンソールへのフルアクセスを許可し、発注を管理する
マネージドポリシー名: AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
このマネージドポリシーは、請求コンソールと発注コンソールへのフルアクセスを許可します。このポリ
シーにより、ユーザーはアカウントの発注書を表示、作成、更新、削除できます。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"aws-portal:*Billing",
"purchase-orders:*PurchaseOrders"
],
"Resource":"*"
}
]
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AWS Billing マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Billing マネージドポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS Billing [Document
history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。
変更

説明

日付

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
AWS(p.
Billing
136) により不要な許可が
- 既存のポリシーの更新
削除されました。

2021 年 11 月 18 日

AWS Billing は変更の追跡を開始
しました

2021 年 11 月 18 日

AWS Billing が AWS マネージド
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました。

AWS Billing ポリシーの例
このトピックには、アカウントの請求の情報とツールへのアクセスを制御するために IAM ユーザーまた
はグループに適用できるポリシーの例が含まれています。以下の基本ルールは、請求情報とコスト管理の
IAM ポリシーに適用されます。
• Version は常に 2012-10-17 です。
• Effect は常に Allow または Deny です。
• Action はアクションまたはワイルドカード (*) の名前です。
アクションプレフィックスは、AWS Budgetsでは budgets、AWS コストと使用状況レポートでは
cur、AWS 請求では aws-portal、または Cost Explorer では ce です。
• Resource は、AWS の請求に対して常に * になります。
budget リソースで実行されるアクションの場合、予算の Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。
• 1 つのポリシーで複数のステートメントを使用できます.
AWS Cost Management コンソールのアクションポリシーの一覧については、AWS Cost Management
ユーザーガイドの「AWS Cost Management ポリシーの例」を参照してください。

Note
これらのポリシーを使用するには、コンソールの [Account Settings (アカウント設定)] ページで請
求情報とコスト管理コンソールへの IAM アクセスをアクティベートする必要があります。詳細に
ついては、「AWS Billing コンソールへのアクセスのアクティブ化 (p. 128)」を参照してくださ
い。
トピック
• 請求情報の表示を IAM ユーザーに許可する (p. 138)
• IAM ユーザーが請求情報とカーボンフットプリントレポートを表示できるようにする (p. 139)
• レポートコンソールページへのアクセスを IAM ユーザーに許可する (p. 139)
• 請求とコスト管理コンソールへの IAM ユーザーアクセスを拒否する (p. 140)
• AWS コンソールのコストと使用状況ウィジェットへのメンバーアカウントのアクセスを拒否す
る (p. 140)
• AWS コンソールのコストと使用状況ウィジェットへの特定の IAM ユーザーおよびロールのアクセス
を拒否する (p. 140)
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• IAM ユーザーが請求情報を表示することを許可するが、カーボンフットプリントレポートへのアクセ
スは拒否する (p. 141)
• IAM ユーザーがカーボンフットプリントレポートにアクセスすることを許可するが、請求情報へのア
クセスは拒否する (p. 141)
• AWS サービスへのフルアクセスを許可するが、請求とコスト管理コンソールへの IAM ユーザーアク
セスは拒否する (p. 141)
• アカウント設定を除き、請求とコスト管理コンソールの表示を IAM ユーザーに許可する (p. 142)
• 請求情報の変更を IAM ユーザーに許可する (p. 142)
• アカウント設定へのアクセスは拒否するが、その他の請求および使用情報へのフルアクセスは許可す
る (p. 143)
• レポートを Amazon S3 バケットにデポジットする (p. 143)
• 製品と価格の検索 (p. 144)
• コストと使用状況の表示 (p. 144)
• AWS リージョンの有効化または無効化 (p. 144)
• Cost Categories の表示と管理 (p. 144)
• AWS コストと使用状況レポートの作成、表示、編集、または削除 (p. 145)
• 発注書の表示と管理 (p. 145)
• Cost Explorer 設定ページの表示と更新 (p. 146)
• Cost Explorer レポートページを使用した表示、作成、更新、および削除 (p. 147)
• 予約およびSavings Plans アラートの表示、作成、更新、および削除 (p. 148)
• AWS コスト異常検出への読み取り専用アクセスを許可する (p. 149)
• AWS IAM ポリシーと SCP の適用を Budgets に許可する (p. 150)
• IAM ポリシーと SCP の適用、および EC2 と RDS インスタンスの目標化を AWS Budgets に許可す
る (p. 150)
• IAM ユーザーに、米国の免税の表示と AWS Support ケースの作成を許可します (p. 151)

請求情報の表示を IAM ユーザーに許可する
アカウントの機密扱い情報に対する IAM ユーザーアクセスを与えずに IAM ユーザーが請求情報を表示で
きるようにするには、次のサンプルポリシーのようなポリシーを使用します。このようなポリシーによ
り、ユーザーはパスワードおよびアカウントアクティビティレポートにアクセスできなくなります。この
ポリシーでは、次の請求情報とコスト管理コンソールページを表示する許可を IAM ユーザーに与えます
が、アカウント設定コンソールページとレポートコンソールページに対するアクセス権は与えません。
• ダッシュボード
• Cost Explorer
• 請求書
• 注文と請求書
• 一括請求
• Preferences (設定)
• クレジット
• 前払い

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
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}

]

}

"Resource": "*"

IAM ユーザーが請求情報とカーボンフットプリントレポートを表
示できるようにする
IAM ユーザーが請求情報とカーボンフットプリントレポートを表示することを許可するには、次の例の
ようなポリシーを使用します。このポリシーにより、ユーザーはパスワードおよびアカウントアクティ
ビティレポートにアクセスできなくなります。このポリシーでは、次の請求情報とコスト管理コンソール
ページを表示する許可を IAM ユーザーに与えますが、アカウント設定コンソールページとレポートコン
ソールページに対するアクセス権は与えません。
• ダッシュボード
• Cost Explorer
• 請求書
• 注文と請求書
• 一括請求
• Preferences (設定)
• クレジット
• 前払い
• [AWS Cost and Usage Reports] (AWS コストと使用状況レポート) ページの AWS 顧客カーボンフット
プリントツールセクション

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
},
{"Effect": "Allow",
"Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
"Resource": "*"
}
]

レポートコンソールページへのアクセスを IAM ユーザーに許可
する
コンソールの [Reports (レポート)] ページにアクセスして、アカウントアクティビティ情報が含まれてい
る使用状況レポートを表示することを IAM ユーザーに許可するには、次の例のようなポリシーを使用しま
す。
各アクションの定義については、「AWS Billing アクションポリシー」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewUsage",
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"aws-portal:ViewBilling",
"cur:DescribeReportDefinitions",
"cur:PutReportDefinition",
"cur:DeleteReportDefinition",
"cur:ModifyReportDefinition"

}

]

}

],
"Resource": "*"

請求とコスト管理コンソールへの IAM ユーザーアクセスを拒否
する
すべての請求情報とコスト管理コンソールページへの IAM ユーザーアクセスを明示的に拒否するには、次
の例のようなポリシーを使用します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:*",
"Resource": "*"
}
]

AWS コンソールのコストと使用状況ウィジェットへのメンバー
アカウントのアクセスを拒否する
コストと使用状況のデータへのメンバーアカウント (連結アカウント) のアクセスを制限するには、管
理アカウント (支払いアカウント) を使用して Cost Explorer の設定タブにアクセスし、[Linked Account
Access] (連結アカウントのアクセス) のチェックを外します。これにより、Cost Explorer (AWS Cost
Management) コンソール、Cost Explorer API、および AWS コンソールのホームページ上のコストと使用
状況ウィジェットからの、コストおよび使用状況データへのアクセスが拒否されます。これは、メンバー
アカウントの IAM ユーザーまたはロールが持つ IAM アクションに影響されません。

AWS コンソールのコストと使用状況ウィジェットへの特定の
IAM ユーザーおよびロールのアクセスを拒否する
AWS コンソールのコストと使用状況ウィジェットへの特定の IAM ユーザーおよびロールのアクセスを拒
否するには、次のようなアクセス許可ポリシーを使用します。

Note
このポリシーを IAM ユーザーまたはロールに追加すると、Cost Explorer (AWS Cost
Management) コンソールおよび Cost Explorer API へのユーザーのアクセスが拒否されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ce:*",
"Resource": "*"
}
]
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}

IAM ユーザーが請求情報を表示することを許可するが、カーボン
フットプリントレポートへのアクセスは拒否する
IAM ユーザーが請求とコスト管理コンソールの両方の請求情報を利用することを許可するが、AWS
Customer Carbon Footprint Tool へのアクセスは許可しません。このツールは、[AWS Cost and Usage
Reports] (AWS コストと使用状況レポート) ページにあります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
},
{"Effect": "Deny",
"Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
"Resource": "*"
}
]

IAM ユーザーがカーボンフットプリントレポートにアクセスする
ことを許可するが、請求情報へのアクセスは拒否する
IAM ユーザーが [AWS Cost and Usage Reports] (AWS コストと使用状況レポート) ページで AWS 顧客
カーボンフットプリントツールにアクセスすることを許可しますが、請求とコスト管理コンソールで請求
情報を表示するためのアクセス権は拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:ViewBilling",
"Resource": "*"
},
{"Effect": "Allow",
"Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
"Resource": "*"
}
]

AWS サービスへのフルアクセスを許可するが、請求とコスト管
理コンソールへの IAM ユーザーアクセスは拒否する
コンソールのすべてへの IAM ユーザーアクセスを拒否するには、次のポリシーを使用します。請求情報と
ツールへのアクセス権を制御するポリシーへのユーザーアクセスを AWS Identity and Access Management
(IAM) に拒否します。

Important
このポリシーは、一切のアクションを許可しません。特定のアクションを許可する他のポリシー
と組み合わせてこのポリシーを使用します。
{

Version 2.0
141

AWS 請求 ユーザーガイド
AWS Billing ポリシーの例

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"aws-portal:*",
"iam:*"
],
"Resource": "*"
}
]

アカウント設定を除き、請求とコスト管理コンソールの表示を
IAM ユーザーに許可する
このポリシーでは、すべての請求情報とコスト管理コンソールへの読み取り専用アクセスを許可します。
これには、支払い方法およびレポートコンソールページが含まれます。ただし、このポリシーは、アカウ
ント設定ページへのアクセスを拒否します。これは、このポリシーがアカウントのパスワード、連絡先情
報、およびセキュリティの質問を保護することを意味します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:View*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:*Account",
"Resource": "*"
}
]

請求情報の変更を IAM ユーザーに許可する
請求情報とコスト管理コンソールのアカウント請求情報の変更を IAM ユーザーに許可するには、請求情
報を表示する許可も IAM ユーザーに与える必要があります。次のポリシー例では、一括請求、設定、およ
びクレジットコンソールページの変更を IAM ユーザーに許可します。さらに、次の請求情報とコスト管理
コンソールページを表示する許可も IAM ユーザーに与えます。
• ダッシュボード
• Cost Explorer
• 請求書
• 注文と請求書
• 前払い

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-portal:*Billing",
"Resource": "*"
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}

]

}

アカウント設定へのアクセスは拒否するが、その他の請求および
使用情報へのフルアクセスは許可する
アカウントのパスワード、連絡先情報、セキュリティの質問を保護するには、アカウント設定への IAM
ユーザーのアクセスを拒否しますが、&AB; コンソールのその他の機能に対するフルアクセスは引き続き有
効にできます。以下は、ポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:*Billing",
"aws-portal:*Usage",
"aws-portal:*PaymentMethods"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "aws-portal:*Account",
"Resource": "*"
}
]

レポートを Amazon S3 バケットにデポジットする
次のポリシーでは、ユーザーが AWS アカウントと Amazon S3 バケットの両方を持っている場合、請求
情報とコスト管理により詳細な AWS 請求を Amazon S3 バケットに保存することを許可します。このポリ
シーは、IAM ユーザーではなく Amazon S3 バケットに適用する必要があります。つまり、これはリソー
スベースのポリシーであり、ユーザーベースのポリシーではないからです。請求書にアクセスする必要が
ない IAM ユーザーに対しては、バケットへの IAM ユーザーアクセスを拒否することをお勧めします。
#####をユーザーのバケットの名前に置き換えます。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットポリシーとユーザーポリ
シーの使用」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "billingreports.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
},
{
"Effect": "Allow",
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}

}
]

"Principal": {
"Service": "billingreports.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"

製品と価格の検索
AWS Price Listサービス APIの使用を IAM ユーザーに許可するには、次のポリシーを使用してアクセス権
を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"pricing:DescribeServices",
"pricing:GetAttributeValues",
"pricing:GetProducts"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

コストと使用状況の表示
AWS Cost Explorer API の使用を IAM ユーザーに許可するには、次のポリシーを使用してアクセス権を付
与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ce:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

AWS リージョンの有効化または無効化
リージョンの有効化と無効化をユーザーに許可する IAM ポリシーの例については、IAM ユーザーガイドの
「AWS: AWS リージョンの有効化と無効化を許可する」を参照してください。

Cost Categories の表示と管理
Cost Categories の使用、表示、および管理を IAM ユーザーに許可するには、次のポリシーを使用してア
クセス権を付与します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:DescribeCostCategoryDefinition",
"ce:UpdateCostCategoryDefinition",
"ce:CreateCostCategoryDefinition",
"ce:DeleteCostCategoryDefinition",
"ce:ListCostCategoryDefinitions",
"ce:TagResource",
"ce:UntagResource",
"ce:ListTagsForResource",
"pricing:DescribeServices"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS コストと使用状況レポートの作成、表示、編集、または削
除
このポリシーでは、API を使用した sample-report の作成、表示、編集、または削除を IAM ユーザーに
許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageSampleReport",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cur:PutReportDefinition",
"cur:DeleteReportDefinition",
"cur:ModifyReportDefinition"
],
"Resource": "arn:aws:cur:*:123456789012:definition/sample-report"
},
{
"Sid": "DescribeReportDefs",
"Effect": "Allow",
"Action": "cur:DescribeReportDefinitions",
"Resource": "*"
}
]

発注書の表示と管理
このポリシーでは、発注書の表示と管理を IAM ユーザーに許可し、以下のポリシーを使用してアクセス権
を付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
"purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
],
"Resource": "*"

Cost Explorer 設定ページの表示と更新
このポリシーでは、Cost Explorer 設定ページの表示と更新を IAM ユーザーに許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:UpdatePreferences"
],
"Resource": "*"
}
]

次のポリシーでは、Cost Explorer の表示を IAM ユーザーに許可しますが、設定ページを表示または編集
する許可は拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:GetPreferences",
"ce:UpdatePreferences"
],
"Resource": "*"
}
]

次のポリシーでは、Cost Explorer の表示を IAM ユーザーに許可しますが、設定ページを編集する許可は
拒否します。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:UpdatePreferences"
],
"Resource": "*"
}
]

Cost Explorer レポートページを使用した表示、作成、更新、お
よび削除
このポリシーでは、Cost Explorer レポートページを使用した表示、作成、更新、および削除を IAM ユー
ザーに許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:CreateReport",
"ce:UpdateReport",
"ce:DeleteReport"
],
"Resource": "*"
}
]

次のポリシーでは、Cost Explorer の表示を IAM ユーザーに許可しますが、レポートページを表示または
編集する許可は拒否します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [

Version 2.0
147

AWS 請求 ユーザーガイド
AWS Billing ポリシーの例
"ce:DescribeReport",
"ce:CreateReport",
"ce:UpdateReport",
"ce:DeleteReport"

}

]

}

],
"Resource": "*"

次のポリシーでは、Cost Explorer の表示を IAM ユーザーに許可しますが、レポートページを編集する許
可は拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:CreateReport",
"ce:UpdateReport",
"ce:DeleteReport"
],
"Resource": "*"
}
]

予約およびSavings Plans アラートの表示、作成、更新、および
削除
このポリシーでは、予約の失効アラートおよびSavings Plansアラートの表示、作成、
更新、および削除を IAM ユーザーに許可します。予約の失効アラートまたは Savings
Plans アラートを編集するには、次の 3 つのきめ細かなアクションすべてが必要です:
ce:CreateNotificationSubscription、ce:UpdateNotificationSubscription、および
ce:DeleteNotificationSubscription。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:DeleteNotificationSubscription"
],
"Resource": "*"
}
]
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次のポリシーでは、Cost Explorer の表示を IAM ユーザーに許可しますが、予約の失効アラートおよ
びSavings Plansページを表示または編集する許可は拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:DescribeNotificationSubscription",
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:DeleteNotificationSubscription"
],
"Resource": "*"
}
]

次のポリシーでは、Cost Explorer の表示を IAM ユーザーに許可しますが、予約の失効アラートおよび
Savings Plans ページを編集する許可は拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:DeleteNotificationSubscription"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS コスト異常検出への読み取り専用アクセスを許可する
AWS コスト異常検出への読み取り専用アクセスを IAM ユーザーに許可するには、次のポリシーを使用し
てアクセス権を付与します。ce:ProvideAnomalyFeedback は読み取り専用アクセスの一部としてのオ
プションです。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ce:Get*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

AWS IAM ポリシーと SCP の適用を Budgets に許可する
このポリシーでは、AWSユーザーの代わっての IAM ポリシーとサービスコントロールポリシー (SCP) の
適用を Budgets に許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"organizations:AttachPolicy",
"organizations:DetachPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

IAM ポリシーと SCP の適用、および EC2 と RDS インスタンス
の目標化を AWS Budgets に許可する
このポリシーでは、IAM ポリシーとサービスコントロールポリシー (SCP) の適用、およびユーザーに代
わっての Amazon EC2 および Amazon RDS インスタンスの目標化を AWS Budgets に許可します。
信頼ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "budgets.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

許可ポリシー
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"organizations:AttachPolicy",
"organizations:DetachPolicy",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:StartDBInstance",
"rds:StopDBInstance",
"ssm:StartAutomationExecution"
],
"Resource": "*"
}
]

IAM ユーザーに、米国の免税の表示と AWS Support ケースの作
成を許可します
このポリシーでは、IAM ユーザーに対し、免税コンソールで免除証明書をアップロードするために米国の
免税の表示と AWS Support ケースの作成を許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-portal:*",
"tax:GetExemptions",
"tax:UpdateExemptions",
"support:CreateCase",
"support:AddAttachmentsToSet"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
}
]

AWS Billing and Cost Managementでのログ記録と
モニタリング
モニタリングは、AWS アカウントの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。請
求情報とコスト管理の使用状況をモニタリングするためのツールがいくつかあります。
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AWS コストと使用状況レポート
AWS コストと使用状況レポートは、AWS の使用状況を追跡し、アカウントに関連する推定請求額を示し
ます。各レポートには、AWS アカウントで使用する AWS 製品、使用タイプ、オペレーションの固有の組
み合わせごとに明細項目が表示されます。AWS コストと使用状況レポートは、時間単位または日単位で情
報を集計するようにカスタマイズできます。
AWS コストと使用状況レポートの詳細については、「コストと使用状況レポートガイド」を参照してくだ
さい。

AWS CloudTrail
請求情報とコスト管理は、請求情報とコスト管理でユーザー、ロール、または AWS サービスによって取
られたアクションのレコードを提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されます。CloudTrail は、
請求情報とコスト管理コンソールからの呼び出し、および請求情報とコスト管理 API へのコード呼び出し
を含む、請求情報とコスト管理のすべての書き込みおよび変更の API 呼び出しをイベントとしてキャプ
チャします。
AWS CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail を用いて請求情報とコスト管理 API コールをログに
記録する (p. 152) を参照してください。

AWS CloudTrail を用いて請求情報とコスト管理 API
コールをログに記録する
請求情報とコスト管理は、請求情報とコスト管理でユーザー、ロール、または AWS サービスによって取
られたアクションのレコードを提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されます。CloudTrail は、
請求情報とコスト管理の API コールをイベントとしてキャプチャします。これには、請求情報とコスト管
理コンソールからの呼び出しと請求情報とコスト管理 API からの呼び出しも含まれます。請求に関連する
CloudTrail イベントの完全なリストについては、「CloudTrail イベントを請求する (p. 152)」を参照して
ください。
証跡を作成する場合は、請求情報とコスト管理のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イ
ベントの継続的な配信を有効にすることができます 追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの
Event history (イベント履歴)で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、
請求情報とコスト管理に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時
などの詳細を確認できます。
設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。

CloudTrail イベントを請求する
このセクションでは、請求情報とコスト管理に関連する CloudTrail イベントの完全なリストを示していま
す。

Note
CreateCustomerCase、GetTaxExemptionTypes、および BatchGetTaxExemptions
のイベントソースは billingconsole.amazonaws.com の代わりに
taxconsole.amazonaws.com になります。
イベント名

定義

AcceptFxPaymentCurrencyTermsAndConditions
USD 以外の通貨での支払いに関する利用規約の承諾をログに記録します。
BatchGetTaxExemptions

アカウントおよびリンクされたアカウントの米国免税へのアクセスをログ
に記録します。
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イベント名

定義

CloseAccount

アカウントの閉鎖をログに記録します。

CreateCustomerCase

カスタマーサポートケースの作成を記録して、アカウントの米国の免税を
検証します。

CreateOrigamiReportPreference
コストと使用状況レポートの作成をログに記録します (管理アカウントの
み)。
DeleteOrigamiReportPreferences
コストと使用状況レポートの削除をログに記録します (管理アカウントの
み)。
DownloadCommercialInvoiceコマーシャルインボイスのダウンロードをログに記録します。
DownloadECSVForBillingPeriod
特定の請求期間の eCSV ファイル (月次使用状況レポート) のダウンロード
のログを作成します。
DownloadRegistrationDocument
税金登録文書のダウンロードをログに記録します。
DownloadTaxInvoice

タックスインボイスのダウンロードをログに記録します。

EnableBillingAlerts

予想請求額の CloudWatch 請求アラートの受信のオプトインをログに記録
します。

FindECSVForBillingPeriod

特定の請求期間における eCSV ファイルの取得をログに記録します。

GetAccountEDPStatus

アカウントの EDP ステータスの取得をログに記録します。

GetAddresses

アカウントの納税先住所、請求先住所、連絡先住所へのアクセスを記録し
ます。

GetAllAccounts

管理アカウントのすべてのメンバーアカウント番号へのアクセスを記録し
ます。

GetAllAccountDetails

管理アカウントのすべてのメンバーアカウントの税金登録詳細を記録しま
す。

GetBillsForBillingPeriod

特定の請求期間におけるアカウントの使用状況および料金のアクセスをロ
グに記録します。

GetBillsForLinkedAccount

特定の請求期間における一括請求 (コンソリデーティッドビリング) ファミ
リー内のメンバーアカウントの 1 つの使用状況および料金を取得する管理
アカウントのアクセスをログに記録します。

GetCommercialInvoicesForBillingPeriod
特定の請求期間におけるアカウントのコマーシャルインボイスのメタデー
タへのアクセスをログに記録します。
GetConsolidatedBillingFamilySummary
一括請求 (コンソリデーティッドビリング) ファミリー全体の概要を取得す
る管理アカウントのアクセスをログに記録します。
GetLinkedAccountNames

特定の請求期間における一括請求ファミリーに属するメンバーアカウント
名の管理アカウントからの取得をログに記録します。

GetSupportedCountryCodes 税金コンソールでサポートされているすべての国コードへのアクセスを記
録します。
GetTaxExemptionTypes

税金コンソールで、サポートされているすべての米国免税タイプへのアク
セスを記録します。
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イベント名

定義

GetTaxInheritance

アカウントの税相続プリファレンス（有効化または無効化）へのアクセス
を記録します。

GetTaxInvoicesMetadata

税金請求書のメタデータの取得をログに記録します。

GetTaxRegistration

アカウントの税務登録番号へのアクセスを記録します。

GetTotal

アカウントの合計請求額の取得をログに記録します。

GetTotalAmountForForecast 特定の請求期間における予測料金へのアクセスをログに記録します。
ListCostAllocationTags

コスト配分タグの取得とリストを記録します。

PreviewTaxRegistrationChange
確定前に税務登録の変更のプレビューを記録します。
RedeemPromoCode

アカウントのプロモーションクレジットの利用をログに記録します。

SetAccountContractMetadata公共部門のお客様に必要な契約情報の作成、削除、または更新をログに記
録します。
SetAccountPreferences

アカウント名、E メール、パスワードの更新をログに記録します。

SetAdditionalContacts

請求、オペレーション、セキュリティ通信用の代替連絡先の作成、削除、
または更新をログに記録します。

SetContactAddress

住所や電話番号を含む、アカウント所有者の連絡先情報の作成、削除、ま
たは更新をログに記録します。

SetCreatedByOptIn

awscreatedby コスト配分タグ設定のオプトインをログに記録します。

SetCreditSharing

管理アカウントのクレジット共有設定の履歴をログに記録します。

SetFreetierBudgetsPreference
無料利用枠のアラートの受信の設定 (オプトインまたはオプトアウト) をロ
グに記録します。
SetFxPaymentCurrency

請求書の支払いに使用される優先通貨の作成、削除、または更新をログに
記録します。

SetIAMAccessPreference

IAM ユーザーによる請求コンソールへのアクセスの許可の作成、削除、ま
たは更新をログに記録します。この設定は、root アクセスが許可されたお
客様のみを対象としています。

SetPANInformation

AISPL での PAN 情報の作成、削除、または更新を記録します。

SetPayInformation

アカウントの支払い方法の履歴 (請求書またはクレジット/デビットカード)
をログに記録します。

SetRISharing

管理アカウントの RI/Savings Plans 共有設定の履歴をログに記録します。

SetSecurityQuestions

セキュリティチャレンジの質問の作成、削除、または更新をログに記録し
て、AWS がお客様をアカウントの所有者として識別できるようにします。

SetTagKeysState

特定のコスト配分タグのアクティブまたは非アクティブ状態をログに記録
します。

SetTaxInheritance

相続税の設定 (オプトインまたはオプトアウト) を記録します。

SetTaxRegistration

アカウントの税登録番号の作成、削除、または更新をログに記録します。
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イベント名

定義

UpdateOrigamiReportPreference
コストと使用状況レポートの更新をログに記録します (管理アカウントの
み)。
ValidateAddress

アカウントの納税住所の検証を記録します。

CloudTrail の請求情報とコスト管理の情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。請求情報とコス
ト管理でサポートされているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history]
(イベント履歴) で AWS のその他サービスのイベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。最近の
イベントは、AWSアカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「AWS CloudTrail
ユーザーガイド」の「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。
AWS アカウントのイベント (請求情報とコスト管理イベントなど) を継続的に記録するには、証跡を作
成します。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分
析し、それに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。
詳細については、次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ
ファイルを受け取る
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。
詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail userIdentity Element」を参照してく
ださい。

CloudTrail ログエントリの例
次の例は、特定の Billing and Cost Management CloudTrail ログエントリシナリオで提供されています。
トピック
• 請求およびコスト管理ログファイルエントリ (p. 155)
• 税金コンソール (p. 156)

請求およびコスト管理ログファイルエントリ
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
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イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの
日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、公開 API コールの
順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
次の例は、SetContactAddress アクションを示す CloudTrail ログエントリです。
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
},
"eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
"eventSource": "billingconsole.amazonaws.com",
"eventName": "SetContactAddress",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "100.100.10.10",
"requestParameters": {
"website": "https://amazon.com",
"city": "Seattle",
"postalCode": "98108",
"fullName": "Jane Doe",
"districtOrCounty": null,
"phoneNumber": "206-555-0100",
"countryCode": "US",
"addressLine1": "Nowhere Estates",
"addressLine2": "100 Main Street",
"company": "AnyCompany",
"state": "Washington",
"addressLine3": "Anytown, USA",
"secondaryPhone": "206-555-0101"
},
"responseElements": null,
"eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsConsoleAction",
"recipientAccountId": "1111-2222-3333"

税金コンソール
次の例は、CreateCustomerCase アクションを使用する CloudTrail ログエントリです。
{

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity":{
"accountId":"111122223333",
"accessKeyId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
},
"eventTime":"2018-05-30T16:44:04Z",
"eventSource":"taxconsole.amazonaws.com",
"eventName":"CreateCustomerCase",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"100.100.10.10",
"requestParameters":{
"state":"NJ",
"exemptionType":"501C",
"exemptionCertificateList":[
{
"documentName":"ExemptionCertificate.png"
}
]
},
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}

"responseElements":{
"caseId":"case-111122223333-iris-2022-3cd52e8dbf262242"
},
"eventID":"5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsConsoleAction",
"recipientAccountId":"1111-2222-3333"

AWS Billing and Cost Management のコンプライア
ンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一部として AWS のサービス
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。請求情報とコスト管理は、AWS コンプライアンスプロ
グラムの対象ではありません。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる範囲内の AWS サービス」「」 を参照してください。一般的な情報については、「AWS
コンプライアンスプログラム」「」「」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
の「AWS Artifact でのレポートのダウンロード」を参照してください。
請求情報とコスト管理を使用する際のコンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプライアン
ス目標、適用法規や規則によって決まります。AWS ではコンプライアンスに役立つ以下のリソースを用意
しています。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド – これらのデプロイガイドでは、アー
キテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライ
ン環境を AWS でデプロイするための手順を説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Billing and Cost Management での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
でConnectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
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AWS Billing and Cost Management 内のインフラス
トラクチャセキュリティ
管理型サービスである AWS Billing and Cost Management (AWS) は、ホワイトペーパー「アマゾン ウェ
ブ サービスのセキュリティプロセスの概要」に記載されている Amazon Web Services：セキュリティの
手順で保護されています。
AWS が発行している API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で請求情報とコスト管理にアクセス
します。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要がありま
す。TLS 1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral
Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントで
サポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムで
サポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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クォータと制限
次の表に、請求コンソール内の現在のクォータ、制限、および命名に関する制約を示します。
トピック
• AWS Cost Categories (p. 159)
• 発注書 (p. 159)
• 事前支払い (p. 159)
• AWS コスト配分タグ (p. 160)

AWS Cost Categories
管理アカウントでの AWS Cost Categories の合計
数

50

Cost Category (API) での Cost Category ルールの
数 (API)

500

Cost Category (UI) での Cost Category ルールの数

100

AWS Cost Categories 名

• 名前は一意である必要があります。
• 大文字と小文字の区別

AWS Cost Categories 値名

名前は一意である必要はありません

AWS Cost Categories 名と値名で許可されている
文字のタイプと数

• 数字: 0-9

コストカテゴリでの分割料金ルールの数

10

• Unicode 文字
• Space (名前の先頭または末尾には使用不可)
• 次の記号: _ -

発注書
発注書 ID で許可されている文字のタイプ

• A-Z および a-z
• Space
• 次の記号: _.:/=+-%@

発注書 ID で許可されている文字の数

100

発注書 ID で許可されている明細項目の数

100

事前支払い
ユーザーエンティティ

AWS Inc
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通貨

USD

資金が事前支払いに加算された後の資金の使用状
況

• 資金は、適格な AWS 料金の支払いにのみ使用で
きます。適格でない料金 (例: AWS Marketplace
請求書) は、事前支払いの登録時のデフォルトの
支払い方法を使用して請求されます。
• 資金は、引き出し、払い戻し、または譲渡する
ことはできません。
• 資金は、他の通貨に変換することはできませ
ん。

事前支払いに未使用の資金がある場合

• 登録されている販売者は変更できません。
• 希望する通貨は変更できません。
• デフォルトの支払い方法は変更できません。

AWS コスト配分タグ
[AWS Service Quotas] ページでアクティブコスト配分タグキーの最大数を調整できます
支払いアカウントあたりのアクティブなコスト配
分タグキーの最大数

500

1 つのリクエスト (API) に対して有効化または無効
化できるコスト配分タグの数

20

1 つのリクエスト (UI) に対して有効化または無効
化できるコスト配分タグの数

20
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ドキュメント履歴
以下の表は、本リリースの「AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド」のドキュメントを説明
するものです。
変更

説明

日付

新しい Customer Carbon
Footprint Tool

AWS 製品やサービスに関連す
る炭素排出量の見積りを表示で
きる、新しい Customer Carbon
Footprint Tool 機能が追加されま
した。

2022 年 2 月 28 日

新しい支払いプロファイル

請求書に自動支払い方法を割り当 2022 年 2 月 17 日
てるための新しい支払いプロファ
イル機能が追加されました。

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
AWS 請求により不要な許可が削
- 既存のポリシーの更新
除されました。

2021 年 11 月 18 日

AWS 請求が AWS マネージドポ
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

AWS が AWS マネージドポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2021 年 11 月 18 日

新しい AWS コスト管理ガイド

請求情報とコスト管理ユーザーガ 2021 年 10 月 20 日
イドを分割し、コンソールに合わ
せて機能の詳細を請求情報ガイド
と AWS コスト管理ガイドにまと
めました。

新しい AWS コスト異常検出

機械学習を使用して、コストと
2020 年 12 月 16 日
使用量を継続的にモニタリング
し、異常な支出を検出する新しい
AWS コスト異常検出機能が追加
されました。

新しい発注書管理

購入が請求書に反映される方法を 2020 年 10 月 15 日
設定する新しい発注書機能が追加
されました。

新しい Budgets アクション

予算が特定のコストまたは使用量 2020 年 10 月 15 日
のしきい値を超えた場合に、ユー
ザーに代わってアクションを実
行する新しい AWS Budget アク
ション機能が追加されました。

新しい AWS Cost Categories

AWS のコストを意味のあるカ
2020 年 4 月 20 日
テゴリにマッピングする新しい
AWS Cost Categories 機能が追加
されました。

新しい相続税機能

連結アカウントで税務登録情報を 2020 年 3 月 19 日
使用できるようにする新機能が追
加されました。

新しい中国銀行リダイレクト支
払い方法

AWS を使用している中国人民元 2020 年 2 月 20 日
のお客様が、中国銀行リダイレク
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トを使用して延滞した支払いを支
払うことができる新しい支払い方
法が追加されました。
セキュリティに関する新しい章

さまざまなセキュリティ制御に関 2020 年 2 月 6 日
する情報を提供する新しいセキュ
リティの章が追加されました。こ
の章に、以前の「アクセス制御」
章の内容を移行しました。

新しい AWS コストと使用状況レ
ポートユーザーガイド

すべての AWS コストと使用状況 2020 年 1 月 21 日
レポートのコンテンツを別のユー
ザーガイドに移行し、再編成しま
した。

AWS Budgets を使用した新しい
レポート方法

AWS Budgets レポートを使用す 2019 年 6 月 27 日
る新しいレポート機能が追加され
ました。

Cost Explorer に正規化された単
位を追加

Cost Explorer レポートに、正規
2019 年 2 月 5 日
化された単位が追加されました。

クレジットアプリケーションの
変更

AWS のクレジットの適用方法が
変更されました。

新しい支払いの動作

AISPL のお客様は、支払いに対
2018 年 12 月 20 日
して自動請求機能を有効にできる
ようになりました。

新しい AWS Price List サービス
エンドポイント

AWS Price List サービスの新しい 2018 年 12 月 17 日
エンドポイントが追加されまし
た。

Cost Explorer UI を更新

Cost Explorer UI が更新されまし
た。

2018 年 11 月 15 日

Amazon Athena を AWS コスト
と使用状況レポートに統合

AWS コストと使用状況レポート
から Athena にデータをアップ
ロードする機能が追加されまし
た。

2018 年 11 月 15 日

Budgets 履歴を追加

予算の履歴を表示する機能が追加 2018 年 11 月 13 日
されました。

予算のサービスを拡張

RI 予算が Amazon OpenSearch
Service に拡張されました。

新しい支払い方法の追加

SEPA 銀行デビットの支払い方法 2018 年 10 月 25 日
が追加されました。

オンデマンドキャパシティー予
約を追加 (p. 161)

キャパシティー予約に適用する
2018 年 10 月 25 日
AWS コストと使用状況レポート
のライン品目に関するドキュメン
トが追加されました。

AWS Budgets エクスペリエンス
を再設計

AWS Budgets UI とワークフロー
が更新されました。

リザーブドインスタンスの推奨
事項に新しい列を追加

Cost Explorer RI のレコメンデー 2018 年 10 月 18 日
ションに新しい列が追加されまし
た。
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AWS CloudTrail の新しいアク
ション

CloudTrail ログ記録にアクション
が追加されました。

2018 年 10 月 18 日

リザーブドインスタンスの新し
いレポートを追加

RI レポートが Amazon
OpenSearch Service に拡張され
ました。

2018 年 10 月 10 日

新しい AWS コストと使用状況レ
ポート (p. 161)

AWS コストと使用状況レポート
に新しい列が追加されました。

2018 年 9 月 27 日

Cost Explorer チュートリアル

Cost Explorer に、よく使用され
2018 年 9 月 24 日
る機能のチュートリアルが追加さ
れました。

CloudTrail イベントを追加

追加の CloudTrail イベントが追
加されました。

2018 年 8 月 13 日

新しい支払い方法の追加

ACH 銀行デビット支払い方法を
追加しました。

2018 年 7 月 24 日

AWS 無料利用枠ウィジェットを
更新

AWS 無料利用枠ウィジェットを
更新しました。

2018 年 7 月 19 日

その他のサービスの RI 購入の推
奨事項を追加

Cost Explorer にその他のサービ
スの RI 購入のレコメンデーショ
ンが追加されました。

2018 年 7 月 11 日

連結アカウントの RI 購入の推奨
事項の追加

Cost Explorer に連結アカウント
の RI 購入のレコメンデーション
が追加されました。

2018 年 6 月 27 日

AWS コストと使用状況レポート
データの更新のサポートが追加
されました

AWS が返金、クレジット、また 2018 年 6 月 20 日
はサポート料金をアカウントに適
用した場合、AWS コストと使用
状況レポートは確定後に更新され
るようになりました。

CloudTrail サポートを追加

CloudTrail イベントログ記録のサ
ポートが追加されました。

2018 年 7 月 6 日

Budgets の AWS CloudFormation AWS CloudFormation に予算テン 2018 年 5 月 22 日
の追加
プレートが追加されました。
連結アカウントの RI 割り当て動
作の更新

連結アカウントのサイズ柔軟 RI
2018 年 5 月 9 日
の割り当て動作を更新しました。

RI カバレッジアラート

RI カバレッジアラートを追加し
ました。

非ブレンド連結アカウント請求
書 (p. 161)

連結アカウント請求書に組織の混 2018 年 5 月 7 日
合レートが表示されなくなりまし
た。

AWS 課税設定の更新

課税設定を一括編集する機能が追 2018 年 4 月 25 日
加されました。

2018 年 5 月 8 日

Cost Explorer に Amazon RDS の Cost Explorer に Amazon RDS の 2018 年 4 月 19 日
推奨事項を追加
レコメンデーションが追加されま
した。
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新しい Cost Explorer ディメン
ションと AWS コストと使用
状況レポートの明細項目を追
加 (p. 161)

新しい Cost Explorer ディメン
2018 年 3 月 27 日
ションとAWS コストと使用状況
レポートのライン項目が追加され
ました。

Cost Explorer API に購入の推奨
事項を追加

Amazon EC2 リザーブドインス
2018 年 3 月 20 日
タンス (RI) の購入のレコメン
デーションへの Cost Explorer
API を介したアクセスが追加され
ました。

Amazon RDS、Amazon
Redshift、および ElastiCache の
RI カバレッジを追加

Amazon RDS、Amazon
Redshift、および ElastiCache の
リザーブドインスタンス (RI) カ
バレッジ。

2018 年 3 月 13 日

RI カバレッジを Cost Explorer
API に追加

GetReservationCoverage が
Cost Explorer API に追加されま
した。

2018 年 2 月 22 日

AWS 無料利用枠アラートを追加

AWS 無料利用枠の制限以内を維 2017 年 13 月 12 日
持するための無料利用枠アラート
が追加されました。

RI 推奨事項

以前の使用状況に基づく RI 推奨
事項が追加されました。

2017 年 11 月 20 日

Cost Explorer API

API を介したプログラムによる
Cost Explorer へのアクセスを有
効にしました。

2017 年 11 月 20 日

その他のサービスの RI 使用率の
アラート

その他のサービスに通知が追加さ 2017 年 11 月 10 日
れました。

RI レポートの追加

RI レポートを Amazon
RDS、Redshift、ElastiCache に
拡張しました。

共有設定の割引

AWS クレジットと RI 割引共有
2017 年 11 月 6 日
をオフにできるように設定を更新
しました。

新しい Amazon S3 コンソー
ル (p. 161)

新しい Amazon S3 コンソール用
に更新されました。

RI 使用率アラート

RI 使用率がプリセットのパーセ
2017 年 8 月 21 日
ント値に基づくしきい値を下回っ
た場合の通知を追加しました。

Cost Explorer UI を更新

新しい Cost Explorer UI をリリー 2017 年 8 月 16 日
スしました。

AWS Marketplace データ統
合 (p. 161)

AWS Marketplace が追加され、
2017 年 8 月 10 日
請求書ページ、Cost Explorer な
ど、すべての請求アーティファク
トにデータが反映されるようにな
りました。

組織の一括請求

一括請求を組織の動作にあわせて 2017 年 6 月 20 日
更新しました。
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連結アカウントのアクセスと
AWS Budgets の使用タイプグ
ループ

特定の使用タイプと使用タイプグ 2017 年 6 月 19 日
ループに基づいたコストと使用予
算の作成、およびすべてのアカウ
ントタイプの拡張予算の作成機能
のサポートが追加されました。

リージョン指定オファーファイ
ル

AWS Price List API で、各サービ 2017 年 4 月 20 日
スのリージョン指定のオファー
ファイルが提供されるようになり
ました。

Cost Explorer 詳細オプションの
追加

返金、クレジット、RI 前払い料
2017 年 3 月 22 日
金、RI 定期料金やサポート料金
などの詳細オプションを追加する
ことで、 Cost Explorer レポート
のフィルタができるようになりま
した。

Cost Explorer レポートの追加

リザーブドインスタンス (RI) の
日別範囲を Cost Explorer で追跡
できるようになりました。

Cost Explorer フィルターの追加

テナンシー、プラットフォーム、 2017 年 3 月 20 日
および Amazon EC2 スポットや
スケジュールされたリザーブド
インスタンス購入オプションに
よって、 Cost Explorer レポート
をフィルタリングできるようにな
りました。

Cost Explorer と Budgets for
AISPL

AISPL ユーザーは、Cost
Explorer と Budgets を利用でき
るようになりました。

Cost Explorer 使用タイプのグ
ループ化の追加

Cost Explorer は、コストと使用
2017 年 2 月 24 日
状況データの両方のグループ化を
サポートすることで、ユーザーが
コストと使用状況グラフを相互参
照してコスト要因を識別できるよ
うにしています。

Cost Explorer レポートの追加

Amazon EC2 リザーブドインス
2016 年 12 月 16 日
タンス (RI) の月別使用率を Cost
Explorer で追跡できるようになり
ました。

Cost Explorer レポートの追加

Amazon EC2 リザーブドインス
2016 年 12 月 15 日
タンス (RI) の日別使用率を Cost
Explorer で追跡できるようになり
ました。

AWS が生成したコスト割り当て
タグの追加

AWS が生成するタグ
createdBy をアクティブ化し
て、AWS リソースの作成者を追
跡できるようになりました。

Cost Explorer 詳細オプションの
追加

Cost Explorer レポートからタグ
2016 年 11 月 18 日
付けされたリソースを除外できる
ようになりました。
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AWS コストと使用状況レポー
トの Amazon QuickSight 統
合 (p. 161)

AWS コストおよび使用状況レ
2016 年 11 月 15 日
ポートは、データを Amazon
QuickSight にアップロードする
ためのカスタマイズされたクエリ
を提供するようになりました。

拡張された AWS Budgets の機能

AWS Budgets を使用して、使用 2016 年 10 月 20 日
量データを追跡できるようになり
ました。

Cost Explorer の機能の拡張

Cost Explorer を使用して、使用
2016 年 ９ 月 15 日
タイプグループに基づいてコス
トを可視化できるようになりまし
た。

AWS コストと使用状況レポー
トの Amazon Redshift 統合の改
善 (p. 161)

AWS コストと使用状況レポート 2016 年 8 月 18 日
は、データを Amazon Redshift
にアップロードするためのカスタ
マイズされたクエリを提供するよ
うになりました。

AWSコストと使用状況レポート

AWS コストと使用状況レポート 2015 年 12 月 16 日
の作成とダウンロードができるよ
うになりました。

AWS の料金表 API

単一の AWS サービスについて製 2015 年 12 月 9 日
品、価格、および制限を一覧表
示するオファーファイルをダウン
ロードできるようになりました。

Cost Explorer レポートマネー
ジャ

Cost Explorer クエリを保存でき
るようになりました。

AWS 無料利用枠の追跡

無料利用枠の制限のうち使用した 2015 年 8 月 12 日
容量を追跡できるようになりまし
た。

予算と予測

AWS Budgets とコスト予測を使
用して、AWS の使用状況とコス
トを管理できるようになりまし
た。

Amazon Internet Services Pvt.
Ltd

Amazon Internet Services Pvt.
2015 年 6 月 1– 日
Ltd (AISPL) アカウントに対する
アカウント設定と支払い方法を管
理できるようになりました。

Cost Explorer の機能の拡張

Cost Explorer を使用して、コ
2015 年 2 月 19 日
ストをアベイラビリティーゾー
ン、API オペレーション、購入オ
プション別に、または複数のコス
ト配分タグ別に可視化できるよう
になりました。

優先する支払い通貨

クレジットカードに関連付けられ 2015 年 2 月 16 日
た支払い通貨を変更できるように
なりました。

Version 2.0
166

2015 年 12 月 11 日

2015 年 6 月 29 日

AWS 請求 ユーザーガイド

Cost Explorer の機能の拡張

Cost Explorer を使用し
2015 年 1 月 5 日
て、Amazon EC2 のインスタン
スタイプまたはリージョン別にコ
ストを可視化できるようになりま
した。

予想外の料金の回避

「予想外の料金の回避」と「無料 2014 年 8 月 19 日
利用枠の使用」を改訂および拡張
しました。

IAM ユーザー許可

AWS Identity and Access
2014 年 7 月 7 日
Management (IAM) ユーザーと
フェデレーティッドユーザーに、
アカウント設定のアクセスおよび
管理、請求書の表示、コスト管理
の実行を許可できるようになりま
した。たとえば、財務部門のユー
ザーに対して、財務設定にフルア
クセスして AWS アカウントを制
御するための許可を与えることが
できます。このとき、AWS の本
番環境へのアクセス権を与える必
要はありません。

Cost Explorer の起動

Cost Explorer は、複数の方法で
コストを分析できるように AWS
のコストを可視化します。

バージョン 2.0 発行 (p. 161)

AWS Billing and Cost
2013 年 10 月 25 日
Management ユーザーガイ
ドは、新しい請求情報とコスト
管理コンソールに合わせて再編集
され、記述内容が改められていま
す。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの「AWS 用語集」を参照してください。

Version 2.0
168

