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サポートされるリソースと要件

AWS Compute Optimizer とは?
AWS Compute Optimizer は、 AWS リソースの設定と使用率のメトリクスを分析するサービスです。リ
ソースが最適かどうかをレポートし、コストを削減し、ワークロードのパフォーマンスを向上させるため
の最適化に関する推奨事項を生成します。Compute Optimizer には、最近の使用率メトリクスの履歴デー
タと、推奨事項の予測使用率を示すグラフもあります。このグラフを使用して、最適な価格性能のトレー
ドオフを提供する推奨事項を評価できます。使用パターンの分析と視覚化は、実行中のリソースを移動ま
たはサイズ変更するタイミングを決定し、パフォーマンスとキャパシティーの要件を満たすのに役立ちま
す。
Compute Optimizer はコンソールの操作であり、API のセットこれにより、複数のリソースの分析結果と
推奨事項を表示できます。AWS地域。組織の管理アカウントをオプトインした場合、複数のアカウント
の結果と推奨事項を表示することもできます。サービスからの結果は、Amazon EC2 コンソールなど、サ
ポートされているサービスのコンソールにもレポートされます。

サポートされるリソースと要件
Compute Optimizer は、次のリソースに関する推奨事項を生成します。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム
• AWS Lambda 関数
Compute Optimizer がこれらのリソースに関する推奨事項を生成するには、特定の要件のセットを満た
し、十分なメトリクスデータが蓄積されている必要があります。詳細については、「サポートされるリ
ソースと要件 (p. 3)」を参照してください。

オプトイン
Compute Optimizer に分析するには、オプトインする必要がありますAWSリソースの使用料金を見積も
ることができます。このサービスは、スタンドアロンをサポートします。AWSアカウント、組織のメン
バーアカウント、および組織の管理アカウント。詳細については、「AWS Compute Optimizer の開始方
法 (p. 8)」を参照してください。

メトリクスの分析
オプトインすると、Compute Optimizer は Amazon のリソースの仕様と使用率メトリクスの分析を開
始します。CloudWatch最後の 14 日間です。たとえば、Amazon EC2 インスタンスの場合、Compute
Optimizer は vCPUs、メモリ、ストレージ、およびその他の仕様を分析します。また、現在実行中のイ
ンスタンスの CPU 使用率、ネットワークのイン/アウト、ディスクの読み取りと書き込み、その他の
使用率メトリックも分析します。詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリク
ス (p. 27)」を参照してください。
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推奨事項の強化

推奨事項の強化
オプトイン後、拡張インフラストラクチャメトリクスの有料機能など、レコメンデーションの設定を有効
にして、レコメンデーションを強化できます。これにより、Auto Scaling グループのインスタンスを含む
EC2 インスタンスのメトリクス分析ルックバック期間が 3 か月に延長されます（14 日間のデフォルトと
比較して）。詳細については、「推奨設定のアクティブ化 (p. 30)」を参照してください。

結果と推奨事項の表示
リソースの最適化の結果は、Compute Optimizer ダッシュボードに表示されます。詳細については、
「AWS Compute Optimizer ダッシュボードの表示 (p. 47)」を参照してください。
各リソースの最適化に関する上位の推奨事項は、推奨事項ページに一覧表示されます。特定のリソースの
上位 3 つの最適化の推奨事項と使用率グラフは、リソースの詳細ページに一覧表示されます。詳細につい
ては、「リソースの推奨事項の表示 (p. 53)」を参照してください。
最適化に関する推奨事項をエクスポートして長期にわたって記録し、他のユーザーとデータを共有するこ
とができます。詳細については、「推奨事項のエクスポート (p. 79)」を参照してください。

アベイラビリティー
現在サポートされているを表示するにはAWSCompute Optimizer のリージョンとエンドポイントについて
は、を参照してください。Compute Optimizer エンドポイントとクォータのAWS全般のリファレンス。
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サポートされるリソースと要件
AWS Compute Optimizerは、次のリソースに関するレコメンデーションを生成します。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム
• AWS Lambda 関数
レコメンデーションを受け取るには、リソースが次の Amazon を満たしている必要があります。
CloudWatch (CloudWatch) メトリックスとリソース固有の要件。
トピック
• CloudWatch メトリクスの要件 (p. 3)
• Amazon EC2 インスタンスの要件 (p. 3)
• Auto Scaling グループの要件 (p. 6)
• Amazon EBS ボリューム要件 (p. 7)
• Lambda 関数の要件 (p. 7)

CloudWatch メトリクスの要件
Compute Optimizer でレコメンデーションを生成するには、30 以上が必要です。連続時間 CloudWatch リ
ソースからのメトリックデータ。
リソースに十分なメトリクスデータがない場合は、Compute Optimizer コンソールでレコメンデーション
が表示されるまで時間をかけてください。次のメトリクスの詳細については、 CloudWatch 分析する、
「」AWS Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 27)。

Note
Lambda 関数は、30 時間の連続したメトリクスデータを必要としません。詳細については、
「Lambda 関数の要件 (p. 7)」を参照してください。
リソースに十分な指標データがあるが、レコメンデーションが表示されていないとします。これはおそら
く、Compute Optimizer が引き続きリソースを分析していることを意味します。解析を完了するには、最
大 12 時間かかることがあります。解析が完了すると、Compute Optimizer コンソールにリソースのレコメ
ンデーションが表示されます。

Amazon EC2 インスタンスの要件
Compute Optimizer は、いくつかのインスタンスタイプに関するレコメンデーション サポートされている
タイプに加えて、サポートされていないインスタンスタイプを実行できます。ただし、Compute Optimizer
は、サポートされているインスタンスのレコメンデーションのみを生成します。すべてのインスタンスタ
イプがすべてので使用できるわけではありません。AWS リージョンCompute Optimizer がで利用可能であ
ること。これらのインスタンスタイプごとにサポートされているリージョンを判断するには、「Linux イ
ンスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスタイプを検索する」を参照し
てください。

Note
Compute Optimizer は、スポットインスタンスに関する推奨事項を生成しません。
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次の表に、Compute Optimizer がサポートするインスタンスタイプを示します。
インスタンスタイプ

Compute Optimizer によってサポートされている?

A1

なし

C1

はい

C3

はい

C4

はい

C5

はい

C5a

はい

C5ad

はい

C5d

はい

C5n

はい

C6a

はい

C6g

はい

C6gd

はい

C6gn

はい

C6i

はい

D2

はい

D3

はい

D3en

はい

DL1

なし

F1

なし

G2

なし

G3

なし

G4ad

なし

G4dn

なし

G5

なし

G5g

なし

H1

はい

ハイメモリ (u-*)

なし

Hpc6a

なし

I2

はい

I3

はい
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インスタンスタイプ

Compute Optimizer によってサポートされている?

I3en

はい

Im4gn

はい

Inf1

なし

Is4gen

はい

M1

はい

M2

はい

M3

はい

M4

はい

M5

はい

M5a

はい

M5ad

はい

M5d

はい

M5dn

はい

M5n

はい

M5zn

はい

M6a

はい

M6g

はい

M6gd

はい

M6i

はい

Mac1

なし

P2

なし

P3

なし

P3dn

なし

P4d

なし

R3

はい

R4

はい

R5

はい

R5a

はい

R5ad

はい

R5b

はい

R5d

はい
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インスタンスタイプ

Compute Optimizer によってサポートされている?

R5dn

はい

R5n

はい

R6g

はい

R6gd

はい

R6i

はい

T1

はい

T2

はい

T3

はい

T3a

はい

T4g

はい

VT1

なし

X1

はい

X1e

はい

X2gd

はい

X2idn

なし

X2iedn

なし

X2iezn

なし

z1d

はい

Auto Scaling グループの要件
Compute Optimizer は、サポートされているインスタンスタイプを実行する Auto Scaling グループのレコ
メンデーションを生成します。サポートされているインスタンスタイプは、前述のとおりです。Amazon
EC2 インスタンスの要件 (p. 3)セクションに追加します。
さらに、Auto Scaling グループは、次の要件を満たしている必要があります。
• 1 つのインスタンスタイプのみを実行します (混合インスタンスタイプはありません)。
• 希望する容量、最小容量、最大容量はすべて同じです (たとえば、固定数のインスタンスを持つ Auto
Scaling グループ)。
• スケーリングポリシーがアタッチされていません。
• オーバーライドは設定されていません。
Compute Optimizer は、これらの構成要件のすべてを満たす Auto Scaling グループのインスタンス推奨事
項を生成します。
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Amazon EBS ボリューム要件
Compute Optimizer は汎用 SSD (gp2そしてgp3) とプロビジョンド IOPS SSD (io1そしてio2) インスタ
ンスにアタッチされた EBS ボリュームタイプ。Compute Optimizer は汎用 SSD からレコメンデーション
も生成します (gp2) ボリュームを汎用 SSD (gp3) 前述したボリュームタイプのボリューム。
データはにのみ報告されます CloudWatch ボリュームがインスタンスにアタッチされているとき。ボ
リュームは、少なくとも 30 時間連続してインスタンスにアタッチする必要があります。これは、このガ
イドで前述したメトリクスデータの要件を満たすためのものです。

Lambda 関数の要件
Compute Optimizer は、次の要件を満たす Lambda 関数に対してのみ、推奨メモリサイズを生成します。
• 構成されたメモリが 1,792 MB 以下
• 関数は、過去 14 日間で少なくとも 50 回呼び出されます
これらの要件を満たさない関数には、使用不可。理由コードInconclusive (決定的でない)1,792 MB を超え
るメモリを構成している機能に適用されます。不十分なデータ過去 14 日間に 50 回未満で呼び出された関
数に適用されます。
発見のある関数使用不可Compute Optimizer コンソールに表示されず、レコメンデーションを受信しませ
ん。
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AWS Compute Optimizer の開始方法
アクセスするとAWS Compute Optimizerコンソールで初めて、サインインに使用したアカウントを使用し
てオプトインするように求められます。サービスを使用する前に、オプトインまたはオプトアウトする必
要があります。さらに、Compute Optimizer API を使用してオプトインまたはオプトアウトすることもで
きます。AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または SDK。
オプトインすると、Compute Optimizer が仕様と使用率のメトリクスを分析する権限を許可することに
なりますAWSリソースの使用料金を見積もることができます。例としては、EC2 インスタンスや Auto
Scaling グループがあります。

Compute Optimizer によってサポートされたアカウ
ント
以下のようになりますAWS アカウントCompute Optimizer にオプトインできる型:
• スタンドアロン型AWSアカウント-スタンドアロン型AWS アカウントそれは持っていないAWS
Organizations有効. たとえば、スタンドアロンアカウントにサインインした状態で Compute Optimizer
にオプトインするとします。次に Compute Optimizer がアカウントにあるリソースを分析し、最適化に
関するレコメンデーションを生成します。
• 組織のメンバーアカウント-あんAWS アカウント組織のメンバーです。組織のメンバーアカウントにサ
インインした状態で Compute Optimizer にオプトインすると 次に Compute Optimizer がメンバーアカウ
ントにあるリソースを分析し、最適化に関するレコメンデーションを生成します。
• 組織の管理アカウント-あんAWS アカウント組織を管理する組織です。この場合、組織の管理アカウン
トにサインインした状態で Compute Optimizer にオプトインします。次に Compute Optimizer では、管
理アカウントのみ、または管理アカウントを含む組織内のすべてのアカウントをオプトインするかのい
ずれかを選択できます。

Important
組織内のすべてのアカウントをオプトインするには、組織内のすべての機能を有効にしてくだ
さい。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「組織内のすべての機能の
有効化」を参照してください。
組織の管理アカウントを使用してオプトインし、組織内のすべてのメンバーアカウントを
含めると、Compute Optimizer への信頼されたアクセスが組織アカウントで有効になりま
す。詳細については、「Compute Optimizer および AWS Organizations の信頼されたアクセ
ス (p. 11)」を参照してください。

必要なアクセス許可
Compute Optimizer へのオプトイン、レコメンデーションの表示、またオプトアウトには、適切な権限が
必要です。詳細については、「AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 11)」
を参照してください。
オプトインすると、Compute Optimizer がサービスにリンクされたロールをアカウント内に自動的に作成
し、データにアクセスすることができます。詳細については、「AWS Compute Optimizer のサービスにリ
ンクされたロールの使用 (p. 16)」を参照してください。
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アカウントにオプトインする
Compute Optimizer コンソールまたは AWS CLI を使ってアカウントにオプトインする手順は次のとおりで
す。

Note
既にアカウントでオプトインした状態で、再度オプトインして、組織内の Compute Optimizer へ
の信頼されたアクセスを再度有効化したい場合 再度オプトインできますが、そのためにはAWS
CLI。を使用してオプトインするとAWS CLI、実行update-enrollment-statusコマンドを
入力し、--include-member-accountsパラメータ。または、信頼できるアクセスを直接有効
にすることもできますAWS Organizationsコンソールまたは使用AWS CLIまたは API。詳細につ
いては、次を参照してください。を使用するAWS OrganizationsOtherとAWS のサービスのAWS
Organizationsユーザーガイド。
Console
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きま
す。
Compute Optimizer コンソールを初めて使用する場合、[Compute Optimizer のランディングペー
ジ] が表示されます。

2.
3.

[Get started] (開始する) を選択します。
[Account setup (アカウント設定)] ページで、[Getting started (ご利用開始にあたって)] セクション
と [Setting up your account (アカウントの設定)] セクションを確認します。

4.

サインインしているアカウントが組織の管理アカウントである場合は、次のオプションが表示さ
れます。次のステップに進む前に、いずれかを選択します。

5.

• このアカウントのみ - 現在サインインしているアカウントのみをオプトインするには、このオ
プションを選択します。このオプションを選択すると、Compute Optimizer が個々のアカウン
トにあるリソースを分析し、最適化に関するレコメンデーションを生成します。
• 組織内のすべてのアカウント - 現在サインインしているアカウントと組織内すべてのメンバー
アカウントをオプトインするには、このオプションを選択します。このオプションを選択する
と、Compute Optimizer が組織内のすべてのアカウントにあるリソースを分析し、最適化に関
するレコメンデーションを生成します。
[オプトイン] を選択します。オプトインすることで、Compute Optimizer にオプトインする要件
に同意し、理解したことになります。

オプトインすると、Compute Optimizer コンソールのダッシュボードにリダイレクトされます。同時
に、サービスによって、設定および使用状況メトリクスの分析がすぐに開始されますAWSリソースの
使用料金を見積もることができます。詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメト
リクス (p. 27)」を参照してください。
CLI
1.

2.

ターミナルまたはコマンドプロントウィンドウを開きます。
まだインストールしていない場合はAWS CLI既に、インストールし、Compute Optimizer と連携
するように設定します。詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の
「AWS CLI をインストールする」および「すぐに AWS CLI を設定する」を参照してください。
以下のいずれかのコマンドを入力します。個人アカウントまたは組織の管理アカウント、および
すべてのメンバーアカウントのどちらをオプトインするかを選択します。
• 個人アカウントをオプトインする。
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active
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• 組織の管理アカウントをオプトインし、すべてのメンバーアカウントを含めるには、次の操作
を行います。
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active --include-memberaccounts

前述のコマンドを使用して Compute Optimizer にオプトインすると、AWS リソースの設定と使用率
メトリクスの分析が始まります。詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリク
ス (p. 27)」を参照してください。

Note
Compute Optimizer のレコメンデーション品質向上のため、Amazon Web Services では
CloudWatch メトリックと構成データ。これには、拡張インフラストラクチャのメトリクス
機能を有効にした際の最大 3 か月 (93 日) のメトリクス分析が含まれます。問い合わせAWS
Supportそれを要求するにはAWS使用するのをやめなさい CloudWatch Compute Optimizer のレコ
メンデーション品質向上のためのメトリクスと設定データ
オプトインした後、次の点を検討してください。
• オプトイン後の検出結果と最適化のレコメンデーションの生成には、最大 12 時間かかることがありま
す。さらに、最適化に関するレコメンデーションを生成するには、十分なメトリクスデータを蓄積する
必要があります。詳細については、「CloudWatch メトリクスの要件 (p. 3)」を参照してください。
• 検出結果と推奨事項は、Compute Optimizer コンソールのダッシュボードおよびレコメンデーション
ページに表示されます。詳細については、AWS Compute Optimizer ダッシュボードの表示 (p. 47) お
よび リソースの推奨事項の表示 (p. 53) を参照してください。
• 拡張インフラストラクチャメトリクスのような一部のレコメンデーション設定は有料機能です。この機
能により、Auto Scaling グループのインスタンスを含む EC2 インスタンスのメトリクス分析ルックバッ
ク期間が最大 3 か月に延長されます。デフォルトでは、ルックバック期間は14日間です。詳細について
は、「推奨設定のアクティブ化 (p. 30)」を参照してください。
• 組織の管理アカウントを使用して、Compute Optimizer の管理者としてメンバーアカウントを委任でき
ます。委任された管理者は Compute Optimizer の推奨事項にアクセスして管理できます。委任された管
理者は、管理アカウントにアクセスしなくても、組織全体のレコメンデーション設定を設定することも
できます。詳細については、「管理者アカウント委任 (p. 44)」を参照してください。

アカウントからオプトアウトする
を使用して Compute Optimizer からオプトアウトするには、次の手順に従います。AWS CLI。同じ手順
で、アカウントのレコメンデーションおよび関連するメトリクスデータも Compute Optimizer から削除さ
れます。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの update-enrollment-status を参照してくださ
い。Compute Optimizer コンソールでオプトアウトすることはできません。

アカウントからオプトアウトするには
1.

ターミナルまたはコマンドプロントウィンドウを開きます。
インストールがまだの場合は、AWS CLI をインストールし、Compute Optimizer と連携するように設
定します。詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI をイン
ストールして、AWS CLI をすぐに設定をする」を参照してください。

2.

次の コマンドを入力します。
aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Inactive
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Note
を指定することはできません--include-member-accountsでオプトアウトするときのパ
ラメータupdate-enrollment-statusコマンド。このコマンドでオプトアウトするときに
このパラメーターを指定すると、エラーが発生します。
前述のコマンドを実行すると、アカウントは Compute Optimizer からオプトアウトされます。同時に、
アカウントのレコメンデーションおよび関連するメトリクスデータは Compute Optimizer から削除されま
す。Compute Optimizer コンソールにアクセスすると、再度オプトインするオプションが表示されます。

AWS Identity and Access Management によるアク
セスの制御
以下を使用できます。AWS Identity and Access Management(IAM) を使用して ID (ユーザー、グループ、
またはロール) を作成し、これらの ID へのアクセス許可を付与します。AWS Compute Optimizerコンソー
ルと API。
デフォルトでは、IAM ユーザーには Compute Optimizer コンソールと API へのアクセス権はありませ
ん。IAM ポリシーを単一のユーザー、ユーザーのグループ、またはロールにアタッチすることで、ユー
ザーにアクセス権を付与します。詳細については、「ID (ユーザー、グループ、ロール)」と「IAM ユー
ザーガイドの IAM ポリシーの概要」を参照してください。
IAM ユーザーを作成したら、これらのユーザーに個別のパスワードを付与できます。ユーザーは、アカウ
ント固有のサインインページを使用して、アカウントにサインインし、Compute Optimizer の情報を表示
できます。詳細については、「ユーザーがアカウントにサインインする方法」を参照してください。

Important
EC2 インスタンスのレコメンデーションを表示するには、IAM ユーザーの
ec2:DescribeInstances アクセス許可が必要です。EBS ボリュームに関する
レコメンデーションを表示するには、IAM ユーザーの ec2:DescribeVolumes ア
クセス許可が必要です。Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示する
には、IAM ユーザーの autoscaling:DescribeAutoScalingGroups および
autoscaling:DescribeAutoScalingInstances アクセス許可が必要です。Lambda
関数のレコメンデーションを表示するには、IAM ユーザーの lambda:ListFunctions
および lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs アクセス許可が必要です。
現在のを表示するには CloudWatch Compute Optimizer コンソールにあるメトリクスデー
タ。cloudwatch:GetMetricDataアクセス許可。
アクセス許可を付与するユーザーまたはグループにポリシーがすでにある場合は、そのポリシーに対し
て、ここに示した Compute Optimizer 固有のポリシーステートメントを追加できます。

Compute Optimizer および AWS Organizations の信頼
されたアクセス
組織の管理アカウントを使用してオプトインし、組織のすべてのメンバーアカウントを含める
と、Compute Optimizer の信頼されたアクセスが組織アカウントで自動的に有効になります。これによ
り、Compute Optimizer がメンバーアカウントのコンピューティングリソースを分析し、レコメンデー
ションを生成することができます。
メンバーアカウントのレコメンデーションにアクセスするたびに、Compute Optimizer は組織アカウント
で信頼されたアクセスが有効になっていることを確認します。オプトイン後に Compute Optimizer の信頼

11

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
Compute Optimizer へのオプトインに関するポリシー

されたアクセスを無効にした場合、Compute Optimizer は組織のメンバーアカウントのレコメンデーショ
ンへのアクセスを拒否します。さらに、組織内のメンバーアカウントは Compute Optimizer にオプトイン
されていません。信頼されたアクセスを再度有効にするには、組織の管理アカウントを使用して Compute
Optimizer に再度オプトインし、組織のすべてのメンバーアカウントを含めてください。詳細については、
「アカウントにオプトインする (p. 9)」を参照してください。AWS Organizations 信頼されたアクセス
の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「AWS と AWS Organizations の他のサー
ビスを併用する」を参照してください。

Compute Optimizer へのオプトインに関するポリシー
次のポリシーステートメントで、Compute Optimizer へオプトインするアクセス権を付与しま
す。Compute Optimizer のサービスにリンクされたロールを作成するアクセス権を付与します。このロー
ルはオプトインする必要があります。詳細については、「AWS Compute Optimizer のサービスにリンクさ
れたロールの使用 (p. 16)」を参照してください。また、Compute Optimizer サービスへの登録ステータ
スを更新するアクセス権も付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "computeoptimizer.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PutRolePolicy",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
"Resource": "*"
}
]
}

スタンドアロン AWS アカウントに Compute
Optimizer へのアクセス権を付与するポリシー
次のポリシーステートメントは、スタンドアロン用 Compute Optimizer へのフルアクセスAWS アカウン
ト。レコメンデーションの設定を管理するポリシーステートメントについては、Compute Optimizer のレ
コメンデーション設定を管理するアクセス権を付与するポリシー (p. 14)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:*",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
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"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData"

}

]

}

],
"Resource": "*"

次のポリシーステートメントは、スタンドアロン用 Compute Optimizer への読み取り専用AWS アカウン
ト。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
}
]

組織の管理アカウントに Compute Optimizer へのアク
セス権を付与するポリシー
次のポリシーステートメントは、組織の管理アカウントに Compute Optimizer へのフルアクセス権を付与
します。レコメンデーションの設定を管理するポリシーステートメントについては、Compute Optimizer
のレコメンデーション設定を管理するアクセス権を付与するポリシー (p. 14)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:*",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
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"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
"organizations:DeregisterDelegatedAdministrator

}

]

}

],
"Resource": "*"

次のポリシーステートメントは、組織のマスターアカウントに Compute Optimizer への読み取り専用アク
セス権を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
],
"Resource": "*"
}
]

Compute Optimizer のレコメンデーション設定を管理
するアクセス権を付与するポリシー
次のポリシーステートメントは、拡張インフラストラクチャメトリクス有料機能など、レコメンデーショ
ンの設定を表示および編集するためのアクセス権を付与します。詳細については、「推奨設定のアクティ
ブ化 (p. 30)」を参照してください。
EC2 インスタンスのレコメンデーション設定のみを管理するアクセス権を付与する
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
],
"Resource": "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"compute-optimizer:ResourceType" : "Ec2Instance"
}
}
}
]

}

Auto Scaling グループのレコメンデーション設定のみを管理するアクセス権を付与する
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:PutRecommendationPreferences"
],
"Resource": "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"compute-optimizer:ResourceType" : "AutoScalingGroup"
}
}
}
]

}

Compute Optimizer へのアクセスを拒否するポリシー
次のポリシーステートメントは Compute Optimizer へのアクセスを拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "compute-optimizer:*",
"Resource": "*"
}
]
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AWS Compute Optimizer のサービスにリンクされ
たロールの使用
AWS Compute Optimizer は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、Compute Optimizer に直接リンクされた一意のタイプの IAM
ロールです。サービスにリンクされたロールは、Compute Optimizer によって事前に定義され、ユーザー
に代わってサービスが他のサービスを呼び出す必要のあるアクセス許可がすべて含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用すると、Compute Optimizer を設定する際に、必要な許可を手動で
追加する必要はありません。Compute Optimizer は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定
義します。特に定義されている場合を除き、Compute Optimizer のみがそのロールを引き受けることがで
きます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアクセス許
可ポリシーを他の IAM エンティティに添付することはできません。
サービスにリンクされたロールをサポートしているその他のサービスの詳細については、AWSIAM と連
携するサービスそして、持っているサービスを探してくださいはいのサービスにリンクされたロール列で
ロードバランサーの ID をクリックします。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュ
メントを表示するには、リンクが設定されている [はい] を選択します。

Compute Optimizer のサービスにリンクされたロール
のアクセス許可
Compute Optimizer では、サービスにリンクされたロールであるを使用しま
すAWSServiceRoleForComputeOptimizerAmazon にアクセスするには CloudWatch の メトリクスAWSア
カウント内のリソース。
- AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次の
サービスを信頼します。
• compute-optimizer.amazonaws.com
このロールの許可ポリシーは、Compute Optimizer が指定されたリソースで以下のアクションを完了する
ことを許可します。
• アクション: すべての AWS リソースに対する cloudwatch:GetMetricData。
• アクション: すべての AWS リソースに対する organizations:DescribeOrganization。
• アクション: すべての AWS リソースに対する organizations:ListAccounts。
• アクション: すべての AWS リソースに対する
organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization。
• アクション: すべての AWS リソースに対する organizations:ListDelegatedAdministrators。

サービスにリンクされたロールのアクセス権限
Compute Optimizer のサービスにリンクされたロールを作成するには、IAM エンティティ (ユーザー、グ
ループ、またはロールなど) がサービスにリンクされたロールを作成するための許可を設定します。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの許可」を参照してください。
IAM エンティティが Compute Optimizer のサービスにリンクされた特定のロールを作成することを許可す
るには
サービスにリンクされたロールを作成する必要のある IAM エンティティに、次のポリシーを追加します。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "computeoptimizer.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PutRolePolicy",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/computeoptimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus",
"Resource": "*"
}
]
}

IAM エンティティがサービスにリンクされた任意のロールを作成することを許可するには
サービスにリンクされたロール、または必要なポリシーを含む任意のサービスロールを作成する必要のあ
る IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、次のステートメントを追加します。このポリシーによ
り、ロールにポリシーがアタッチされます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Compute Optimizer でのサービスにリンクされたロー
ルの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS
CLI、または AWS API でCompute Optimizer のサービスにオプトインすると、Compute Optimizer によ
り、サービスにリンクされたロールが作成されます。

Important
サービスにリンクされたロールでサポートされている機能を使用する別のサービスでアクション
が完了した場合、そのロールがアカウントに表示されます。詳細については、「IAMアカウント
に新しいロールが表示される」を参照してください。
このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウントに
ロールを再度作成できます。Compute Optimizer サービスにオプトインすると、Compute Optimizer によ
り、サービスにリンクされたロールが再度作成されます。
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Compute Optimizer のサービスにリンクされたロール
の編集
Compute Optimizer では、編集をユーザーに許可しません AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービ
スにリンクされたロール。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによって
ロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用した
ロールの説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされた
ロールの編集」を参照してください。

Compute Optimizer のサービスにリンクされたロール
の削除
Compute Optimizer を使用する必要がなくなった場合は、 AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービ
スにリンクされたロール。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングさ
れたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、サービスにリンクされたロールを手動
で削除するには、Compute Optimizer をオプトアウトする必要があります。
Compute Optimizer をオプトアウトするには
Compute Optimizer からのオプトアウトの詳細については、「アカウントからオプトアウトす
る (p. 10)」を参照してください。
IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには
IAM コンソールを使用して、AWS CLI、またはAWSを削除する API
AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービスにリンクされたロール。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

Compute Optimizer のサービスにリンクされたロール
がサポートされているリージョン
Compute Optimizer では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされた
ロールの使用をサポートしています。現在サポートされているを表示するにはAWS リージョンおよび
Compute Optimizer のエンドポイントについては、を参照してくださいCompute Optimizer のエンドポイ
ントとクォータのAWS全般のリファレンス。

AWS の AWS Compute Optimizer 管理ポリシー
ユーザー、グループ、およびロールにアクセス権限を追加するには、次のものを使用することを検討して
ください。AWS独自のポリシーを作成するのではなく、ポリシーを管理します。チームに必要な許可の
みを提供する IAM カスタマーマネージドポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。AWS マ
ネージドポリシーを使用することで、すぐに使用を開始できます。これらのポリシーは、一般的なユース
ケースをターゲット範囲に含めており、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳
細については、IAM ユーザーガイドの「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
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を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーからの許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、Amazon Web Services、複数のサービスにまたがるジョブ機能のための管理ポリシーをサポート
しています。たとえば、ReadOnlyAccess AWS管理ポリシーは、すべてのおよびリソースへの読み取り専
用アクセスを提供します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加された演算とリ
ソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明については、「IAM
ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS管理ポリシー:
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
-ComputeOptimizerServiceRolePolicyマネージドポリシーは、ユーザーに代わって Compute
Optimizer を許可するサービスにリンクされたロールにアタッチされます。詳細については、「AWS
Compute Optimizer のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 16)」を参照してください。

Note
IAM エンティティに ComputeOptimizerServiceRolePolicy を添付することはできません。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• compute-optimizer — Compute Optimizer のすべてのリソースに管理上の権限をすべて付与しま
す。
• organizations — AWS の管理アカウントが組織のメンバーアカウントを Compute Optimizer にオプ
トインすることを許可します。
• cloudwatch— アクセス権を付与します CloudWatch リソースメトリクスを分析して Compute
Optimizer リソースのレコメンデーションを生成するよう、Compute
• autoscaling — 検証のため、Auto Scaling グループおよび Auto Scaling グループのインスタンスへの
アクセスを許可します。
• EC2— Amazon EC2 インスタンスおよびボリュームへのアクセス権を付与します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ComputeOptimizerFullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AwsOrgsAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListDelegatedAdministrators"
],
"Resource": [
"*"
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]
},
{
"Sid": "CloudWatchAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AutoScalingAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Ec2Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes"
],
"Resource": "*"
}

]

}

AWS管理ポリシー:
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
ComputeOptimizerReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、IAM ユーザーが Compute Optimizer リソースのレコメンデーションを閲覧できるよう読
み取り専用のアクセスを許可します。
許可の詳細
このポリシーには次のものが含まれています。
• compute-optimizer — Compute Optimizer リソースのレコメンデーションへの読み取り専用アクセ
スを許可します。
• ec2 — Amazon EC2 インスタンスおよび Amazon EBS ボリュームへの読み取り専用アクセスを許可し
ます。
• autoscaling - Auto Scaling グループへの読み取り専用アクセスを許可します。
• lambda — AWS Lambda 関数およびその設定への読み取り専用アクセスを許可します。
• cloudwatch— Amazon への読み取り専用アクセス権を付与します。 CloudWatch Compute Optimizer
がサポートするリソースタイプのメトリックデータ。
• organizations — AWS のメンバーアカウントへの読み取り専用アクセスを許可します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
"compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
"cloudwatch:GetMetricData",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeAccount"
],
"Resource": "*"
}

]

}

Compute Optimizer に関するAWS 管理ポリシーの更
新
変更の追跡開始以降のCompute Optimizerに関する AWS 管理ポリシーの更新を確認します。このページの
変更に関する自動通知は、RSS フィードにサブスクライブしてください。
変更

説明

日付

2022 年 7 月 25 日
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
管理ポリシーの編集
管理ポリシーに
ec2:DescribeInstances、ec2:DescribeVolumes、
および
organizations:ListDelegatedAdministrators
アクションが追加されました。
2021 年 11 月 29日
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
管理ポリシーの編集
管理ポリシーに
autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
および
autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
アクションが追加されました。
2021 年 11 月 29日
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
管理ポリシーの編集
管理ポリシーに computeoptimizer:GetRecommendationPreferences、computeoptimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences、
および
autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
アクションが追加されました。
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変更

説明

日付

2021 年 8 月 26 日
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
ComputeOptimizerReadOnlyAccess
管理ポリシーの編集
管理ポリシーに
GetEnrollmentStatusesForOrganization
アクションが追加されました。
Compute Optimizer が変更のト
ラッキングを開始しました

Compute Optimizer が AWS 管理
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました。

2021年5月18日

AWS Compute Optimizer の Amazon S3 バケット
ポリシー
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにCompute Optimizer レコメンデーションをエク
スポートできます。レコメンデーションは CSV ファイルとしてエクスポートされ、メタデータは JSON
ファイルとしてエクスポートされます。詳細については、「推奨事項のエクスポート (p. 79)」を参照し
てください。
エクスポートジョブを作成する前に、レコメンデーションエクスポートの宛先 S3 バケットを作成する
必要があります。Compute Optimizer は S3 バケットを作成しません。レコメンデーションエクスポート
ファイルに指定する S3 バケットはパブリックにアクセスできず、リクエスタ支払いバケット。セキュリ
ティのベストプラクティスとして、Compute Optimizer エクスポートファイルに専用の S3 バケットを作
成します。詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「S3 バケット作成方法」を参照してくだ
さい。

レコメンデーションのエクスポート用に既存のバケッ
トを指定する
S3 バケットを作成したら、以下の手順に従って、Compute Optimizer がバケットにレコメンデーションエ
クスポートファイルを書き込むことを許可するポリシーを S3 バケットに追加します。
1.

Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.
3.

Compute Optimizer がエクスポートファイルを配信するバケットを選択します。
[Permissions] を選択します。

4.
5.

[バケットポリシー] を選択します。
以下のポリシーのいずれか1つをコピーし、に貼り付けますバケットポリシーエディターテキストボッ
クス
ポリシーの次のプレースホルダテキストを置き換えます。

6.

• myBucketName をバケットの名前に置き換えます。
• 置換############オプションのオブジェクトプレフィックスを使用します。
• 置換#######sourceを使ってAWS リージョン。
• 置換myaccounIdエクスポートジョブのリクエスタのアカウント番号を使用します。
7.

次の 3 つの記述をすべてポリシーに含めてください。
1. 最初のステートメント (GetBucketAcl アクション用) で、Compute Optimizer にバケットのアク
セスコントロールリスト (ACL) の取得を許可します。
2. 2 番目のステートメント (GetBucketPolicyStatus アクション用) で、Compute Optimizer にバ
ケットがパブリックかどうかを示すバケットのポリシーステータスの取得を許可します。
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3. 3 番目のステートメント (PutObject アクション用) で、Compute Optimizer にバケットにエクス
ポートファイルを配置するための完全なコントロールを付与します。
これらのステートメントのいずれかが欠落している場合、ポリシーのバケット名とオプションのオブ
ジェクトプレフィックスがエクスポートリクエストで指定したものと一致しない場合、エクスポート
リクエストは失敗します。ポリシーのアカウント番号がエクスポートジョブのリクエスタのアカウン
ト番号と一致しない場合、エクスポートは失敗します。

Note
既存のバケットにすでに 1 つ以上のポリシーがアタッチされている場合は、そのポリシーに
Compute Optimizer のアクセスに関するステートメントを追加します。バケットにアクセス
するユーザーに適していることを確認するために、作成したアクセス権限のセットを評価し
ます。
ポリシーオプション 1: オプションのプレフィックスを使用する
オブジェクトプレフィックスは、S3 バケット内のエクスポートファイルを整理する S3 オブジェクトキー
へのオプションの追加です。レコメンデーションエクスポートの作成時にオブジェクトプレフィックスを
指定する場合は、以下のポリシーを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketPolicyStatus",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/optionalPrefix/computeoptimizer/myAccountID/*",
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}
}
]
}

Note
-##############/myAccountID/コンポーネントはオプションのプレフィックスには含まれて
いません。Compute Optimizer は########/myAccountId/指定したプレフィックスに追加され
る、自分用のバケットパスの一部。
ポリシーオプション 2: オブジェクトのプレフィックスなし
オブジェクトプレフィックスを指定しない場合は、以下のポリシーを使用します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:GetBucketPolicyStatus",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/compute-optimizer/myAccountID/*",
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}
}
]

レコメンデーションのエクスポートに暗号化された
S3 バケットを使用する
Compute Optimizer レコメンデーションのエクスポートの送信先として、Amazon S3 カスタマー管理
のキーのいずれかで暗号化された S3 バケットを指定できます。AWS Key Management Service(KMS)
キー。
で S3 バケットを使用するにはAWS KMS暗号化が有効な場合は、対称 KMS キーを作成する必要があり
ます。対称 KMS キーは Amazon S3 がサポートする唯一の KMS キーです。手順については、以下を参照
してください。キーの作成のAWS KMSデベロッパーガイド。KMS キーを作成したら、レコメンデーショ
ンのエクスポートに使用する予定の S3 バケットに KMS キーを適用します。詳細については、「Amazon
Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 のデフォルトバケットの暗号化の有効化」を参
照してください。
以下の手順を使用して、Compute Optimizer に KMS キーを使用するために必要な許可を付与します。この
許可は、暗号化された S3 バケットに保存する際にレコメンデーションエクスポートファイルを暗号化す
るために専用です。
1.

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

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

左のナビゲーションメニューのカスタマー管理のキー。

Note
Compute Optimizer レコメンデーションのエクスポートはで暗号化された S3 バケットAWS
マネージドキー。
4.

エクスポート S3 バケットを暗号化するために使用した KMS キーの名前を選択します。

5.

[キーポリシー] タブを選択して、次に [ポリシービューへの切り替え] を選択します。
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6.

[編集] を選択して、キーポリシーを編集します。

7.

キーポリシーのステートメントセクションに以下のポリシーのいずれか1つをコピーし、貼り付けま
す。

8.

ポリシーの次のプレースホルダテキストを置き換えます。
• 置換#######sourceを使ってAWS リージョン。
• 置換myaccounId輸出依頼者の口座番号を使用してください。
-GenerateDataKeyステートメントにより、Compute Optimizer はAWS KMSレコメンデーション
ファイルを暗号化するためのデータキーを取得するための API このようにして、アップロードされた
データ形式をバケットの暗号化設定に対応させることができます。それ以外の場合、Amazon S3 はエ
クスポートリクエストを拒否します。

Note
既存の KMS キーにすでに 1 つ以上のポリシーがアタッチされている場合は、それらのポリ
シーに Compute Optimizer アクセス用のステートメントを追加します。KMS キーにアクセス
するユーザーに適していることを確認するために、作成したアクセス権限のセットを評価し
ます。
以下のポリシーを使用します。有効化しませんでしたAmazon S3 バケットキー
{

}

"Sid": "Allow use of the key to Compute Optimizer",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}

以下のポリシーを使用します。有効Amazon S3 バケットキー 詳細については、「Amazon Simple Storage
Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 バケットキーを使用した SSE-KMS のコストの削減」を参照し
てください。
{

"Sid": "Allow use of the key to Compute Optimizer",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "compute-optimizer.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "myAccountID",
"aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*"
}
}
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}

その他のリソース
S3 バケットおよびポリシーの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参
照してください。
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AWS Compute Optimizer で分析され
たメトリクス
お客様のオプトイン後 (p. 8),AWS Compute Optimizerは仕様 (vCPUs、メモリ、ストレージなど) の分析
を開始します。CloudWatchアクティブ化した場合、過去 14 日以上経過した実行中のリソースのメトリ
クス拡張インフラストラクチャメトリックの推奨設定 (p. 30)。Compute Optimizer は 30 以上必要で
す。連続推奨事項を生成するためのリソースのメトリクスデータ。分析の完了後 (最長 12 時間かかること
があります) は、Compute Optimizer はダッシュボードページに結果を表示します。詳細については、「」
を参照してくださいAWS Compute Optimizer ダッシュボードの表示 (p. 47)
目次
• EC2 インスタンスのメトリクス (p. 27)
• EBS ボリュームメトリクス (p. 28)
• Lambda 関数メトリクス (p. 29)

EC2 インスタンスのメトリクス
Compute Optimizer は以下を分析しますCloudWatchEC2 インスタンスのメトリクス。Auto Scaling グルー
プの一部であるインスタンスを含みます。
メトリクス

説明

CPUutilization

割り当てられた EC2 コンピュートユニットのうち、現在インスタン
ス上で使用されているものの、比率。このメトリクスによって、イ
ンスタンスでアプリケーションを実行するのに必要な処理能力を特
定できます。

メモリ使用率

サンプル期間中に何らかの方法で使用されたメモリの量。このメト
リクスは、インスタンスでアプリケーションを実行するのに必要な
メモリを表します。
メモリ使用率は、統合された CloudWatch エージェントがインス
トールされているリソースについてのみ分析されます。詳細に
ついては、「CloudWatch エージェントでのメモリ使用率の有効
化 (p. 28)」を参照してください。

NetworkIn

すべてのネットワークインターフェイスでの、このインスタンスに
よって受信されたバイトの数。このメトリクスは、1 つのインスタ
ンスへの着信ネットワークトラフィックの量を表しています。

NetworkOut

すべてのネットワークインターフェイスでの、このインスタンスか
ら送信されたバイトの数。このメトリクスは、1 つのインスタンス
からの発信ネットワークトラフィックの量を表しています。

NetworkPacketsIn

インスタンスが受信したパケットの数。

NetworkPacketsOut

インスタンスから送信されたパケットの数。

DiskReadOps

インスタンスのインスタンスストアボリュームの 1 秒あたりの読み
取り操作。
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メトリクス

説明

DiskWriteOps

インスタンスのインスタンスストアボリュームの 1 秒あたりの書き
込みオペレーション。

DiskReadBytes

インスタンスのインスタンスストアボリュームの 1 秒あたりの読み
取りバイト数。

DiskWriteBytes

インスタンスのインスタンスストアボリュームの 1 秒あたりの書き
込みバイト数。

VolumeReadBytes

インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの 1 秒あたりの読み
取りバイト数。コンソールに KiB /秒として表示されます。

VolumeWriteBytes

インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの 1 秒あたりの書き
込みバイト数。コンソールに KiB /秒として表示されます。

VolumeReadOps

インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの 1 秒あたりの読み
込みオペレーション。

VolumeWriteOps

インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの 1 秒あたりの書き
込みオペレーション。

インスタンスのメトリクスの詳細については、「」を参照してください。利用可能なものを一覧表示しま
す。CloudWatchインスタンスのメトリクスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。EBS ボ
リュームメトリクスの詳細については、「」を参照してください。アマゾンCloudWatchAmazon EBS の
メトリクスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。

CloudWatch エージェントでのメモリ使用率の有効化
のインストールCloudWatchインスタンスのエージェントを使用して、Compute Optimizer でインスタンス
のメモリ使用率を分析させます。Compute Optimizer を有効にすると、インスタンスのメモリ使用率デー
タをで分析できるようにすることで、データの追加の測定値が提供されて、サービスからの推奨事項の
精度が上がります。のインストールの詳細については、CloudWatchエージェント、「」を参照してくだ
さい。を使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクスとログを収集する
CloudWatchAgentのアマゾンCloudWatchユーザーガイド。
Linux インスタンスでは、Compute Optimizer はmem_used_percentの「メトリクス」CWAgent名前
空間、またはレガシーMemoryUtilizationの「メトリクス」System/Linux名前空間。Windows
インスタンスでは、Compute Optimizer はMemory % Committed Bytes In Useの「メトリク
ス」CWAgent名前空間。さらに、名前空間にはInstanceIdディメンション. Compute Optimizer は、イ
ンスタンスのメモリ使用率データを収集できません。InstanceIdディメンションが見つからない場合
や、カスタムディメンション名で上書きされた場合。名前空間とディメンションは CloudWatch エージェ
ント設定ファイルで定義されています。詳細については、「」を参照してください。の作成CloudWatch
エージェント設定ファイルのアマゾンCloudWatchユーザーガイド。

EBS ボリュームメトリクス
Compute Optimizer は以下を分析しますCloudWatchEBS ボリュームのメトリクス。
メトリクス

説明

VolumeReadBytes

EBS ボリュームの 1 秒あたりの読み取りバイト数。

VolumeWriteBytes

EBS ボリュームの 1 秒あたりの書き込みバイト数。
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メトリクス

説明

VolumeReadOps

EBS ボリュームの 1 秒あたりの読み取りオペレーション。

VolumeWriteOps

EBS ボリュームの 1 秒あたりの書き込みオペレーション。

これらのメトリクスの詳細については、「」を参照してください。アマゾンCloudWatchAmazon EBS の
メトリクスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。

Lambda 関数メトリクス
Compute Optimizer は以下を分析しますCloudWatchLambda 関数のメトリクス。
メトリクス

説明

Invocations

関数コードが実行された回数 (成功した実行や関数エラーが発生した
実行を含む)。

Duration

関数コードがイベントの処理に費やす時間。

Errors

関数エラーが発生した呼び出しの数。関数エラーには、コードに
よってスローされた例外と、Lambda ランタイムによってスローさ
れた例外が含まれます。ランタイムは、タイムアウトや設定エラー
などの問題に対してエラーを返します。

Throttles

スロットリングされた呼び出しリクエストの数。

これらのメトリクスの詳細については、「」を参照してください。の使用AWS Lambda関数メトリク
スのAWS Lambdaデベロッパーガイド。
これらのメトリクスに加えて、Compute Optimizer はルックバック期間中の関数のメモリ使用率を分析
します。Lambda 関数のメモリ使用率の詳細については、「」を参照してください。を理解するAWS
LambdaAmazon を使用した動作CloudWatchログインサイトのAWSマネジメント&ガバナンスブログそし
てでの Lambda InsightCloudWatchのAWS Lambdaデベロッパーガイド。

29

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
インフラストラクチャメトリクスの拡張

推奨設定のアクティブ化
レコメンデーションプリファレンスは、Compute Optimizer がリソースに対して生成するレコメンデー
ションを強化または強化するためにアクティブ化できる機能です。Compute Optimizer で推奨設定として
現在利用可能な機能は次のとおりです。
• インフラストラクチャメトリックの拡張-Auto Scaling グループの一部であるインスタンスを含
む、Amazon EC2 インスタンスの使用率メトリクス分析のルックバック期間を最大 3 ヶ月（93 日）に
延長します。拡張インフラストラクチャメトリックは、有料機能です。詳細については、「インフラス
トラクチャメトリックの拡張 (p. 30)」を参照してください。
• 推論ワークロードタイプ-で実行されている可能性のあるアプリケーションを推論します。AWSEC2 イ
ンスタンスや Auto Scaling グループなどのリソース。これにより、ワークロードを x86 ベースのインス
タンスタイプから ARM ベースに移行する作業を特定するのに役立ちます。AWSGraviton インスタンス
タイプ。詳細については、「推論ワークロードタイプ (p. 39)」を参照してください。
• AWSGraviton ベースのインスタンスの推奨事項-ワークロードの実行による価格とパフォーマンスに与
える影響AWSGraviton ベースのインスタンス。詳細については、「AWSGraviton ベースのインスタン
スの推奨事項 (p. 41)」を参照してください。

インフラストラクチャメトリックの拡張
拡張インフラストラクチャメトリクスは、Auto Scaling グループの一部であるインスタンスを含む
Amazon EC2 インスタンスに適用されるCompute Optimizer の有料機能です。これは、14 日間のデ
フォルトと比較して、使用率メトリクス分析のルックバック期間を最大 3 ヶ月（93 日）に延長する推
奨設定です。これにより、Compute Optimizer は、より長い使用率メトリクスデータの履歴を分析で
きます。Enhanced インフラストラクチャメトリクスは、デフォルトでは非アクティブであり、手動
でアクティブ化する必要があります。この機能の使用料金の詳細については、「」を参照してくださ
い。Compute Optimizer 料金表。
目次
• 必要なアクセス許可 (p. 30)
• 拡張インフラストラクチャメトリックスのアクティブ化 (p. 30)
• 拡張インフラストラクチャメトリックスのステータスの確認 (p. 38)
• 拡張インフラストラクチャメトリックスのトラブルシューティング (p. 38)

必要なアクセス許可
拡張インフラストラクチャメトリックを有効または無効にするには、適切なアクセス許可が必要です。
詳細については、「Compute Optimizer のレコメンデーション設定を管理するアクセス権を付与するポリ
シー (p. 14)」を参照してください。

拡張インフラストラクチャメトリックスのアクティブ
化
Compute Optimizer コンソールを使用して、拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティブ化できま
す。AWS Command Line Interface(AWS CLI)、およびAWSSDK。コンソールでは、次の 3 つの領域で機
能をアクティブ化でき、それぞれ異なるレベルのアクティベーションが可能です。
• リソースレベルの推奨設定-でリソースの詳細ページでは、表示している個々のリソースに対して拡張イ
ンフラストラクチャメトリックスをアクティブ化できます。たとえば、インスタンスの詳細個々の EC2
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インスタンスのページには、その EC2 インスタンスに対してのみ拡張インフラストラクチャメトリクス
機能をアクティブ化するオプションがあります。詳細については、このガイドで後述する「リソースレ
ベルでの拡張インフラストラクチャメトリックスのアクティブ化 (p. 31)」を参照してください。

Note
リソースレベルのプリファレンスはアカウントレベルのプリファレンスを優先し、アカウント
レベルのプリファレンスは組織レベルのプリファレンスを上書きします。Auto Scaling グルー
プの一部である EC2 インスタンスの場合、個々のインスタンスの Auto Scaling グループの推奨
設定がオーバーライドされます。
• アカウントレベルの推奨設定-でアカウントページでは、アカウント内のリソースタイプを満たすすべ
ての EC2 インスタンスに対して、拡張インフラストラクチャメトリクス機能を有効にできます。AWS
リージョンの基準。アカウントレベルの EC2 インスタンスプリファレンスは、Auto Scaling グルー
プの一部であるスタンドアロンインスタンスと、インスタンスに適用されます。詳細については、
このガイドで後述する「アカウントレベルでの拡張インフラストラクチャメトリックスのアクティブ
化 (p. 33)」を参照してください。
• 組織レベルの推奨設定-でアカウント組織の管理アカウントのページで、組織のすべてのメンバーアカウ
ントで、リソースタイプを満たすすべてのリソースに対して、拡張インフラストラクチャメトリック機
能を有効にできます。AWSリージョンの基準。組織レベルの EC2 インスタンスプリファレンスは、す
べてのメンバーアカウントの Auto Scaling グループの一部であるスタンドアロンインスタンスおよびイ
ンスタンスに適用されます。詳細については、このガイドで後述する「組織レベルでの拡張インフラス
トラクチャメトリックスのアクティブ化 (p. 36)」を参照してください。
拡張インフラストラクチャメトリクス機能をアクティブ化すると、Compute Optimizer は次回のレコメ
ンデーションの更新時にプリファレンスを適用します。これには最大 24 時間かかる場合があります。リ
ソースレコメンデーションで拡張インフラストラクチャメトリックが考慮されているかどうかを確認する
には、「」を参照してください。拡張インフラストラクチャメトリックスのステータスの確認 (p. 38)。

Note
Compute Optimizer の推奨品質を向上させるには、AWSあなたのものを使うかもしれない
CloudWatchメトリックと構成データ。これには、拡張インフラストラクチャメトリック機能をア
クティブにした場合のメトリクス分析が最大 3 か月（93 日）含まれます。連絡先AWS Supportそ
れを要求するにはAWS[] の使用を停止するCloudWatchCompute Optimizer の推奨品質を向上させ
るためのメトリクスと構成データ。

リソースレベルでの拡張インフラストラクチャメトリックスのア
クティブ化
リソースレベルで拡張インフラストラクチャメトリックを有効または無効にするには、次の手順を実行し
ます。リソースレベルでアクティブ化されたレコメンデーションプリファレンスは、個々のリソースにの
み適用されます。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ダッシュボードCompute Optimizer コンソールの、拡張インフラストラクチャメト
リックを有効または無効にするリソースタイプに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
• 選択推奨事項の表示EC2 インスタンスで、個々の Amazon EC2 インスタンスの機能をアクティブ
化する場合。
• 選択推奨事項の表示Auto Scaling グループで、個々の Auto Scaling グループの機能をアクティブ化
する場合。

Note
Auto Scaling グループの一部である EC2 インスタンスの場合、個々のインスタンスの
Auto Scaling グループの推奨設定がオーバーライドされます。
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3.

左リソースの推奨事項Amazon EC2 インスタンスまたは Auto Scaling グループに対して表示される
ページで、拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティブ化または非アクティブ化するリソース
を選択します。

4.

左リソースの詳細表示されたページで、[] を選択します。編集の推奨事項設定ページの [] セクショ
ン。

拡張インフラストラクチャメトリックは、表示しているリソースに対して機能が現在アクティブ化さ
れている場合にチェックされます。このオプションが現在アクティブになっていない場合、このオプ
ションはオフになります。
5.

拡張インフラストラクチャメトリック機能を選択してアクティブ化するか、オフにして非アクティブ
にします。

6.

選択保存をクリックして、個々のリソースの更新された推奨設定を保存します。

Note
プリファレンスを保存すると、個々のリソースの拡張インフラストラクチャメトリックの
メータリングが開始されます。この機能の使用料金の詳細については、「」を参照してくだ
さい。Compute Optimizer 料金表。
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Compute Optimizer は、次回推奨を生成するときに、更新されたプリファレンスを考慮します。それまで
は、a保留中status は更新されたプリファレンスに付加されます (たとえば、アクティブ保留中または保留
中の Inactive). リソースレコメンデーションで拡張インフラストラクチャメトリックが考慮されているかど
うかを確認するには、「」を参照してください。拡張インフラストラクチャメトリックスのステータスの
確認 (p. 38)。

アカウントレベルでの拡張インフラストラクチャメトリックスの
アクティブ化
アカウントレベルで拡張インフラストラクチャメトリックを有効または無効にするには、次の手順を実行
します。アカウントレベルで作成されたレコメンデーションプリファレンスは、リソースタイプを満たす
アカウント内のすべてのリソースに適用されます。AWSリージョンの基準。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択アカウントナビゲーションペインで、[] を選択します。
組織の管理アカウントにサインインしている場合、アカウントページには、次の例に示すよう
に、Organization のすべてのメンバーアカウントと推奨プリファレンスが一覧表示されます。スタン
ドアロンアカウントにサインインしている場合、このページにはアカウントのおすすめ設定のみが表
示されます。

3.

組織の管理アカウントにサインインしている場合は、拡張インフラストラクチャメトリックスをアク
ティブ化するアカウントを選択します。次に [] を選択します。プリファレンスの表示。スタンドアロ
ンアカウントにサインインしている場合は、この手順の次のステップ（ステップ 4）に進みます。
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4.

-推奨事項設定ページのセクションには、個々のアカウントの現在のプリファレンス（存在する場合）
が一覧表示されます。選択編集の推奨事項設定ページの [] セクション。

5.

次に、以下のいずれかのステップを完了します。
• 特定ののリソースタイプの拡張インフラストラクチャメトリックをアクティブ化するにはAWS[リー
ジョン] で、リソースタイプを選択します。[リソースタイプ]ドロップダウンメニューから、AWSの
リージョンリージョンドロップダウンメニューで、アクティブ化オプション。

Note
-EC2 インスタンスオプションには、スタンドアロンインスタンスと Auto Scaling グルー
プの一部であるインスタンスを含む、すべての EC2 リソースが含まれます。-Auto Scaling
グループオプションには、Auto Scaling グループの一部であるインスタンスのみが含まれ
ており、スタンドアロンインスタンスは含まれません。
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• 特定ののリソースタイプの拡張インフラストラクチャメトリックを非アクティブ化するにはAWS地
域、クリアするアクティブ化無効にするプリファレンスのオプション。

6.

選択保存をクリックして、アカウントの更新されたレコメンデーションプリファレンスを保存しま
す。

Note
プリファレンスを保存すると、選択したリージョンおよび選択したアカウント内の選択した
リソースタイプのすべてのリソースについて、拡張インフラストラクチャメトリックのメー
タリングが開始されます。この機能の使用料金の詳細については、「」を参照してくださ
い。Compute Optimizer 料金表。
Compute Optimizer は、次回推奨を生成するときに、更新されたプリファレンスを考慮します。それまで
は、a保留中status は更新プリファレンスに付加されます (たとえば、アクティブ保留中または保留中の
Inactive). リソースレコメンデーションで拡張インフラストラクチャメトリックが考慮されているかどう
かを確認するには、「」を参照してください。拡張インフラストラクチャメトリックスのステータスの確
認 (p. 38)。
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組織レベルでの拡張インフラストラクチャメトリックスのアク
ティブ化
組織レベルで拡張インフラストラクチャメトリックを有効または無効にするには、次の手順を実行しま
す。組織レベルで作成されたレコメンデーションプリファレンスは、リソースタイプを満たす組織のすべ
てのメンバーアカウント内のすべてのリソースに適用されます。AWSリージョンの基準

Note
このオプションは、Compute Optimizer にメンバーアカウントを選択した組織の管理アカウント
でのみ使用できます。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択アカウントナビゲーションペインで、[] を選択します。
-アカウント組織の管理アカウントにサインインしている場合、ページに組織のすべてのメンバーアカ
ウントが表示されます。-推奨事項設定ページの「」セクションには、組織内のすべてのアカウントに
対してアクティブ化されているプリファレンスがリストされます（存在する場合）。

3.

選択編集の推奨事項設定ページの [] セクション。
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4.

次に、以下のいずれかのステップを完了します。
• で特定のリソースタイプに対して拡張インフラストラクチャメトリックをアクティブ化するには
AWS[リージョン] で、リソースタイプを選択します。[リソースタイプ]ドロップダウンメニュー
で、の [Region (リージョン)] を選択します。AWSリージョンドロップダウンメニューで、アクティ
ブオプション。

• の特定のリソースタイプの機能を非アクティブ化するにはAWS地域、クリアするアクティブ無効に
するプリファレンスのオプション。
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5.

選択保存をクリックして、組織内のすべてのアカウントの更新されたレコメンデーションプリファレ
ンスを保存します。

Note
プリファレンスを保存すると、選択したリージョンおよび組織のすべてのメンバーアカウン
トで、選択したリソースタイプのすべてのリソースについて、拡張インフラストラクチャメ
トリックのメータリングが開始されます。この機能の使用料金の詳細については、「」を参
照してください。Compute Optimizer 料金表。
Compute Optimizer は、次回推奨を生成するときに、更新されたプリファレンスを考慮します。それまで
は、a保留中status は更新プリファレンスに付加されます (たとえば、アクティブ保留中または保留中の
Inactive). リソースレコメンデーションで拡張インフラストラクチャメトリックが考慮されているかどう
かを確認するには、「」を参照してください。拡張インフラストラクチャメトリックスのステータスの確
認 (p. 38)。

拡張インフラストラクチャメトリックスのステータス
の確認
拡張インフラストラクチャメトリックスの推奨プリファレンスをアクティブ化すると、Compute Optimizer
は次回のレコメンデーションの更新時にプリファレンスを適用します。これには最大 24 時間かかる場合
があります。-効果的な拡張インフラストラクチャメトリック[リソースの推奨] ページの [推奨] 列は、リス
トされたレコメンデーションが 3 か月のルックバック期間を考慮しているかどうかを確認します。Anアク
ティブstatus は、リストされたレコメンデーションが長いルックバック期間を検討していることを確認し
ます。An非アクティブstatus は、レコメンデーションがまだ長いルックバック期間を考慮していないこと
を確認します。

拡張インフラストラクチャメトリックスのトラブル
シューティング
次に、拡張インフラストラクチャメトリックスの推奨設定で発生する可能性のある問題と、問題を軽減す
るために何ができるかを示します。

拡張インフラストラクチャメトリックスの推奨設定の取得または
更新に失敗しました
説明
Compute Optimizer コンソールが拡張インフラストラクチャメトリックの推奨設定を取得または更新でき
なかったことを示すバナーが表示されます。
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原因
レコメンデーションの設定を表示または更新するために必要なアクセス許可がない可能性があります。
Solution
レコメンデーションの設定を表示または編集するユーザーに必要な権限を追加します。詳細については、
「Compute Optimizer のレコメンデーション設定を管理するアクセス権を付与するポリシー (p. 14)」を参
照してください。

推論ワークロードタイプ
推論ワークロードタイプは、無償の機能です。AWS Compute Optimizerこれは、で実行されている
可能性のあるアプリケーションを推論しますAWSEC2 インスタンスや Auto Scaling グループなど
のリソース。これは、リソース名、タグ、構成など、リソースの属性を分析することによって行わ
れます。Compute Optimizer は現在、インスタンスが Amazon EMR、Apache Cassandra、Apache
Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、または Redis を実行しているかどうかを推測できま
す。Compute Optimizer は、インスタンスで実行されているアプリケーションを推論することで、
ワークロードを x86 ベースのインスタンスタイプから ARM ベースに移行する作業を特定できま
す。AWSGraviton インスタンスタイプ。推定ワークロードタイプ機能はデフォルトでアクティブになりま
すが、推奨設定を作成して機能を非アクティブ化できます。
推論されたワークロードのタイプと移行作業は、推定ワークロードタイプそして移行の労力EC2 インスタ
ンスと Auto Scaling グループの推奨ページの列です。詳細については、「EC2 インスタンスの推奨事項を
表示 (p. 53)」および「Auto Scaling グループの推奨事項を表示する (p. 65)」を参照してください。
目次
• 必要なアクセス許可 (p. 39)
• 推論ワークロードタイプ機能のステータスの管理 (p. 39)

必要なアクセス許可
推論されたワークロードタイプの機能のステータスを管理するには、適切なアクセス許可が必要です。
詳細については、「Compute Optimizer のレコメンデーション設定を管理するアクセス権を付与するポリ
シー (p. 14)」を参照してください。

推論ワークロードタイプ機能のステータスの管理
推定ワークロードタイプ機能は、デフォルトでアクティブになっています。ただし、レコメンデーション
プリファレンスを作成して非アクティブ化することはできます。これを行うには、Compute Optimizer コ
ンソールを使用します。AWS Command Line Interface(AWS CLI)、およびAWSSDK。コンソールでは、次
の領域で機能を非アクティブ化することができ、それぞれ異なるレベルの非アクティブ化が可能です。
• アカウントレベルの推奨設定-でアカウントページで、すべてのアカウントの推論ワークロードタイプ機
能を非アクティブにできますAWSお客様の要件を満たすアカウント内のリソースAWSリージョンの基
準。詳細については、このガイドで後述する「アカウントレベルでの推論ワークロードタイプ機能のス
テータスの管理 (p. 40)」を参照してください。
• 組織レベルの推奨設定-でアカウント組織の管理アカウントのページで、組織のすべてのメンバーアカ
ウントのすべてのリソースについて、推定ワークロードタイプ機能を無効にすることができます。AWS
リージョンの基準。詳細については、このガイドで後述する「推論ワークロードタイプ機能のステータ
スを組織レベルで管理する (p. 40)」を参照してください。
推論されたワークロードタイプ機能を非アクティブ化すると、Compute Optimizer は次回推奨を更新した
ときに、ワークロードタイプの推論を停止します。これには最大 24 時間かかることがあります。
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アカウントレベルでの推論ワークロードタイプ機能のステータス
の管理
アカウントレベルで推定ワークロードタイプの機能のステータスを管理するには、次の手順を実行しま
す。アカウントレベルで作成されたレコメンデーションのプリファレンスは、アカウント内のすべてのリ
ソースにAWSリージョンの基準。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択アカウントナビゲーションペインで、[] を選択します。
組織の管理アカウントにサインインしている場合、アカウントページには、組織のすべてのメンバー
アカウントとレコメンデーションのプリファレンスが一覧表示されます。スタンドアロンアカウント
にサインインしている場合、このページにはアカウントのおすすめ設定のみが表示されます。

3.

組織の管理アカウントにサインインしている場合は、推定ワークロードタイプ機能のステータスを管
理するアカウントを選択します。次に、プリファレンスの表示。スタンドアロンアカウントにサイン
インしている場合は、この手順のステップ 4 に進みます。

4.

-推奨事項設定ページのセクションには、個々のアカウントの現在のプリファレンス（存在する場合）
が一覧表示されます。選択編集の推奨事項設定ページの [] セクション。

5.

次に、以下のいずれかのステップを完了します。
• 特定ので推論ワークロードタイプを非アクティブ化するにはAWSリージョン、[] を選択しま
す。AWSのリージョンリージョンドロップダウンメニューを選択し、アクティブ化オプション。
• 特定のワークロードタイプで推論ワークロードをアクティブ化するにはAWS以前に非アクティブに
したリージョンで、アクティブ化オプション。

6.

選択保存をクリックして、アカウントの更新されたレコメンデーションプリファレンスを保存しま
す。

推論ワークロードタイプ機能のステータスを組織レベルで管理す
る
組織レベルで推定ワークロードタイプの機能のステータスを管理するには、次の手順を実行します。組織
レベルで作成されたレコメンデーションプリファレンスは、組織のすべてのメンバーアカウント内のすべ
てのリソースに適用され、AWSリージョンの基準。

Note
このオプションは、Compute Optimizer にメンバーアカウントを選択した組織の管理アカウント
でのみ使用できます。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択アカウントナビゲーションペインで、[] を選択します。
組織の管理アカウントにサインインしている場合、アカウントページには、組織のすべてのメンバー
アカウントが一覧表示されます。-推奨事項設定ページの「」セクションには、組織内のすべてのアカ
ウントに対してアクティブ化されているプリファレンスがリストされます（存在する場合）。

3.

選択編集の推奨事項設定ページの [] セクション。

4.

次に、以下のいずれかのステップを完了します。
• 特定ので推論ワークロードタイプを非アクティブ化するにはAWS[リージョン] で、[リージョン] を
選択します。AWSリージョンドロップダウンメニューを選択し、アクティブオプション。
• 特定のワークロードタイプで推論ワークロードをアクティブ化するにはAWS以前に非アクティブに
したリージョンで、アクティブ化オプション。
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5.

選択保存をクリックして、組織内のすべてのアカウントの更新されたレコメンデーションプリファレ
ンスを保存します。

AWSGraviton ベースのインスタンスの推奨事項
Amazon EC2 インスタンスと Auto Scaling グループの推奨事項を表示するときに、ワークロードの実行に
よる価格とパフォーマンスの影響を確認できます。AWSGraviton ベースのインスタンス。そうするために
は、[] を選択します。Graviton (aws-arm64)のCPU アーキテクチャ設定ドロップダウン。それ以外の場合
は、[] を選択します。最新のをクリックして、現在のインスタンスと同じ CPU ベンダーおよびアーキテ
クチャに基づく推奨事項を表示します。Amazon EC2 インスタンスと Auto Scaling グループの推奨事項
の表示の詳細については、「」を参照してください。EC2 インスタンスの推奨事項を表示 (p. 53)そし
てAuto Scaling グループの推奨事項を表示する (p. 65)。

Note
-現在の価格,推奨価格,料金の違い,価格差 (%), および月間削減額の見積もり列が更新され、選択し
た CPU アーキテクチャプリファレンスの現在のインスタンスタイプとインスタンスタイプの価格
比較が提供されます。例えば、Graviton (aws-arm64)では、現在のインスタンスタイプと推奨され
る Graviton ベースのインスタンスタイプとの価格を比較します。
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アカウントとレコメンデーションの
設定を表示する
Compute Optimizer コンソールのアカウントページには、拡張インフラストラクチャメトリクスなどのア
カウントまたは組織で有効化されたレコメンデーションの設定が一覧表示されます。
組織の管理アカウントでは、アカウントページには、組織のメンバーアカウントと Compute Optimizer へ
のオプトインステータスも一覧表示されます。管理アカウントではオプトイン (p. 8)組織のメンバーアカウ
ントへAWS Compute Optimizer。メンバーアカウントがオプトインされると、Compute Optimizer はメン
バーアカウントのサポート対象リソースを分析して最適化の可能性を探します。
Compute Optimizer」(承認) のページでは、以下の操作を実行できます。
• レコメンデーション設定 (p. 42)。
• アカウントのオプトインと設定の表示 (p. 43)。
• 管理者アカウントを委任する (p. 44)。
• アカウントのオプトインと設定のトラブルシューティング (p. 45)。

スタンドアロンアカウントのレコメンデーション設
定を表示する
コンソールを使用してスタンドアロンアカウントのレコメンデーション設定を表示するには、次の手順に
従います。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。
ページ内の組織レベルで拡張インフラストラクチャメトリクスを設定するセクションには、拡張イン
フラストラクチャメトリクスなど、個々のアカウントに対して有効化されている設定が一覧表示され
ています。拡張インフラストラクチャメトリクスのレコメンデーション設定のアクティブ化/非アク
ティブ化の詳細については、「インフラストラクチャメトリックの拡張 (p. 30)」を参照してくださ
い。
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組織のメンバーアカウントのオプトインステータス
およびレコメンデーション設定を表示する
次の手順を使用して、Compute Optimizer にオプトインされている組織のメンバーアカウントと、構成さ
れたレコメンデーションの設定を表示します。

Note
このオプションは、Compute Optimizer にメンバーアカウントをオプトインした組織の管理アカ
ウントまたは組織の委任管理者のみ使用できます。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。
アカウントページには、組織のメンバーアカウントおよび Compute Optimizer の現在のオプトイン
ステータスが一覧表示されます。-オプトインステータスそしてステータス情報列には、各アカウ
ント ID のステータスが表示されます。アカウントがオプトインに失敗した場合のトラブルシュー
ティングについては、「the section called “アカウントのオプトインと設定のトラブルシューティン
グ” (p. 45)」を参照してください。

3.

メンバーアカウントのレコメンデーション設定を表示するには、メンバーアカウントを選択し、[設定
の表示] をクリックします。
ページ内の拡張インフラストラクチャメトリクスセクションには、個々のアカウントでアクティブ化
された拡張インフラストラクチャメトクスの設定が一覧表示されます。拡張インフラストラクチャメ
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トリクスのレコメンデーション設定のアクティブ化/非アクティブ化の詳細については、「インフラス
トラクチャメトリックの拡張 (p. 30)」を参照してください。

管理者アカウント委任
組織のメンバーアカウントを Compute Optimizer の管理者として委任できます。委任された管理者は
Compute Optimizer の推奨事項にアクセスして管理できます。委任された管理者は、管理アカウントにア
クセスしなくても、組織全体のレコメンデーション設定を設定することもできます。管理アカウントは、
組織の委任管理者オプションを制御します。Compute Optimizer の委任管理者は、1 つの組織につき 1 名
のみです。
委任された管理者は、推奨事項の取得とエクスポート、推奨設定の設定、メンバーアカウントのオプトイ
ンステータスの設定、予測される使用状況メトリックの取得を行うことができます。

Note
IAM ポリシーに適切な IAM 権限を設定することで、委任管理者の Compute Optimizer アクション
へのアクセスを制限できます。詳細については、次を参照してください。IAM でのポリシーとア
クセス許可。
アカウントを委任管理者として登録または更新するには:
Console
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。

3.

左アカウントによる組織のオプトイン[] セクションで、委任管理者として追加するアカウント ID
を選択します。

4.

を使用する場合委任、選択してください委任管理者として登録。

5.

表示されるプロンプトで、確認変更に同意し、委任管理者を追加する場合。

1.

組織の管理アカウントとしてログインします。

2.

ターミナルまたはコマンドプロントウィンドウを開きます。

3.

次の電話を開始API オペレーション 123456789012 は自分のアカウント ID に置き換えます。

CLI

aws organizations register-delegated-administrator \
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--account-id 123456789012 \
--service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

委任管理者としてメンバーアカウントを削除するには
Console
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。

3.

左アカウントによる組織のオプトインセクションで、現在の委任管理者のアカウント ID を選択し
ます。

4.

を使用する場合委任、選択してください委任管理者として登録解除。

5.

表示されるプロンプトで、確認変更に同意し、委任管理者を削除する場合

1.

組織の管理アカウントとしてログインします。

2.

ターミナルまたはコマンドプロントウィンドウを開きます。

3.

次の API オペレーションを呼び出します。123456789012 は自分のアカウント ID に置き換えま
す。

CLI

aws organizations deregister-delegated-administrator \
--account-id 123456789012 \
--service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

アカウントのオプトインとレコメンデーション設定
のトラブルシューティング
このセクションでは、アカウントで Compute Optimizer へのオプトインができない、およびレコメンデー
ション設定の表示や保存ができない状況が起こりうる理由のトラブルシューティングについて説明しま
す。このセクションのソリューションでは、これらの問題を軽減する方法を示しています。

サービスにリンクされたロールが作成できない
説明
アカウントには 失敗のオプトインステータスと、サービスにリンクされたロールを作成できませんでし
たという説明が表示されます。
原因
Compute OptimizerAWS Identity and Access Management(IAM) サービスにリンクされたロール。これ
らのロールには、サービスが他のの呼び出しに必要なすべてのアクセス権限が含まれますAWS のサービ
スはユーザーに代わって関数を実行します。Compute Optimizer のサービスにリンクされたロールの作
成を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に許可するアクセス許可を設定する必要がありま
す。Compute Optimizer にオプトインするユーザーには、サービスにリンクされたロールを作成するため
に必要な権限がない場合があります。
解決策
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Compute Optimizer オプトインを実行するユーザーに必要な権限を追加します。詳細については、「the
section called “サービスにリンクされたロールのアクセス権限” (p. 16)」を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化に失敗しました
説明
アカウントには失敗のオプトインステータスと、信頼されたアクセスの有効化に失敗しましたという説明
が表示されます。
原因
信頼されたアクセスを使用してCompute Optimizer を有効にすると、組織とアカウントのタスクを代理
で実行できるようになります。AWS Organizations の信頼されたアクセスの詳細については、「AWS
Organizationsユーザーガイド」の「AWS Organizations を他の AWS サービスと併用する」を参照し
てください。組織の管理アカウントを使用してオプトインし、すべてのメンバーアカウントを含める
と、Compute Optimizer の信頼されたアクセスが組織アカウントで自動的に有効になります。Compute
Optimizer にオプトインするユーザーには、信頼されたアクセスを有効にするために必要な権限がない場合
があります。
解決策
Compute Optimizer オプトインを実行するユーザーに必要な権限を追加します。詳細については、「AWS
Organizations ユーザーガイド」の「Permissions required to enable trusted access (信頼されたアクセスを
有効にするために必要な許可)」を参照してください。必要な権限を追加した後に、組織の管理アカウント
を使用して Compute Optimizer に再度オプトインし、組織内のすべてのメンバーアカウントを含めます。
詳細については、「the section called “アカウントにオプトインする” (p. 9)」を参照してください。

拡張インフラストラクチャメトリクスのレコメンデー
ション設定の取得または更新ができない
説明
Compute Optimizer コンソールが拡張インフラストラクチャメトリクスのレコメンデーション設定を取得
または更新できなかったことを示すバナーが表示されます。
原因
レコメンデーション設定の表示または更新に必要な権限を持っていない可能性があります。
解決策
レコメンデーションの設定を表示または編集するユーザーに必要な権限を追加します。詳細について
は、Compute Optimizer のレコメンデーション設定を管理するアクセス権を付与するポリシー (p. 14)を参
照してください。
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AWS Compute Optimizer ダッシュ
ボードの表示
Compute Optimizer コンソールのダッシュボードを使用して、アカウントでサポートされているリソース
タイプの最適化の機会を評価し、優先順位付けします。ダッシュボードには、次の情報が表示されます。
この情報は、毎日更新され、リソースの仕様と使用率メトリックを分析して生成されます。

コスト削減機会
[割引商談] セクションには、アカウントのリソースに対して Compute Optimizer レコメンデーションを実
装した場合に、オンデマンドインスタンスの料金に基づいて、節約できる月額の見積もり金額とパーセン
テージが表示されます。また、リソースタイプごとの月間節約額の見積も表示されます。コスト削減のた
めにリソースを評価する場合は、コスト削減の可能性が最も高いリソースタイプに優先順位を付けます。

Important
コスト削減商談データを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、アクティブ化する必
要がありますAmazon EC2 リソース推奨事項を受け取るCost Explorer の設定ページで、これ
により、Cost Explorer とCompute Optimizer 間の接続が作成されます。この接続により、Cost
Explorer は、既存リソースの価格、推奨リソースの価格、および使用履歴データを考慮したコス
ト削減の見積もりを生成します。[推定月間削減額] は、生成された各推奨事項に関連する推定ド
ル削減額を反映しています。詳細については、「」を参照してください。Cost Explorer を有効に
するそして適切なサイズ設定に関する推奨事項によるコストの最適化のコストマネジメントユー
ザーガイド。

個々の EC2 インスタンスの月間コスト削減と節約の可能性は、[EC2 インスタンスの推奨事項] ページの下
の推定月間節約 (オンデマンド), および貯蓄の機会 (%)列。[推定月間削減額の計算方法] など、詳細につい
ては、月間削減額と削減額の見積もり (p. 60)。
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パフォーマンス向上機会
パフォーマンス改善の機会セクションには、Compute Optimizer がワークロードパフォーマンスニーズを
満たさないリスクがあると判明したアカウントのリソースの数と割合が表示されます。また、リソースタ
イプごとのパフォーマンスリスク分類も表示されます。リソースには、高、高、中、および非常に低いパ
フォーマンスリスクがあります。パフォーマンス向上のためにリソースを評価する場合は、パフォーマン
スリスクが高いリソースタイプに優先順位を付けます。

個々の EC2 インスタンスと Auto Scaling グループの現在のパフォーマンスリスクは、EC2 インスタン
スの詳細ページの下に表示されます。現在のパフォーマンスリスク列でロードバランサーの ID をクリッ
クします。詳細については、「」を参照してください。EC2 インスタンスの現在のパフォーマンスリス
ク (p. 61)。

結果
[調査結果] セクションには、アカウントのリソースタイプの調査結果の分類数と割合が表示されま
す。Compute Optimizer は、EC2 インスタンス、Auto Scaling グループ、および Lambda 関数をプロビ
ジョニング不足、過剰プロビジョニング、または最適化として分類します。Amazon EBS ボリュームは、
最適化または最適化されていないものとして分類されます。詳細については、このガイドで後述する「結
果の分類 (p. 49)」を参照してください。
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結果の分類
Compute Optimizer コンソールでの結果の分類では、at-a-glance分析期間中のリソースの実行状況を表示
します。結果の分類は、リソースタイプによって異なります。Compute Optimizer でサポートされている
サービスとリソースには、次の分類が適用されます。

EC2 インスタンスの分類の検索
分類

説明

プロビジョニング不足

EC2 インスタンスは、インスタンス仕様の CPU、メモリ、ネット
ワークなどの 1 つ以上の要素要素が、ワークロードのパフォーマン
ス要件を満たしていない場合に、プロビジョニング不足と見なされ
ます。EC2 インスタンスがプロビジョニング不足である場合、アプ
リケーションのパフォーマンスが低下することがあります。

過剰プロビジョニング

EC2 インスタンスは、インスタンス仕様の CPU、メモリ、ネッ
トワークなどの 1 つ以上のものをサイズダウンしてもワークロー
ドのパフォーマンス要件を満たす場合や、どの仕様要素もプロビ
ジョニング不足でない場合に、過剰プロビジョニングと見なされま
す。EC2 インスタンスの過剰プロビジョニングは、余分なインフラ
ストラクチャコストを発生させる場合があります。

の最適化

EC2 インスタンスは、インスタンス仕様の CPU、メモリ、ネッ
トワークなどのインスタンスのすべての仕様がワークロードのパ
フォーマンス要件を満たし、インスタンスが過剰プロビジョニング
されていない場合に、最適化されていると見なされます。最適化さ
れたインスタンスとして、Compute Optimizer は新世代のインスタ
ンスタイプを推奨する場合があります。

49

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
Auto Scaling グループ

Note
インスタンスの場合、Compute Optimizer は、インスタンスがプロビジョニング不足、または
過剰プロビジョニングされた理由をより詳細に説明する理由を見つける理由を生成します。詳
細については、「理由を見つける (p. 54)」トピックの「EC2 インスタンスの推奨事項を表
示 (p. 53)」を参照してください。

Auto Scaling グループ
分類

説明

最適化されていない

Compute Optimizer がワークロードのパフォーマンスまたはコスト
を向上できる推奨事項を特定した場合、Auto Scaling グループは、
最適化されていないと見なされます。

の最適化

選択したインスタンスタイプに基づいて、ワークロードを実行する
ためにグループが正しくプロビジョニングされていると Compute
Optimizer が判断した場合、Auto Scaling グループは、最適化されて
いると見なされます。最適化された Auto Scaling グループについて
は、Compute Optimizer は新世代のインスタンスタイプを推奨する
場合があります。

Note
Auto Scaling グループのインスタンスの場合、Compute Optimizer は、Auto Scaling グループが最
適化されていないことが検出された理由をより詳細に説明する理由を検出します。詳細について
は、「理由を見つける (p. 54)」トピックの「EC2 インスタンスの推奨事項を表示 (p. 53)」
を参照してください。

EBS ボリューム検出分類
分類

説明

最適化されていない

EBS ボリュームは、ワークロードのパフォーマンスまたはコストを
向上できるボリュームの種類、ボリュームサイズ、または IOPS 仕
様を特定した場合、Compute Optimizer されていないと見なされま
す。

の最適化

EBS ボリュームは、選択したボリュームの種類、ボリュームサイ
ズ、IOPS 仕様に基づいて、ワークロードを実行するためにボリュー
ムが正しくプロビジョニングされていると Compute Optimizer が
判断した場合、最適化されていると見なされます。最適化されたリ
ソースについては、Compute Optimizer は新世代のボリュームタイ
プを推奨する場合があります。

Lambda 関数分類を見つける
分類

説明

最適化されていない

Lambda 関数は、Compute Optimizer が構成済みのメモリまたは
CPU パワー（構成されたメモリに比例する）がプロビジョニング不
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分類

説明
足または過剰プロビジョニングされていることを特定した場合、最
適化されていないと見なされます。この場合、Compute Optimizer
は、ワークロードのパフォーマンスまたはコストを向上できる推奨
事項を生成します。
関数が最適化されていない場合、Compute Optimizer はどちらかの
検出理由を表示します。メモリがプロビジョニングされていないま
たはメモリ過剰プロビジョニング。

の最適化

Lambda 関数は、構成済みのメモリまたは CPU パワー (構成済みメ
モリに比例する) がワークロードを実行するために適切にプロビジョ
ニングされていると Compute Optimizer が判断した場合、最適化さ
れていると見なされます。

使用不可

Compute Optimizer は、関数のレコメンデーションを生成できませ
んでした。これは、関数が満たされていないためである可能性があ
りますLambda 関数のCompute Optimizer の要件 (p. 7)、または関数
がレコメンデーションの対象にならない。
この検出分類では、Compute Optimizer に次のいずれかの検出理由
が表示されます。
• 不十分なデータ関数に Compute Optimizer がレコメンデーション
を生成するための十分なメトリクスデータがない場合。
• 決定的ではない関数で 1,792 MB を超えるメモリが構成されてい
るために関数がレコメンデーションの対象にならない場合、また
は Compute Optimizer が信頼度の高いレコメンデーションを生成
できないとき。

Note
発見のある関数使用不可は、Compute Optimizer コンソール
にリストされていません。

ダッシュボードの表示
次の手順に従って、ダッシュボードとリソースの最適化の結果を表示します。
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Dashboard (ダッシュボード)] を選択します。

3.

デフォルトでは、ダッシュボードには、現在サインインしているアカウントのすべての AWS リー
ジョンにわたる AWS リソースの最適化の結果の概要が表示されます。
ダッシュボードでは、次のアクションを実行できます。
• 別のアカウントでリソースの最適化の結果を表示するには、[Account (アカウント)] を選択してか
ら、別のアカウント ID を選択します。

Note
他のアカウントのリソースの最適化結果を表示する機能は、組織の管理アカウントにサイ
ンインしていて、組織のすべてのメンバーアカウントをオプトインし、Compute Optimizer
を使用した信頼済みアクセスが有効になっている場合にのみ使用できます。詳細について
は、「Compute Optimizer によってサポートされたアカウント (p. 8)」および「Compute
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Optimizer および AWS Organizations の信頼されたアクセス (p. 11)」を参照してくださ
い。
• ダッシュボードの貯蓄商談およびパフォーマンス改善商談セクションの表示/非表示を切り替えるに
は、歯車アイコンを選択し、表示または非表示にするセクションを選択し、適用。
• ダッシュボードの結果を 1 つ以上の AWS リージョンにフィルタリングするには、[Filter by one or
more Regions (1 つ以上のリージョンでフィルタリングする)] のテキストボックスにリージョンの名
前を入力するか、表示されるドロップダウンリストで 1 つ以上のリージョンを選択します。
• 選択したフィルタをクリアするには、フィルタの横にある[Clear filters (フィルタのクリア)] を選択
します。
• 最適化の推奨事項を表示するには、表示されているリソースタイプの [View recommendations (推奨
事項の表示)] リンクを選択するか、結果の分類の横に表示されているリソースの数を選択して、そ
の分類のリソースを表示します。詳細については、リソースの推奨事項の表示 (p. 53)を参照して
ください。
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リソースの推奨事項の表示
の推奨事項の確認AWSリソースは、の次のページに表示されます。AWS Compute Optimizerconsole.
• -リソースの推奨事項の確認ページには、実行中の各リソースと Compute Optimizer によって生成された
上位レコメンデーションが一覧表示されます。
• -リソースの詳細[Recommendations] ページからアクセスできるページには、特定のリソースの上位 3 つ
の推奨オプションと、リソースの使用率メトリックグラフが表示されます。
レコメンデーションページとリソースの詳細ページは、次の各ページで使用できます。AWSCompute
Optimizer でサポートされているリソース:
• Amazon EC2 インスタンス-詳細については、「」を参照してください。EC2 インスタンスの推奨事項
を表示 (p. 53)。
• Auto Scaling グループ-詳細については、「」を参照してください。Auto Scaling グループの推奨事項を
表示する (p. 65)。
• Amazon EBS ボリューム-詳細については、「」を参照してください。Amazon EBS ボリューム推奨の
表示 (p. 71)。
• AWS Lambda機能-詳細については、「」を参照してください。Lambda 関数の推奨事項の表
示 (p. 75)。

EC2 インスタンスの推奨事項を表示
AWS Compute Optimizerは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのインスタンス
タイプの推奨事項を生成します。Amazon EC2 インスタンスの推奨事項は、Compute Optimizer コンソー
ルの次のページに表示されます。
• -EC2 インスタンスの推奨事項ページには、現在のインスタンスのそれぞれが表示されます。分類を検
索する (p. 54),理由を見つける (p. 54),プラットフォームの違い (p. 58)、現在のインスタンスタ
イプ、および選択したの現在の時間料金購入オプション (p. 59)。Compute Optimizer からの上位の推
奨事項が各インスタンスの横に表示されます。そこには、推奨インスタンスタイプ、選択した購入オプ
ションの時間単価と、現在のインスタンスと推奨事項との価格差が含まれます。推奨事項ページを使用
して、現在のインスタンスと上位の推奨事項を比較します。これにより、インスタンスをアップサイズ
またはダウンサイズする必要があるかどうかを判断できます。
• -EC2 インスタンスの詳細[EC2 インスタンスの推奨事項] ページからアクセスできるページには、特定の
インスタンスに関する最適化の推奨事項が最大 3 つ表示されます。各レコメンデーションの仕様を一覧
表示します。パフォーマンスリスク (p. 61)を選択し、選択した購入オプションの時間単価を指定しま
す。詳細ページには、現在のインスタンスの使用率メトリックグラフも表示され、推奨オプションの予
測使用率メトリックがオーバーレイされます。
推奨事項は毎日更新されます。これらは、過去 14 日間の現在のインスタンスの仕様と使用率メトリクス
を分析することによって生成されます。拡張インフラストラクチャメトリック有料機能 (p. 30)。詳細につ
いては、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 27)」を参照してください。
Compute Optimizer は、特定の要件を満たすEC2 インスタンスに関する推奨事項を生成し、推奨事項の生
成には最大 12 時間かかる場合があり、十分なメトリクスデータを蓄積する必要があることに注意してく
ださい。詳細については、「」を参照してくださいサポートされるリソースと要件 (p. 3)
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目次
• 分類を検索する (p. 54)
• 理由を見つける (p. 54)
• AWSGraviton ベースのインスタンスの推奨事項 (p. 57)
• 推論ワークロードタイプ (p. 58)
• 移行の労力 (p. 58)
• プラットフォームの違い (p. 58)
• 料金と購入オプション (p. 59)
• 月間削減額と削減額の見積もり (p. 60)
• パフォーマンスリスク (p. 61)
• 現在のパフォーマンスリスク (p. 61)
• 使用率グラフ (p. 61)
• EC2 インスタンスの推奨事項を表示 (p. 63)
• EC2 インスタンスの詳細の表示 (p. 64)

分類を検索する
-結果の「カラム」EC2 インスタンスの推奨事項ページには、分析期間中に各インスタンスがどのように実
行されたかの概要が表示されます。
以下の調査結果の分類が EC2 インスタンスに適用されます。
分類

説明

プロビジョニング不足

EC2 インスタンスは、CPU、メモリ、ネットワークなどのインス
タンスの仕様の少なくとも 1 つがワークロードのパフォーマンス
要件を満たしていない場合に、プロビジョニング不足と見なされま
す。EC2 インスタンスがプロビジョニング不足である場合、アプリ
ケーションのパフォーマンスが低下することがあります。

過剰プロビジョニング

EC2 インスタンスは、CPU、メモリ、ネットワークなどのインス
タンスの仕様の少なくとも 1 つをサイズダウンしてもワークロー
ドのパフォーマンス要件を満たす場合や、どの仕様要素もプロビ
ジョニング不足でない場合に、過剰プロビジョニングと見なされま
す。EC2 インスタンスの過剰プロビジョニングは、余分なインフラ
ストラクチャコストを発生させる場合があります。

最適化

EC2 インスタンスは、CPU、メモリ、ネットワークなどのインス
タンスのすべての仕様がワークロードのパフォーマンス要件を満
たし、インスタンスが過剰プロビジョニングされていない場合に、
最適化されていると見なされます。最適化されたインスタンスとし
て、Compute Optimizer は新世代のインスタンスタイプを推奨する
場合があります。

理由を見つける
-理由を見つけるの「カラム」EC2 インスタンスの推奨事項そしてEC2 インスタンスの詳細ページには、
プロビジョニング不足または過剰プロビジョニングされているインスタンスの仕様が表示されます。
インスタンスには、次の理由が当てはまります。
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説明

CPU 過剰プロビジョニング

ワークロードのパフォーマンス要件を満たしながら、インスタ
ンスの CPU 構成のサイズを小さくすることができます。これ
は、CPUUtilization振り返り期間における現在のインスタンスの
メトリクスです。

CPU のプロビジョニング不足

インスタンスの CPU 構成がワークロードのパフォーマンス要件を満
たしておらず、CPU パフォーマンスを向上させる代替インスタンス
タイプがあります。これは、CPUUtilization振り返り期間におけ
る現在のインスタンスのメトリクスです。

メモリ過剰プロビジョニング

インスタンスのメモリ構成は、ワークロードのパフォーマンス要件
を満たしている間にサイズを下げることができます。これは、ルッ
クバック期間中に現在のインスタンスのメモリ使用率メトリクスを
分析することによって識別されます。

Note
メモリ使用率は、統合された CloudWatch エージェ
ントがインストールされているリソースについて
のみ分析されます。詳細については、「」を参照
してください。Amazon でのメモリ使用率の有効化
CloudWatchAgentのAWS Compute Optimizerユーザー
ガイド。Linux インスタンスでは、Compute Optimizer
はmem_used_percentの「メトリクス」CWAgent名前空
間、またはレガシーMemoryUtilizationの「メトリク
ス」System/Linux名前空間. Windows インスタンスで
は、Compute Optimizer はMemory % Committed Bytes
In Useの「メトリクス」CWAgent名前空間.
メモリがプロビジョニングされ
ていない

インスタンスのメモリ構成がワークロードのパフォーマンス要件を
満たしておらず、より優れたメモリパフォーマンスを提供する代替
インスタンスタイプがあります。これは、ルックバック期間中に現
在のインスタンスのメモリ使用率メトリクスを分析することによっ
て識別されます。

Note
メモリ使用率は、統合された CloudWatch エージェ
ントがインストールされているリソースについて
のみ分析されます。詳細については、「」を参照
してください。Amazon でのメモリ使用率の有効化
CloudWatchAgentのAWS Compute Optimizerユーザー
ガイド。Linux インスタンスでは、Compute Optimizer
はmem_used_percentの「メトリクス」CWAgent名前空
間、またはレガシーMemoryUtilizationの「メトリク
ス」System/Linux名前空間. Windows インスタンスで
は、Compute Optimizer はMemory % Committed Bytes
In Useの「メトリクス」CWAgent名前空間.
EBS スループットの過剰プロビ
ジョニング

インスタンスの EBS スループット設定は、ワークロードのパフォー
マンス要件を満たしながら、サイズを下げることができます。これ
は、VolumeReadBytesそしてVolumeWriteBytes振り返り期間中
に現在のインスタンスにアタッチされた EBS ボリュームのメトリク
スです。

EBS スループットがプロビジョ
ニングされていない

インスタンスの EBS スループット構成がワークロードのパフォー
マンス要件を満たしておらず、EBS スループットのパフォー
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説明
マンスを向上させる代替インスタンスタイプがあります。これ
は、VolumeReadBytesそしてVolumeWriteBytes振り返り期間中
に現在のインスタンスにアタッチされた EBS ボリュームのメトリク
スです。

EBS IOPS オーバープロビジョニ インスタンスの EBS IOPS 設定は、ワークロードのパフォーマ
ング
ンス要件を満たしながら、サイズを下げることができます。これ
は、VolumeReadOpsそしてVolumeWriteOps振り返り期間中に現
在のインスタンスにアタッチされた EBS ボリュームのメトリクス。
EBS IOPS がプロビジョニングさ インスタンスの EBS IOPS 構成がワークロードのパフォーマンス要
れていない
件を満たしておらず、EBS IOPS のパフォーマンスを向上させる代
替インスタンスタイプがあります。これは、VolumeReadOpsそし
てVolumeWriteOps振り返り期間中に現在のインスタンスにアタッ
チされた EBS ボリュームのメトリクス。
ネットワーク帯域幅の過剰プロ
ビジョニング

インスタンスのネットワーク帯域幅構成は、ワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしながら、サイズを下げることができま
す。これは、NetworkInそしてNetworkOut 振り返り期間におけ
る現在のインスタンスのメトリクス。

ネットワーク帯域幅がプロビ
ジョニングされていない

インスタンスのネットワーク帯域幅構成がワークロードのパフォー
マンス要件を満たしておらず、ネットワーク帯域幅のパフォー
マンスを向上させる代替インスタンスタイプがあります。これ
は、NetworkInそしてNetworkOut 振り返り期間における現在の
インスタンスのメトリクス。この発見の理由は、NetworkInまた
はNetworkOutインスタンスのパフォーマンスに影響します。

ネットワーク PPS の過剰プロビ
ジョニング

インスタンスのネットワーク PPS（1 秒あたりのパケット数）構
成は、ワークロードのパフォーマンス要件を満たしながら、サイ
ズを下げることができます。これは、NetworkPacketsInそし
てNetworkPacketsOut振り返り期間における現在のインスタンス
のメトリクス。

ネットワーク PPS がプロビジョ
ニングされていない

インスタンスのネットワーク PPS（1 秒あたりのパケット数）
構成がワークロードのパフォーマンス要件を満たしておらず、
ネットワーク PPS のパフォーマンスを向上させる代替インス
タンスタイプがあります。これは、NetworkPacketsInそし
てNetworkPacketsOut振り返り期間における現在のインスタンス
のメトリクス。

ディスク IOPS オーバープロビ
ジョニング

インスタンスのディスク IOPS 設定は、ワークロードのパフォーマ
ンス要件を満たしながら、サイズを下げることができます。これ
は、DiskReadOpsそしてDiskWriteOps振り返り期間における現在
のインスタンスのメトリクス。

ディスク IOPS がプロビジョニン インスタンスのディスク IOPS 構成がワークロードのパフォーマ
グされていません
ンス要件を満たしておらず、より優れたディスク IOPS パフォー
マンスを提供する代替インスタンスタイプがあります。これ
は、DiskReadOpsそしてDiskWriteOps振り返り期間における現在
のインスタンスのメトリクス。
ディスクスループットの過剰プ
ロビジョニング

インスタンスのディスクスループット構成は、ワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしながら、サイズを下げることができま
す。これは、DiskReadBytesそしてDiskWriteBytes振り返り期
間における現在のインスタンスのメトリクス。
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理由を見つける

説明

ディスクスループットがプロビ
ジョニングされていない

インスタンスのディスクスループット構成がワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしておらず、ディスクスループットのパ
フォーマンスを向上させる代替インスタンスタイプがあります。こ
れは、DiskReadBytesそしてDiskWriteBytes振り返り期間にお
ける現在のインスタンスのメトリクス。

Note
インスタンスメトリクスの詳細については、「」を参照してください。利用可能なものを一覧
表示します。CloudWatchインスタンスのメトリクスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザー
ガイド。EBS ボリュームメトリクスの詳細については、「」を参照してください。アマゾン
CloudWatchAmazon EBS のメトリクスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。
インスタンスのタイプを変更することで、インスタンスの CPU、ローカルディスク、メモリ、またはネッ
トワークの仕様を変更できます。たとえば、インスタンスタイプを C5 から C5n に変更して、ネットワー
クのパフォーマンスを向上させることができます。詳細については、「」を参照してください。Linux の
インスタンスタイプガイドを変更するそしてWindows のインスタンスタイプガイドを変更するのEC2 ユー
ザーガイド。
EBS ボリュームの IOPS またはスループットの仕様は、Amazon EBS Elastic ボリュームを使用して変更
できます。詳細については、「」を参照してください。Amazon EBS Elastic VolumesのAmazon Elastic
Compute Cloud ユーザーガイド。

AWSGraviton ベースのインスタンスの推奨事項
Amazon EC2 インスタンスの推奨事項を表示すると、ワークロードの実行による価格とパフォーマンスの
影響を確認できます。AWSGraviton ベースのインスタンス。これを行うには、[] を選択します。Graviton
(aws-arm64)のCPU アーキテクチャの優先事項ドロップダウンリスト. それ以外の場合は、[] を選択しま
す。最新のをクリックして、現在のインスタンスと同じ CPU ベンダーおよびアーキテクチャに基づく推
奨事項を表示します。

Note
-現在の価格,推奨価格,料金の違い,価格差 (%), および月間削減額の見積もり列が更新され、選択し
た CPU アーキテクチャプリファレンスの現在のインスタンスタイプとインスタンスタイプの価格
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比較が提供されます。例えば、[] を選択すると、Graviton (aws-arm64)では、現在のインスタンス
タイプと推奨される Graviton ベースのインスタンスタイプとの価格を比較します。

推論ワークロードタイプ
-推論ワークロードタイプの「カラム」EC2 インスタンスの推奨事項ページには、Compute Optimizer
によって推測されるインスタンスで実行されている可能性のあるアプリケーションが一覧表示されま
す。これは、インスタンス名、タグ、設定など、インスタンスの属性を分析することによって行わ
れます。Compute Optimizer は現在、インスタンスが Amazon EMR、Apache Cassandra、Apache
Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、および Redis を実行しているかどうかを推測でき
ます。Compute Optimizer は、インスタンスで実行されているアプリケーションを推論すること
で、ワークロードを x86 ベースのインスタンスタイプから ARM ベースに移行する作業を特定でき
ます。AWSGraviton インスタンスタイプ。詳細については、「」を参照してください。移行の労
力 (p. 58)の「」の「」を参照してください。

移行の労力
-移行の労力の「カラム」EC2 インスタンスの推奨事項そしてEC2 インスタンスの詳細ページには、現
在のインスタンスタイプから推奨インスタンスタイプに移行するために必要な作業レベルがリストさ
れています。例えば、移行作業はミディアムワークロードタイプを推論できないが、AWSGraviton イ
ンスタンスタイプをお勧めします。移行の取り組みは低Amazon EMR が推論ワークロードタイプであ
り、AWSGraviton インスタンスタイプをお勧めします。移行の取り組みは非常に低い現在のインスタンス
タイプと推奨インスタンスタイプが同じ CPU アーキテクチャである場合。x86 ベースのインスタンスタ
イプから ARM ベースへの移行に関する詳細については、AWSGraviton インスタンスタイプ。ワークロー
ドをに移行する際の考慮事項AWSGraviton2 ベースの Amazon EC2 インスタンスのAWSGraviton Geting
StargedGitHub。

プラットフォームの違い
-プラットフォームの違いの「カラム」EC2 インスタンスの詳細ページでは、現在のインスタンスと推奨イ
ンスタンスタイプの違いについて説明します。現在のインスタンスから推奨インスタンスタイプにワーク
ロードを移行する前に、設定の違いを考慮する必要があります。
以下のプラットフォームの違いが EC2 インスタンスに適用されます。
プラットフォームの違い

説明

アーキテクチャ

推奨インスタンスタイプの CPU アーキテクチャは、現在のインスタ
ンスタイプの CPU アーキテクチャとは異なります。たとえば、推奨
されるインスタンスタイプは Arm CPU アーキテクチャを使用し、
現在のインスタンスタイプは x86 などの別のインスタンスタイプを
使用する場合があります。移行する前に、新しいアーキテクチャ用
にインスタンス上のソフトウェアを再コンパイルすることを検討す
る必要があります。または、新しいアーキテクチャをサポートする
Amazon Machine Image (AMI) に切り替えることができます。各イン
スタンスタイプの CPU アーキテクチャの詳細については、「」を参
照してください。Amazon EC2 インスタンスタイプ。

Hypervisor

推奨インスタンスタイプのハイパーバイザーは、現在のインスタン
スのハイパーバイザーとは異なります。たとえば、推奨されるイ
ンスタンスタイプは Nitro ハイパーバイザーを使用し、現在のイン
スタンスが Xen ハイパーバイザーを使用する場合があります。こ
れらのハイパーバイザー間で考慮すべき相違点については、「」
を参照してください。Nitro HypervisorAmazon EC2 に関するよく
ある質問のセクション。詳細については、「」を参照してくださ
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プラットフォームの違い

説明
い。Nitro System 上に構築されたインスタンスのLinux 用 Amazon
EC2 ユーザーガイド, またはNitro System 上に構築されたインスタン
スのWindows 用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

インスタンスストアの可用性

推奨インスタンスタイプはインスタンスストアボリュームをサポー
トしませんが、現在のインスタンスはサポートしています。移行
前に、インスタンスストアボリュームを保持する場合は、インスタ
ンスストアボリューム上のデータをバックアップする必要がありま
す。詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 イン
スタンスのインスタンスストアボリュームを Amazon EBS にバッ
クアップするにはどうすればよいですか?のAWSプレミアムSupport
ナレッジベース。詳細については、「」を参照してください。ネッ
トワーキング機能とストレージ機能そしてAmazon EC2 インスタ
ンスストアのLinux 用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたは、「」
を参照してください。ネットワーキング機能とストレージ機能そ
してAmazon EC2 インスタンスストアのWindows 用 Amazon EC2
ユーザーガイド。

ネットワークインターフェイス

推奨インスタンスタイプのネットワークインターフェイスは、現在
のインスタンスのネットワークインターフェイスとは異なります。
たとえば、推奨されるインスタンスタイプは拡張ネットワーキング
を使用し、現在のインスタンスでは拡張ネットワーキングを使用し
ない場合があります。推奨インスタンスタイプで拡張ネットワーキ
ングを有効にするには、Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー
またはインテル 82599 仮想関数ドライバーをインストールする必
要があります。詳細については、「」を参照してください。ネット
ワーキング機能とストレージ機能そしてLinux での拡張ネットワー
キングのLinux 用 Amazon EC2 ユーザーガイド, またはネットワー
キング機能とストレージ機能そしてWindows の拡張ネットワーキン
グのWindows 用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

ストレージインターフェイス

推奨インスタンスタイプのストレージインターフェイスは、現在の
インスタンスのストレージインターフェイスとは異なります。たと
えば、推奨インスタンスタイプは NVMe ストレージインターフェ
イスを使用し、現在のインスタンスでは使用しません。推奨インス
タンスタイプの NVMe ボリュームにアクセスするには、NVMe ド
ライバをインストールまたはアップグレードする必要があります。
詳細については、「」を参照してください。ネットワーキング機能
とストレージ機能そしてLinux インスタンスの Amazon EBS および
NVMeのLinux 用 Amazon EC2 ユーザーガイド, またはネットワーキ
ング機能とストレージ機能そしてWindows インスタンスの Amazon
EBS および NVMeのWindows 用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

仮想化タイプ

推奨インスタンスタイプは、ハードウェア仮想マシン (HVM) の仮
想化タイプを使用し、現在のインスタンスでは準仮想化 (PV) の仮
想化タイプを使用します。これらの仮想化タイプの違いの詳細につ
いては、「」を参照してください。Linux AMI 仮想化タイプのLinux
用 Amazon EC2 ユーザーガイド, またはWindows AMI 仮想化タイ
プのWindows 用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

料金と購入オプション
リポジトリの []EC2 インスタンスの推奨事項そしてEC2 インスタンスの詳細ページでは、現在のインスタ
ンスと推奨インスタンスの時間単価をさまざまな Amazon EC2 購入オプションで表示できます。たとえ
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ば、リザーブインスタンス（標準 1 年間前払いなし）オプションで、現在のインスタンスと推奨インスタ
ンスの価格を表示できます。料金情報を使用して、現在のインスタンスと推奨インスタンスの価格差を把
握してください。

Important
推奨事項ページに表示される料金は、インスタンスに対して支払う実際の料金を反映していない
場合があります。現在のインスタンスの実際の価格を確認する方法の詳細については、「」を参
照してください。Amazon EC2 使用状況レポートのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイ
ド。
推奨事項ページでは、次の購入オプションを選択できます。
• オンデマンドインスタンス - オンデマンドインスタンスは、オンデマンドで使用するインスタンスで
す。そのライフサイクルを完全に制御できます。起動、停止、休止、開始、再起動、または終了のタイ
ミングを決定できます。長期間の契約や前払いは必要ありません。オンデマンドインスタンスの詳細に
ついては、「」を参照してください。オンデマンドインスタンスのAmazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイド。料金の詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 オンデマンドインスタン
スの料金表。
• リザーブドインスタンス (標準 1 年または 3 年のコミットメント、前払いなし)-リザーブドインスタンス
では、オンデマンドインスタンスの料金と比較して Amazon EC2 コストを大幅に節約できます。リザー
ブドインスタンスは物理インスタンスではありませんが、請求の割引はアカウントでのオンデマンドイ
ンスタンスの使用に適用されます。リザーブドインスタンスの詳細については、「」を参照してくださ
い。リザーブドインスタンスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。料金の詳細について
は、「」を参照してください。Amazon EC2 リザーブドインスタンスの料金表。
購入オプションの詳細については、「」を参照してください。インスタンス購入オプションのAmazon
Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。

月間削減額と削減額の見積もり
-推定月間節約 (オンデマンド)そして月間貯蓄の見積もり（RIおよびSavings Plans）列には、現在のイン
スタンスタイプからそれらの価格モデルで推奨されるインスタンスタイプにワークロードを移行すること
によって発生する月間コストのおおよその削減額がリストされています。-貯蓄の機会 (%)列には、現在の
インスタンスのオンデマンド価格と推奨インスタンスタイプの価格との差のパーセンテージが表示されま
す。

Important
コスト削減商談データを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、アクティブ化する必要が
あります。Amazon EC2 リソースの推奨事項を受け取る[Cost Explorer の設定ページ] をクリック
します。これにより、Cost Explorer とCompute Optimizer 間の接続が作成されます。この接続に
より、Cost Explorer は、既存リソースの価格、推奨リソースの価格、および使用履歴データを考
慮したコスト削減の見積もりを生成します。推定月間削減額は、生成された各推奨事項に関連す
る予測ドル削減額を反映しています。詳細については、「」を参照してください。Cost Explorer
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を有効にするそして適切なサイズ設定に関する推奨事項によるコストの最適化のコスト管理ユー
ザーガイド。

月間削減額の推定額計算
推奨事項ごとに、推奨インスタンスタイプを使用して、新しいインスタンスを操作するためのコストを計
算します。推定月額削減額は、現在のインスタンスの実行時間数と、現在のインスタンスタイプと推奨イ
ンスタンスタイプとのレートの差に基づいて計算されます。Compute Optimizer ダッシュボードに表示さ
れるインスタンスの月額削減額の見積もりは、アカウント内のすべてのオーバープロビジョニングされた
インスタンスの月額節約額の見積もり額です。

パフォーマンスリスク
-パフォーマンスリスクの「カラム」EC2 インスタンスの詳細ページでは、各推奨インスタンスタイプが
ワークロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。Compute Optimizer は、CPU、メモ
リ、EBS スループット、EBS スループット、ディスクスループット、ディスク IOPS、ネットワークス
ループット、ネットワーク PPS など、推奨インスタンスの仕様ごとに個別のパフォーマンスリスクスコ
アを計算します。推奨インスタンスのパフォーマンスリスクは、分析されたリソース仕様全体の最大パ
フォーマンスリスクスコアとして計算されます。
値の範囲は、非常に低い、中、高、および非常に高いです。パフォーマンスリスクが非常に低いというこ
とは、インスタンスタイプの推奨が常に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パフォー
マンスリスクが高いほど、リソースを移行する前に、推奨事項がワークロードのパフォーマンス要件を満
たしているかどうかを検証する必要があります。パフォーマンスの向上のために最適化するか、コスト削
減のために最適化するか、これら 2 つの組み合わせを最適化するかを決定します。詳細については、「」
を参照してください。インスタンスタイプを変更するのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。

Note
Compute Optimizer API では、AWS Command Line Interface(AWS CLI) と定義し、AWSSDK、パ
フォーマンスリスクは、次の規模で測定されます。0(非常に低い) から4(非常に高い)。

現在のパフォーマンスリスク
-現在のパフォーマンスリスクの「カラム」EC2 インスタンスの推奨事項ページでは、現在の各インスタ
ンスがワークロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。現在のパフォーマンスリスク
値は、非常に低、低、中、高の範囲です。非常に低いパフォーマンスリスクは、現在のインスタンスが常
に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パフォーマンスリスクが高いほど、Compute
Optimizer によって生成された推奨事項を検討すべき可能性が高くなります。

使用率グラフ
-EC2 インスタンスの詳細ページには、現在のインスタンスの使用率メトリクスグラフが表示されます。
グラフには、分析期間のデータが表示されます。グラフを変更して、過去 24 時間、3 日、1 週間、ま
たは 2 週間のデータを表示できます。アクティブ化すると拡張インフラストラクチャメトリック有料機
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能 (p. 30)とすると、3か月間閲覧できる。また、グラフの統計を平均と最大の間で変更することもできま
す。
詳細ページには、次の使用率グラフが表示されます。
グラフ名

説明

CPU 使用率 (パーセント)

インスタンスによって使用される、割り当てられ
た EC2 コンピュートユニットの比率。
CPU 使用率グラフには、現在のインスタンスタイ
プの CPU 使用率データと選択した推奨インスタン
スタイプとの比較が含まれます。この比較では、
分析期間中に選択した推奨インスタンスタイプを
使用した場合の CPU 使用率が示されます。この比
較は、推奨インスタンスタイプがワークロードの
パフォーマンスしきい値内にあるかどうかを識別
するのに役立ちます。

メモリ使用率 (パーセント)

アプリケーションおよびオペレーティングシステ
ムによって割り当てられたメモリの使用率。
メモリ使用率グラフには、現在のインスタンスタ
イプのメモリ使用率のデータについて、選択した
推奨インスタンスタイプとの比較が含まれます。
この比較では、分析期間中に選択した推奨インス
タンスタイプを使用した場合のメモリ使用率が示
されます。この比較は、推奨インスタンスタイプ
がワークロードのパフォーマンスしきい値内にあ
るかどうかを識別するのに役立ちます。

Note
メモリ使用率グラフは、ユニファイドを
持つインスタンスに対してのみ表示さ
れます。CloudWatchエージェントがイ
ンストールされています。詳細について
は、「」を参照してください。を使用し
て Amazon EC2 インスタンスとオンプ
レミスサーバーからメトリクスとログを
収集するCloudWatchAgentのアマゾン
CloudWatchユーザーガイド。
ネットワーク (MIB /秒)

すべてのネットワークインターフェイスでの 1 秒
あたりのメビバイト (MiB) の数。

ネットワークアウト (MIB/秒)

すべてのネットワークインターフェイスでの 1 秒
あたりのメビバイト (MiB) の数。

（1 秒あたり）のネットワークパケット数

すべてのネットワークインターフェイスを通じ、
このインスタンスによって受信されたパケットの
数。

ネットワークパケットアウト (1 秒あたり)

すべてのネットワークインターフェイスを通じ、
このインスタンスから送信されたパケットの数。

ディスク読み取りオペレーション (1 秒あたり)

インスタンスのインスタンスストアボリュームか
らの 1 秒間に完了した読み込みオペレーション。
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グラフ名

説明

ディスク書き込みオペレーション (1 秒あたり)

インスタンスのインスタンスストアボリュームか
らの 1 秒間に完了した書き込みオペレーション。

ディスク読み取り帯域幅 (MIB/秒)

インスタンスのインスタンスストアボリュームか
ら 1 秒あたりの読み取りメガバイト (MiB)。

ディスク書き込み帯域幅 (MIB/秒)

インスタンスのインスタンスストアボリュームか
らの 1 秒あたりの書き込みメガバイト (MiB)。

EBS 読み取りオペレーション (1 秒あたり)

インスタンスにアタッチされたすべての EBS ボ
リュームからの 1 秒間に完了した読み込みオペ
レーション。
Xen インスタンスでは、ボリュームに読み取りア
クティビティがある場合にのみデータが報告され
ます。

EBS 書き込みオペレーション (1 秒あたり)

インスタンスにアタッチされたすべての EBS ボ
リュームに対する 1 秒間に完了した書き込みオペ
レーション。
Xen インスタンスでは、ボリュームに書き込みア
クティビティがある場合にのみデータが報告され
ます。

EBS 読み取り帯域幅（MIB/秒）

インスタンスにアタッチされたすべての EBS ボ
リュームからの 1 秒あたりの読み取りメガバイト
(MiB)。

EBS 書き込み帯域幅（MIB /秒）

インスタンスにアタッチされたすべての EBS ボ
リュームに対する 1 秒あたりの書き込みメビバイ
ト (MiB)。

EC2 インスタンスの推奨事項を表示
にアクセスするには、以下の手順に従います。EC2 インスタンスの推奨事項ページを開き、現在のインス
タンスに関するレコメンデーションを表示します。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択EC2 インスタンスナビゲーションペインを使用する場合。
推奨事項ページには、現在のインスタンスの仕様と検索分類と、推奨インスタンスの仕様が表示され
ます。リストされている現在のインスタンスは、AWS選択したアカウントで、現在選択されている
リージョン。

3.

推奨事項ページでは、次のアクションを実行できます。
• ワークロードの実行による価格とパフォーマンスの影響を表示するにはAWSGraviton ベースのイ
ンスタンスで、Graviton (aws-arm64)のCPU アーキテクチャのプリファレンスドロップダウンリス
ト. それ以外の場合は、最新の（デフォルト）オプションは、現在のインスタンスと同じ CPU ベン
ダーおよびアーキテクチャに基づく推奨事項を表示します。
• 1 つ以上の AWS リージョンに対する推奨事項をフィルタリングするには、[Filter by one or more
Regions] (1 つ以上のリージョンでフィルタリングする) のテキストボックスにリージョンの名前を
入力するか、表示されるドロップダウンリストで 1 つ以上のリージョンを選択します。

63

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
EC2 インスタンスの詳細の表示

• 別のアカウントのインスタンスに関するレコメンデーションを表示するには、アカウントをクリッ
クし、別のアカウント ID を選択します。

Note
他のアカウントのリソースに関する推奨事項を表示する機能は、組織の管理アカウントに
サインインしていて、Compute Optimizer を使用した信頼できるアクセスが有効になって
いる場合にのみ使用できます。詳細については、「Compute Optimizer によってサポート
されたアカウント (p. 8)」および「Compute Optimizer および AWS Organizations の信頼
されたアクセス (p. 11)」を参照してください。
• 選択したフィルタをクリアするには、フィルタの横にある[Clear filters (フィルタのクリア)] を選択
します。
• 表示される購入オプションを変更するには、[Settings (設定)] (歯車アイコン) を選択し、[OnDemand Instances (オンデマンドインスタンス)]、[Reserved Instances, standard 1-year no upfront
(リザーブドインスタンス、標準の 1 年間前払いなし)]、または [Reserved Instances, standard 3year no upfront (リザーブドインスタンス、標準の 3 年間前払いなし)] を選択します。
• にアクセスするにはEC2 インスタンスの詳細ページで、目的のインスタンスの横に表示される検索
分類を選択します。

EC2 インスタンスの詳細の表示
にアクセスするには、以下の手順に従います。EC2 インスタンスの詳細ページを開き、特定のインスタン
スとその推奨事項の詳細を表示します。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択EC2 インスタンスナビゲーションペインを使用する場合。

3.

詳細情報を表示するインスタンスの横に表示される検索分類を選択します。
詳細ページには、選択したインスタンスの最適化推奨事項が最大 3 つ表示されます。現在のインスタ
ンスの仕様、推奨インスタンスの仕様とパフォーマンスリスク、および使用率メトリクスグラフが表
示されます。

4.

詳細ページでは、次のアクションを実行できます。
• ワークロードの実行による価格とパフォーマンスの影響を表示するにはAWSGraviton ベースのイン
スタンスで、Graviton (aws-arm64)のCPU アーキテクチャの優先事項ドロップダウンリスト. それ以
外の場合は、最新の（デフォルト）オプションは、現在のインスタンスと同じ CPU ベンダーおよ
びアーキテクチャに基づく推奨事項を表示します。
• 拡張インフラストラクチャメトリックスの有料機能をアクティブにして、表示している EC2 インス
タンスのメトリクス分析ルックバック期間を最大 3 か月（14 日間のデフォルトと比較して）延長し
ます。詳細については、「インフラストラクチャメトリックの拡張 (p. 30)」を参照してください。
• 推奨事項オプションを選択して、現在のインスタンスと推奨インスタンスの使用率の比較を表示し
ます。
ページの下部に現在のインスタンスの使用率メトリクスグラフが表示されます。青色の実線は、現
在のインスタンスの使用率です。CPU 使用率およびメモリ使用率グラフに表示されるオレンジ色の
点線は、分析期間中にそのインスタンスを使用した場合の選択した推奨インスタンスの予測使用率
です。
• グラフの時間範囲を変更するには、[Time Range (時間範囲)] を選択し、[Last 24 hours (過去 24 時
間)]、[Last 3 days (過去 3 日間)]、[Last week (過去 1 週間)]、または [Last 2 weeks (過去 2 週間)] を
選択します。アクティブ化すると拡張インフラストラクチャメトリックの推奨設定 (p. 30)または、
[] を選択することもできます。過去 3 か月。
短い時間範囲を選択すると、データポイントが高い詳細度で表示され、詳細レベルが高くなりま
す。
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• グラフの統計値を変更するには、[Statistics (統計)] を選択し、[Average (平均)] または [Maximum
(最大)] を選択します。
このオプションを使用すると、時間の経過に伴うワークロードの標準的なインスタンス使用率を判
断できます。指定した期間中に観測された最大値を表示するには、選択を [Maximum (最大)] に変
更します。これにより、時間の経過に伴うワークロードのピークインスタンス使用率を判断できま
す。
• 表示される購入オプションを変更するには、[Settings (設定)] (歯車アイコン) を選択し、[OnDemand Instances (オンデマンドインスタンス)]、[Reserved Instances, standard 1-year no upfront
(リザーブドインスタンス、標準の 1 年間前払いなし)]、または [Reserved Instances, standard 3year no upfront (リザーブドインスタンス、標準の 3 年間前払いなし)] を選択します。

Auto Scaling グループの推奨事項を表示する
AWS Compute Optimizerは Amazon EC2 Auto Scaling (Auto Scaling) グループのインスタンスタイプ推奨
事項を生成します。Auto Scaling グループの推奨事項は、の次のページに表示されます。AWS Compute
Optimizerコンソール:
• -Auto Scaling グループの推奨事項ページには、現在の Auto Scaling グループのそれぞれが表示され
ます。分類の検索 (p. 66)、現在のインスタンスタイプ、選択したの現在の時間料金購入オプショ
ン (p. 67)、および現在の設定。Compute Optimizer からの上位の推奨事項が各 Auto Scaling グルー
プの横に表示されます。これには、推奨インスタンスタイプ、選択した購入オプションの時間単価と、
現在のインスタンスと推奨事項の間の料金差が含まれます。推奨事項ページを使用して Auto Scaling グ
ループの現在のインスタンスと、上位の推奨事項を比較します。これにより、インスタンスをアップサ
イズまたはダウンサイズする必要があるかどうかを判断できます。
• -Auto Scaling グループの詳細ページには、Auto Scaling グループの推奨ページからアクセスでき、特定
の Auto Scaling グループについて最大 3 つの最適化推奨事項が一覧表示されます。各レコメンデーショ
ンの仕様を一覧表示します。パフォーマンスリスク (p. 68)を選択し、選択した購入オプションの時間
単価を指定します。詳細ページには、現在の Auto Scaling グループの使用率メトリクスグラフも表示さ
れます。
推奨事項は毎日更新されます。これらは、過去 14 日間の現在の Auto Scaling グループの仕様と使用率メ
トリクスを分析することによって生成されます。拡張インフラストラクチャメトリック有料機能 (p. 30)。
詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 27)」を参照してください。
Compute Optimizer は、特定の要件を満たす Auto Scaling グループの推奨事項を生成します。推奨事項の
生成には最大 12 時間かかる場合があり、十分なメトリクスデータを蓄積する必要があることに注意して
ください。詳細については、「」を参照してくださいサポートされるリソースと要件 (p. 3)
目次
• 分類の検索 (p. 66)
• AWSGraviton ベースのインスタンスの推奨事項 (p. 66)
• 推論ワークロードタイプ (p. 67)
• 移行の労力 (p. 67)
• 料金と購入オプション (p. 67)
• 月間削減額と削減額の見積もり (p. 68)
• パフォーマンスリスク (p. 68)
• パフォーマンスリスク (p. 69)
• 使用率グラフ (p. 69)
• Auto Scaling グループの推奨事項を表示する (p. 69)
• Auto Scaling グループの詳細を表示する (p. 70)
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分類の検索
-結果の ID をクリックします。Auto Scaling グループの推奨事項ページには、分析期間中に各 Auto
Scaling グループがどのように実行されたかの概要が表示されます。
Auto Scaling グループには、次の結果分類が適用されます。
分類

説明

最適化されていません

Compute Optimizer がワークロードのパフォーマンスまたはコスト
を向上できる推奨事項を特定した場合、Auto Scaling グループは、
最適化されていないと見なされます。

最適化

選択したインスタンスタイプに基づいて、ワークロードを実行する
ためにグループが正しくプロビジョニングされていると Compute
Optimizer が判断した場合、Auto Scaling グループは、最適化され
ていると見なされます。最適化された Auto Scaling グループとし
て、Compute Optimizer は新世代のインスタンスタイプを推奨する
場合があります。

AWSGraviton ベースのインスタンスの推奨事項
Auto Scaling グループの推奨事項を表示すると、ワークロードの実行による価格とパフォーマンスの影
響を確認できます。AWSGraviton ベースのインスタンス。これを行うには、[] を選択します。Graviton
(aws-arm64)のCPU アーキテクチャの優先設定ドロップダウン。それ以外の場合は、[] を選択します。最
新のをクリックして、現在のインスタンスと同じ CPU ベンダーおよびアーキテクチャに基づく推奨事項
を表示します。

Note
-現在の価格,推奨価格,料金の違い,価格差 (%), および月間削減額の見積もり列が更新され、選択し
た CPU アーキテクチャプリファレンスの現在のインスタンスタイプとインスタンスタイプの価格
比較が提供されます。例えば、Graviton (aws-arm64)では、現在のインスタンスタイプと推奨され
る Graviton ベースのインスタンスタイプとの価格を比較します。
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推論ワークロードタイプ
-推論ワークロードタイプの ID をクリックします。Auto Scaling グループの推奨事項ページに
は、Compute Optimizer によって推論された Auto Scaling グループ内のインスタンスで実行されている
可能性のあるアプリケーションが一覧表示されます。これを行うには、インスタンス名、タグ、設定な
ど、Auto Scaling グループ内のインスタンスの属性を分析します。Compute Optimizer は現在、インスタ
ンスが Amazon EMR、Apache Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、およ
び Redis を実行しているかどうかを推測できます。インスタンスで実行されているアプリケーションを推
測することで、Compute Optimizer はワークロードを x86 ベースのインスタンスタイプから ARM ベース
に移行する作業を特定できます。AWSGraviton インスタンスタイプ。詳細については、「」を参照してく
ださい。移行の労力 (p. 67)このガイドの「次のセクション」を参照してください。

移行の労力
-移行の労力の ID をクリックします。Auto Scaling グループの推奨事項そしてAuto Scaling グループの詳
細ページには、現在のインスタンスタイプから推奨インスタンスタイプに移行するために必要な作業レベ
ルが表示されます。例えば、移行作業はミディアムワークロードタイプを推論できないが、AWSGraviton
インスタンスタイプをお勧めします。移行の取り組みは低Amazon EMR が推論ワークロードタイプであ
り、AWSGraviton インスタンスタイプをお勧めします。移行の取り組みは非常に低い現在のインスタンス
タイプと推奨インスタンスタイプが同じ CPU アーキテクチャである場合。x86 ベースのインスタンスタイ
プから ARM ベースへの移行に関する詳細AWSGraviton インスタンスタイプ。を参照してください。ワー
クロードをに移行する際の考慮事項AWSGraviton2 ベースの Amazon EC2 インスタンスのAWSGraviton
Ging StargedGitHub。

料金と購入オプション
リポジトリの []Auto Scaling グループの推奨事項そしてAuto Scaling グループの詳細ページでは、Auto
Scaling グループの現在の EC2 インスタンスと Amazon EC2 のさまざまな購入オプションの推奨インスタ
ンスの時間単価を表示することができます。たとえば、リザーブインスタンス（標準 1 年間前払いなし）
オプションで、現在のインスタンスと推奨インスタンスの価格を表示できます。料金情報を使用して、現
在のインスタンスと推奨インスタンスの料金の違いを確認します。

Important
推奨事項ページに表示される料金は、インスタンスに対して支払う実際の料金を反映していない
場合があります。現在のインスタンスの実際の価格を確認する方法の詳細については、「」を参
照してください。Amazon EC2 使用状況レポートのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイ
ド。
推奨事項ページでは、次の購入オプションを選択できます。
• オンデマンドインスタンス - オンデマンドインスタンスは、オンデマンドで使用するインスタンスで
す。そのライフサイクルを完全に制御できます。起動、停止、休止、開始、再起動、または終了のタイ

67

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
月間削減額と削減額の見積もり

ミングを決定できます。長期間の契約や前払いは必要ありません。オンデマンドインスタンスの詳細に
ついては、「」を参照してください。オンデマンドインスタンスのAmazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイド。料金の詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 オンデマンドインスタン
スの料金表。
• リザーブドインスタンス (標準 1 年または 3 年のコミットメント、前払いなし)-リザーブドインスタンス
では、オンデマンドインスタンスの料金と比較して Amazon EC2 のコストを大幅に節約することができ
ます。リザーブドインスタンスは物理インスタンスではありませんが、請求の割引はアカウントでのオ
ンデマンドインスタンスの使用に適用されます。リザーブドインスタンスの詳細については、「」を参
照してください。リザーブドインスタンスのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。料金の詳
細については、「」を参照してください。Amazon EC2 リザーブドインスタンスの料金表。
購入オプションの詳細については、「」を参照してください。インスタンス購入オプションのAmazon
Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。

月間削減額と削減額の見積もり
-推定月間節約 (オンデマンド)そして月間貯蓄の見積もり（RIおよびSavings Plans）列には、Auto Scaling
グループのワークロードを現在のインスタンスタイプからそれらの価格モデルで推奨インスタンスタイプ
に移行することで発生する月間コストのおおよその削減額がリストされています。-貯蓄の機会 (%)列に
は、Auto Scaling グループ内の現在のインスタンスのオンデマンド価格と推奨インスタンスタイプの価格
との差のパーセンテージが表示されます。

Important
コスト削減商談データを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、アクティブ化する必要が
あります。Amazon EC2 リソース推奨事項を受け取るCost Explorer の設定ページで、をクリッ
クします。これにより、Cost Explorer とCompute Optimizer 間の接続が作成されます。この接続
により、Cost Explorer は、既存リソースの価格、推奨リソースの価格、および使用履歴データを
考慮したコスト削減の見積もりを生成します。[推定月間削減額] は、生成された各推奨事項に関
連する推定ドル削減額を反映します。詳細については、「」を参照してください。Cost Explorer
を有効にするそして適切なサイズ設定に関する推奨事項によるコストの最適化のコスト管理ユー
ザーガイド。

月間削減額見積もり
推奨事項ごとに、推奨インスタンスタイプを使用して、新しいインスタンスを操作するためのコストを計
算します。推定月間節約額は、Auto Scaling グループ内の現在のインスタンスの稼働時間数と、現在のイ
ンスタンスタイプと推奨インスタンスタイプのレートの差に基づいて計算されます。Compute Optimizer
ダッシュボードに表示される Auto Scaling グループの月額削減額の見積もりは、アカウント内の Auto
Scaling グループ内のすべてのオーバープロビジョニングされたインスタンスの月額削減額の合計です。

パフォーマンスリスク
-パフォーマンスリスクの ID をクリックします。Auto Scaling グループの詳細ページでは、各推奨イン
スタンスタイプがワークロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。Compute Optimizer
は、CPU、メモリ、EBS スループット、EBS スループット、ディスクスループット、ディスク IOPS、
ネットワークスループット、ネットワーク PPS など、推奨インスタンスの仕様ごとに個別のパフォーマン
スリスクスコアを計算します。推奨インスタンスのパフォーマンスリスクは、分析されたリソース仕様全
体の最大パフォーマンスリスクスコアとして計算されます。
値の範囲は、非常に低い、中、高、非常に高いです。パフォーマンスリスクが非常に低いということは、
インスタンスタイプの推奨が常に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パフォーマンス
リスクが高いほど、リソースを移行する前に、推奨事項がワークロードのパフォーマンス要件を満たして
いるかどうかを検証する必要があります。パフォーマンスの向上のために最適化するか、コスト削減のた
めに最適化するか、これら 2 つの組み合わせを最適化するかを決定します。詳細については、「」を参照
してください。インスタンスタイプを変更するのAmazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド。
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Note
Compute Optimizer API では、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、およびAWSSDK、パ
フォーマンスリスクは、次の規模で測定されます。0(非常に低い) から4(非常に高い)。

パフォーマンスリスク
-パフォーマンスリスクの ID をクリックします。Auto Scaling グループの推奨事項ページでは、現在の
Auto Scaling グループがワークロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。現在のパ
フォーマンスリスク値は、非常に低い、中、高の範囲です。パフォーマンスリスクが非常に低いという
ことは、現在の Auto Scaling グループが常に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パ
フォーマンスリスクが高いほど、Compute Optimizer によって生成された推奨事項を検討すべき可能性が
高くなります。

使用率グラフ
-Auto Scaling グループの詳細ページには、グループ内の現在のインスタンスの使用率メトリクスグラフが
表示されます。グラフには、分析期間 (最大 14 日間) のデータが表示されます。グラフを変更して、過去
24 時間、3 日、1 週間、または 2 週間のデータを表示できます。アクティブ化すると拡張インフラストラ
クチャメトリック有料機能 (p. 30)では、過去3か月間のデータを表示できます。
詳細ページには、次の使用率グラフが表示されます。
グラフ名

説明

平均 CPU 使用率 (パーセント)

Auto Scaling グループのインスタンスによって使
用される、割り当てられた EC2 コンピュートユ
ニットの平均比率。

平均ネットワーク数 (MIB/秒)

すべてのネットワークインターフェイスで Auto
Scaling グループのインスタンスによって受信され
た 1 秒あたりのメガバイト (MiB) 数。

平均ネットワークアウト（MIB/秒）

すべてのネットワークインターフェイスで Auto
Scaling グループのインスタンスから送信された毎
秒メビバイト (MiB) の数。

Auto Scaling グループの推奨事項を表示する
にアクセスするには、以下の手順に従います。Auto Scaling グループの推奨事項ページをクリックし、現
在の Auto Scaling グループの推奨事項を表示します。
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1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択Auto Scaling グループナビゲーションペインを使用する場合。
推奨事項ページには、Auto Scaling グループの仕様と検索分類と、推奨グループの仕様が一覧表示さ
れます。現在リストされている Auto Scaling グループは、AWS選択したアカウント内で、現在選択さ
れているリージョン。

3.

推奨事項ページでは、次のアクションを実行できます。
• ワークロードの実行による価格とパフォーマンスの影響を表示するにはAWSGraviton ベースのイ
ンスタンスで、Graviton (aws-arm64)のCPU アーキテクチャの優先設定ドロップダウン。そうでな
い場合は、最新の（デフォルト）オプションは、現在のインスタンスと同じ CPU ベンダーおよび
アーキテクチャに基づく推奨事項を表示します。
• 1 つ以上の AWS リージョンに対する推奨事項をフィルタリングするには、[Filter by one or more
Regions] (1 つ以上のリージョンでフィルタリングする) のテキストボックスにリージョンの名前を
入力するか、表示されるドロップダウンリストで 1 つ以上のリージョンを選択します。
• 別のアカウントのインスタンスに関するレコメンデーションを表示するには、アカウントをクリッ
クし、別のアカウント ID を選択します。

Note
他のアカウントのリソースに関する推奨事項を表示する機能は、組織の管理アカウントに
サインインしていて、Compute Optimizer を使用した信頼されたアクセスが有効になって
いる場合にのみ使用できます。詳細については、「Compute Optimizer によってサポート
されたアカウント (p. 8)」および「Compute Optimizer および AWS Organizations の信頼
されたアクセス (p. 11)」を参照してください。
• 選択したフィルタをクリアするには、フィルタの横にある[Clear filters (フィルタのクリア)] を選択
します。
• 表示される購入オプションを変更するには、[Settings (設定)] (歯車アイコン) を選択し、[OnDemand Instances (オンデマンドインスタンス)]、[Reserved Instances, standard 1-year no upfront
(リザーブドインスタンス、標準の 1 年間前払いなし)]、または [Reserved Instances, standard 3year no upfront (リザーブドインスタンス、標準の 3 年間前払いなし)] を選択します。
• にアクセスするにはAuto Scaling グループの詳細ページで、特定の Auto Scaling グループに対し
て、目的のグループの横に表示される検索分類を選択します。

Auto Scaling グループの詳細を表示する
にアクセスするには、以下の手順に従います。Auto Scaling グループの詳細ページを開き、特定のグルー
プとその推奨の詳細を表示します。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択Auto Scaling グループナビゲーションペインを使用する場合。

3.

詳細情報を表示する Auto Scaling グループの横に表示される検索分類を選択します。
詳細ページには、選択した Auto Scaling グループの最適化推奨事項が最大 3 つ表示されます。Auto
Scaling グループ内の現在のインスタンスの仕様、推奨インスタンスの仕様とパフォーマンスリスク、
および使用率メトリクスグラフが表示されます。

4.

詳細ページでは、次のアクションを実行できます。
• ワークロードの実行による価格とパフォーマンスの影響を表示するにはAWSGraviton ベースのイ
ンスタンスで、Graviton (aws-arm64)のCPU アーキテクチャの優先設定ドロップダウン。そうでな
い場合は、最新の（デフォルト）オプションは、現在のインスタンスと同じ CPU ベンダーおよび
アーキテクチャに基づく推奨事項を表示します。
• 拡張インフラストラクチャメトリックスの有料機能をアクティブにして、表示している Auto
Scaling グループのメトリクス分析ルックバック期間を最大 3 か月（14 日間のデフォルトと比較し
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て）延長します。詳細については、「インフラストラクチャメトリックの拡張 (p. 30)」を参照して
ください。
• 現在のインスタンスの使用率メトリクスグラフがページの下部に表示されます。青色の実線は Auto
Scaling グループの現在のインスタンスの使用率です。
• グラフの時間範囲を変更するには、[Time Range (時間範囲)] を選択し、[Last 24 hours (過去 24 時
間)]、[Last 3 days (過去 3 日間)]、[Last week (過去 1 週間)]、または [Last 2 weeks (過去 2 週間)] を
選択します。アクティブ化すると拡張インフラストラクチャメトリックの推奨設定 (p. 30)を選択す
ることもできます。過去 3 か月。
短い時間範囲を選択すると、データポイントが高い詳細度で表示され、詳細レベルが高くなりま
す。
• 表示される購入オプションを変更するには、[Settings (設定)] (歯車アイコン) を選択し、[OnDemand Instances (オンデマンドインスタンス)]、[Reserved Instances, standard 1-year no upfront
(リザーブドインスタンス、標準の 1 年間前払いなし)]、または [Reserved Instances, standard 3year no upfront (リザーブドインスタンス、標準の 3 年間前払いなし)] を選択します。

Amazon EBS ボリューム推奨の表示
AWS Compute Optimizerは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのボリュームの種類、
ボリュームサイズ、IOPS、およびスループット推奨事項を生成します。EBS ボリュームに関する推奨事
項は、の次のページに表示されます。AWS Compute Optimizerコンソール:
• -EBS ボリュームの推奨事項ページには、現在のボリュームが一覧表示されます。分類の検
索 (p. 71)、現在のボリュームタイプ、および現在の時間あたりの価格。Compute Optimizer の最上
位レコメンデーションは、各ボリュームの横に表示され、推奨ボリュームタイプ、推奨ボリュームサイ
ズ、推奨 IOPS、推奨の月額価格、現在のボリュームとレコメンデーションの価格差が含まれます。推
奨事項ページを使用して、現在のボリュームと上位推奨事項を比較します。これにより、ボリュームを
アップサイズまたはダウンサイズする必要があるかどうかを判断できます。
• -EBS ボリュームの詳細[EBS ボリューム推奨] ページからアクセスできるページには、特定のボリュー
ムに関する最適化の推奨事項が最大 3 つ表示されます。各レコメンデーションの仕様を一覧表示しま
す。パフォーマンスリスク (p. 72)、そして彼らの月額価格。詳細ページには、現在のボリュームの使
用率メトリクスグラフが表示されます。
推奨事項は毎日更新されます。これらは、過去 14 日間の現在のボリュームの仕様と使用率メトリクスを
分析することによって生成されます。詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリク
ス (p. 27)」を参照してください。
Compute Optimizer は、特定の要件を満たす EBS ボリュームに関する推奨事項を生成し、推奨事項の生成
には最大 12 時間かかる場合があり、十分なメトリクスデータを蓄積する必要があることに注意してくだ
さい。詳細については、「サポートされるリソースと要件 (p. 3)」を参照してください。

分類の検索
-結果列でロードバランサをクリックします。EBS ボリュームの推奨事項ページには、分析期間中に各ボ
リュームがどのように実行されたかの概要が表示されます。
EBS ボリュームには、次の調査結果の分類が適用されます。
分類

説明

最適化されていない

Compute Optimizer がワークロードのパフォーマンスまたはコスト
を向上できるボリュームタイプ、ボリュームサイズ、または IOPS
仕様を特定した場合、EBS ボリュームは、最適化されていないと見
なされます。
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分類

説明

最適化済み

選択したボリュームタイプ、ボリュームサイズ、および IOPS 仕
様に基づいて、ワークロードを実行するためにボリュームが正し
くプロビジョニングされていると Compute Optimizer が判断した
場合、EBS ボリュームは、最適化されていると見なされます。最
適化されたリソースについては、Compute Optimizer が新世代のボ
リュームタイプを推奨することがあります。

月間削減額と削減額の見積もり
-推定月間節約 (オンデマンド)列には、EBS ボリュームを現在のスペシフィケーションから推奨仕様に移行
することで発生する月間コスト削減のおおよそのリストが表示されます。-貯蓄の機会 (%)列には、現在の
EBS ボリューム仕様のオンデマンド価格と推奨ボリューム仕様の価格との差のパーセンテージが表示され
ます。

Important
コスト削減商談データを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、アクティブ化する必要
があります。Amazon EC2 リソース推奨事項を受け取る[Cost Explorer] 設定ページで、[ これ
により、Cost Explorer とCompute Optimizer 間の接続が作成されます。この接続により、Cost
Explorer は、既存リソースの価格、推奨リソースの価格、および使用履歴データを考慮したコス
ト削減の見積もりを生成します。推定月間削減額は、生成された各推奨事項に関連する推定ドル
削減額を反映します。詳細については、「」を参照してください。Cost Explorer を有効にするそ
して適切なサイズ設定に関する推奨事項によるコストの最適化のコスト管理ユーザーガイド。

月間削減額の推定額
推奨事項ごとに、推奨ボリューム仕様を使用して、新しい EBS ボリュームの運用コストを計算します。推
定月額削減額は、現在のボリュームの実行時間数と、現在のボリューム仕様と推奨ボリューム仕様の間の
レートの差に基づいて計算されます。Compute Optimizer ダッシュボードに表示される EBS ボリュームの
見積もり月間節約額は、アカウント内のすべての EBS ボリュームに対する推定月額削減額の合計で、検索
分類は次のとおりです。最適化されていない。

パフォーマンスリスク
-パフォーマンスリスク列でロードバランサをクリックします。EBS ボリュームの詳細ページでは、各
EBS ボリュームの推奨がワークロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。Compute
Optimizer は、ボリュームタイプ、ボリュームサイズ、ベースライン IOPS、バースト IOPS、ベースライ
ンスループット、バーストスループットなど、EBS ボリュームの推奨仕様ごとに個別のパフォーマンスリ
スクスコアを計算します。EBS ボリューム推奨のパフォーマンスリスクは、分析されたリソース仕様全体
の最大パフォーマンスリスクスコアとして計算されます。
値の範囲は、非常に低い、中、高、および非常に高い範囲です。パフォーマンスリスクが非常に低いとい
うことは、EBS ボリュームの推奨が常に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パフォー
マンスリスクが高いほど、リソースを移行する前に、推奨事項がワークロードのパフォーマンス要件を満
たしているかどうかを検証する必要があります。パフォーマンスの向上のために最適化するか、コスト削
減のために最適化するか、これら 2 つの組み合わせを最適化するかを決定します。詳細については、「」
を参照してください。EBS ボリュームの変更をリクエストするのAmazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイド。

現在のパフォーマンスリスク
-現在のパフォーマンスリスク列でロードバランサをクリックします。EBS ボリュームの推奨事項ページ
には、現在の EBS ボリュームがワークロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。現在
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のパフォーマンスリスク値は、非常に低、低、中、および高の範囲です。パフォーマンス・リスクが非常
に低いということは、現在のボリュームが常に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パ
フォーマンスリスクが高いほど、Compute Optimizer によって生成された推奨事項を検討すべき可能性が
高くなります。

使用率グラフ
-EBS ボリュームの詳細ページには、現在のボリュームの使用率メトリクスグラフが表示されます。グラ
フには、分析期間 (最大 14 日間) のデータが表示されます。グラフを変更して、過去 24 時間、3 日、1 週
間、または 2 週間のデータを表示できます。また、グラフの統計を平均と最大の間で変更することもでき
ます。
詳細ページには、次の使用率グラフが表示されます。
グラフ名

説明

読み取りオペレーション (1 秒あたり)

現在の EBS ボリュームに対する 1 秒間に完了した
読み取りオペレーション。
Xen インスタンスでは、ボリュームに読み取りア
クティビティがある場合にのみデータが報告され
ます。

書き込みオペレーション (1 秒あたり)

現在の EBS ボリュームに対する 1 秒間に完了した
書き込みオペレーション。
Xen インスタンスでは、ボリュームに書き込みア
クティビティがある場合にのみデータが報告され
ます。

読み取り帯域幅（KiB/秒）

現在の EBS ボリュームからの 1 秒あたりの読み取
りキビバイト (KiB)。

書き込み帯域幅 (KiB/秒)

現在の EBS ボリュームに対する 1 秒あたりの書き
込みキビバイト (KiB)。

バーストバランス (%)

現在の EBS ボリュームのバーストバケットに残っ
ている I/O クレジットの割合。
このメトリクスは、汎用 SSD () でのみ表示され
ます。gp2) ボリュームを使用する場合、Compute
Optimizer コンソールを使用する場合。

EBS ボリュームの推奨事項の表示
にアクセスするには、以下の手順に従います。EBS ボリュームの推奨事項ページを開き、現在のボリュー
ムに関する推奨事項を表示します。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択EBS ボリュームナビゲーションペインを使用する場合。
推奨事項ページには、ボリュームの仕様と検索分類と、推奨ボリュームの仕様が表示されます。現在
記載されているボリュームは、AWS選択したアカウントで、現在選択されているリージョン。

3.

推奨事項ページでは、次のアクションを実行できます。
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• 1 つ以上の AWS リージョンに対する推奨事項をフィルタリングするには、[Filter by one or more
Regions] (1 つ以上のリージョンでフィルタリングする) のテキストボックスにリージョンの名前を
入力するか、表示されるドロップダウンリストで 1 つ以上のリージョンを選択します。
• 別のアカウントのボリュームに関するレコメンデーションを表示するには、アカウントをクリック
し、別のアカウント ID を選択します。

Note
他のアカウントのリソースの推奨事項を表示する機能は、組織の管理アカウントにサイン
インしていて、Compute Optimizer を使用した信頼済みアクセスが有効になっている場合
にのみ使用できます。詳細については、「Compute Optimizer によってサポートされたア
カウント (p. 8)」および「Compute Optimizer および AWS Organizations の信頼されたア
クセス (p. 11)」を参照してください。
• 選択したフィルタをクリアするには、フィルタの横にある[Clear filters (フィルタのクリア)] を選択
します。
• にアクセスするにはEBS ボリュームの詳細ページで、目的のボリュームの横にリストされた検索分
類を選択します。
準備ができたら、Amazon EBS Elastic ボリュームを使用してボリュームの設定を変更します。詳細に
ついては、「」を参照してください。Amazon EBS Elastic VolumesのAmazon Elastic Compute Cloud
ユーザーガイド。

EBS ボリュームの詳細を表示する
にアクセスするには、以下の手順に従います。EBS ボリュームの詳細ページを開き、特定のボリュームと
その推奨事項の詳細を表示します。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

選択EBS ボリュームナビゲーションペインを使用する場合。

3.

詳細情報を表示するボリュームの横に表示される検索分類を選択します。
詳細ページには、選択したボリュームに関する最適化推奨事項が 3 つまで一覧表示されます。現在の
ボリュームの仕様、推奨ボリュームの仕様とパフォーマンスリスク、および使用率メトリクスグラフ
が表示されます。

4.

詳細ページでは、次のアクションを実行できます。
• 推奨オプションを選択すると、現在のボリュームと推奨ボリュームの使用率比較が表示されます。
ページの下部に現在のボリュームの使用率メトリクスグラフが表示されます。
• グラフの時間範囲を変更するには、[Time Range (時間範囲)] を選択し、[Last 24 hours (過去 24 時
間)]、[Last 3 days (過去 3 日間)]、[Last week (過去 1 週間)]、または [Last 2 weeks (過去 2 週間)] を
選択します。
短い時間範囲を選択すると、データポイントが高い詳細度で表示され、詳細レベルが高くなりま
す。
• グラフの統計値を変更するには、[Statistics (統計)] を選択し、[Average (平均)] または [Maximum
(最大)] を選択します。
このオプションを使用すると、時間の経過に伴うワークロードの通常のボリューム使用率を判断で
きます。指定した期間中に観測された最大値を表示するには、選択を [Maximum (最大)] に変更しま
す。これにより、時間の経過に伴うワークロードのピークボリューム使用率を判断できます。
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準備ができたら、Amazon EBS Elastic ボリュームを使用してボリュームの設定を変更します。詳細に
ついては、「」を参照してください。Amazon EBS Elastic VolumesのAmazon Elastic Compute Cloud
ユーザーガイド。

Lambda 関数の推奨事項の表示
AWS Compute Optimizerの推奨メモリサイズを生成します。AWS Lambda関数。関数の推奨事項
は、Compute Optimizer コンソールの次のページに表示されます。
• -Lambda 関数の推奨事項ページには、現在の関数が一覧表示されます。分類の検索 (p. 75)、理由、
現在構成されているメモリ、現在の使用状況、および現在のコストを調べます。Compute Optimizer か
らの上位の推奨事項が各関数の横に表示されます。そこには、推奨設定済みメモリ、推奨コスト、現在
の関数と推奨事項の価格差が含まれます。推奨コストは、の下に表示される範囲であることに注意して
ください。推奨コスト (高)そして推奨コスト (低)コンソール内の列。推奨事項ページを使用して、現在
の関数と上位の推奨事項を比較します。これにより、関数の設定済みメモリをアップサイズまたはダウ
ンサイズする必要があるかどうかを判断できます。
• -Lambda 関数の詳細ページには、Lambda 関数の推奨ページからアクセスでき、関数の最適化に関する
推奨事項の一覧が表示されます。現在の関数と推奨オプションの設定がリストされます。詳細ページに
は、現在の関数の使用率メトリクスグラフが表示されます。
推奨事項は毎日更新されます。これらは、過去 14 日間の現在の関数の仕様と使用率メトリクスを分析
することによって生成されます。詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリク
ス (p. 27)」を参照してください。
Compute Optimizer は、特定の要件を満たすLambda 関数の推奨事項を生成し、推奨事項の生成には最大
12 時間かかる場合があり、十分なメトリクスデータを蓄積する必要があることに注意してください。詳細
については、「サポートされるリソースと要件 (p. 3)」を参照してください。

分類の検索
-結果の列で、Lambda 関数の推奨事項ページには、分析期間中に各機能がどのように実行されたかの概要
が表示されます。
Lambda 関数には、次の結果の分類が適用されます。
分類

説明

最適化されていない

Lambda 関数は、Compute Optimizer が構成済みのメモリまたは
CPU パワー（構成されたメモリに比例する）がプロビジョニング不
足または過剰プロビジョニングされていることを特定した場合、最
適化されていないと見なされます。この場合、Compute Optimizer
は、ワークロードのパフォーマンスまたはコストを向上できる推奨
事項を生成します。
関数が最適化されていない場合、Compute Optimizer はどちらかの
検出理由を表示します。メモリがプロビジョニングされていないま
たはメモリ過剰プロビジョニング。

最適化

Lambda 関数は、ワークロードを実行するために設定されたメモリ
または CPU パワー (設定されたメモリに比例する) が正しくプロビ
ジョニングされていると Compute Optimizer が判断した場合、最適
化されていると見なされます。

75

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
月間削減額と削減額の見積もり

分類

説明

使用不可

Compute Optimizer は、関数のレコメンデーションを生成できませ
んでした。これは、関数がLambda 関数のCompute Optimizer の要
件 (p. 7)、または関数がレコメンデーションの対象にならない。
この検出分類では、Compute Optimizer に次のいずれかの検出理由
が表示されます。
• 不十分なデータ関数に Compute Optimizer がレコメンデーション
を生成するための十分なメトリックデータがない場合。
• 決定的ではない関数で 1,792 MB を超えるメモリが構成されてい
るために関数がレコメンデーションの対象にならない場合、また
は Compute Optimizer が信頼度の高いレコメンデーションを生成
できない場合。

Note
発見のある関数使用不可がCompute Optimizer コンソールに
表示されていません。

月間削減額と削減額の見積もり
-推定月間節約 (オンデマンド)列には、現在の Lambda 関数のメモリ仕様から推奨されるメモリ仕様に
ワークロードを移行することによって発生する月間コストの概算削減がリストされています。-貯蓄の機会
(%)列には、現在の Lambda 関数メモリ仕様のオンデマンド価格と推奨される Lambda 関数メモリ仕様の
価格との差のパーセンテージが一覧表示されます。

Important
コスト削減商談データを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、アクティブ化する必要が
あります。Amazon EC2 リソース推奨事項を受け取るCost Explorer 設定ページで、をクリック
します。これにより、Cost Explorer とCompute Optimizer 間の接続が作成されます。この接続に
より、Cost Explorer は、既存リソースの価格、推奨リソースの価格、および使用履歴データを考
慮したコスト削減の見積もりを生成します。月間削減額の見積もり、生成された各推奨事項に関
連する推定ドル削減額を反映します。詳細については、「」を参照してください。Cost Explorer
を有効にするそして適切なサイズ設定に関する推奨事項によるコストの最適化のコスト管理ユー
ザーガイド。

月間削減額の推定計算
推奨事項ごとに、推奨メモリ仕様を使用して、新しい Lambda 関数を操作するためのコストを計算しま
す。月間削減額の見積もり、現在の Lambda 関数の実行時間数と、現在のメモリ仕様と推奨メモリ仕様の
間のレートの差に基づいて計算されます。Compute Optimizer ダッシュボードに表示される Lambda 関数
の月間節約額の見積もりは、アカウント内のすべての Lambda 関数の推定月額削減額の合計で、次の検索
分類があります。最適化されていない。

現在のパフォーマンスリスク
-現在のパフォーマンスリスクの列で、Lambda 関数の推奨事項ページでは、現在の Lambda 関数がワー
クロードのリソースニーズを満たさない可能性を定義します。現在のパフォーマンスリスク値は、非常に
低い、中、高の範囲です。パフォーマンスリスクが非常に低いということは、現在の Lambda 関数が常
に十分な機能を提供すると予測されることを意味します。パフォーマンスリスクが高いほど、Compute
Optimizer によって生成された推奨事項を検討すべき可能性が高くなります。
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使用率グラフ
-Lambda 関数の詳細ページには、現在の関数の使用率メトリクスグラフが表示されます。グラフには、分
析期間 (最大 14 日間) のデータが表示されます。グラフを変更して、過去 24 時間、3 日、1 週間、または
2 週間のデータを表示できます。
詳細ページには、次の使用率グラフが表示されます。
グラフ名

説明

期間 (ミリ秒)

関数コードがイベントの処理に費やす時間。

エラー (カウント)

関数エラーが発生した呼び出しの数。関数エ
ラーには、コードによってスローされた例外
と、Lambda ランタイムによってスローされた例
外が含まれます。ランタイムは、タイムアウトや
設定エラーなどの問題に対してエラーを返しま
す。

呼び出し (カウント)

関数コードが実行された回数 (成功した実行や関数
エラーが発生した実行を含む)。

Lambda 関数の推奨事項の表示
にアクセスするには、以下の手順に従います。Lambda 関数の推奨事項ページを開き、現在の機能に関す
るレコメンデーションを表示します。
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
選択Lambda 関数ナビゲーションペインを使用する場合。

3.

推奨事項ページには、関数の仕様と検索分類と、推奨関数の仕様が表示されます。現在挙げられてい
る機能は、AWS選択したアカウントで、現在選択されているリージョン。
推奨事項ページでは、次のアクションを実行できます。
• 1 つ以上の AWS リージョンに対する推奨事項をフィルタリングするには、[Filter by one or more
Regions] (1 つ以上のリージョンでフィルタリングする) のテキストボックスにリージョンの名前を
入力するか、表示されるドロップダウンリストで 1 つ以上のリージョンを選択します。
• 別のアカウントの機能に関する推奨事項を表示するには、アカウントをクリックし、別のアカウン
ト ID を選択します。

Note
他のアカウントのリソースに関する推奨事項を表示する機能は、組織の管理アカウントに
サインインしていて、Compute Optimizer を使用した信頼されたアクセスが有効になって
いる場合にのみ使用できます。詳細については、「Compute Optimizer によってサポート
されたアカウント (p. 8)」および「Compute Optimizer および AWS Organizations の信頼
されたアクセス (p. 11)」を参照してください。
• 選択したフィルタをクリアするには、フィルタの横にある[Clear filters (フィルタのクリア)] を選択
します。
• にアクセスするにはLambda 関数の詳細ページで、目的の関数の横に表示される検索分類を選択し
ます。
準備ができたら、Lambda 関数の設定済みメモリを変更します。詳細については、「」を参照してく
ださい。Lambda 関数メモリの設定のAWS Lambdaデベロッパーガイド。
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Lambda 関数の詳細の表示
にアクセスするには、以下の手順に従います。Lambda 関数の詳細ページを開き、特定の機能とその推奨
事項の詳細を表示します。
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.
3.

選択Lambda 関数ナビゲーションペインを使用する場合。
詳細情報を表示する関数の横に表示される検索分類を選択します。
詳細ページには、選択した関数の最適化推奨の上位が一覧表示されます。ここでは、現在の関数の仕
様、推奨関数設定、使用率メトリクスグラフが表示されます。

4.

詳細ページでは、次のアクションを実行できます。
• 推奨事項オプションを選択して、現在の関数と推奨関数の使用率比較を表示します。
ページの下部に現在の関数の使用率メトリクスグラフが表示されます。
• グラフの時間範囲を変更するには、[Time Range (時間範囲)] を選択し、[Last 24 hours (過去 24 時
間)]、[Last 3 days (過去 3 日間)]、[Last week (過去 1 週間)]、または [Last 2 weeks (過去 2 週間)] を
選択します。
短い時間範囲を選択すると、データポイントが高い詳細度で表示され、詳細レベルが高くなりま
す。
準備ができたら、Lambda 関数の設定済みメモリを変更します。詳細については、「」を参照してく
ださい。Lambda 関数メモリの設定のAWS Lambdaデベロッパーガイド。
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推奨事項のエクスポート
推奨事項をエクスポートして長期にわたって記録し、他のユーザーとデータを共有することができます。
推奨事項は、カンマ区切り値 (.csv) ファイルで、そのメタデータは JavaScript オブジェクト表記 (.json)
ファイル。指定した既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに。
目次
• 制限 (p. 79)
• Amazon S3 バケットのアクセス許可の要件 (p. 79)
• 推奨事項のエクスポート (p. 79)
• エクスポートジョブの表示 (p. 81)
• エクスポートされたファイル (p. 82)
• 失敗したエクスポートジョブのトラブルシューティング (p. 121)

制限
推奨事項をエクスポートする場合、次の制限が適用されます。
• リソースタイプごと、および AWS リージョンごとに、進行中のレコメンデーションエクスポートジョ
ブは 1 つだけです。新しいエクスポートジョブを作成する前に、以前のエクスポートジョブがすべて完
了していることを確認します。進行中のジョブを含め、エクスポートジョブの表示の詳細については、
「エクスポートジョブの表示 (p. 81)」を参照してください。
• リソースタイプごと、および各リソースタイプごとの推奨事項AWSリージョンは、個別の.csv ファイル
にエクスポートされます。複数のリソースタイプとリージョンから推奨事項を 1 つのファイルにエクス
ポートすることはできません。
• 大規模なエクスポートジョブは、完了までに時間がかかる場合があります。エクスポートジョブに含め
るレコメンデーション列を制限することを検討してください。さらに、アカウントが組織の管理アカウ
ントである場合は、エクスポートジョブに含めるメンバーアカウントの数を制限することを検討してく
ださい。

Amazon S3 バケットのアクセス許可の要件
エクスポートジョブを作成する前に、レコメンデーションエクスポートの宛先 S3 バケットを作成する
必要があります。Compute Optimizer は S3 バケットを作成しません。レコメンデーションエクスポート
ファイルに指定する S3 バケットはパブリックにアクセスできず、リクエスタ支払いバケットとして設定
することもできません。S3 バケットを作成したら、Compute Optimizer がエクスポートファイルを書き
込みできるようにするために必要なアクセス許可ポリシーが設定されていることを確認します。レコメン
デーションエクスポートジョブの作成時にオブジェクトプレフィックスを指定する場合は、S3 バケットに
追加するポリシーにオブジェクトプレフィックスを含める必要があります。詳細については、「」を参照
してくださいAWS Compute Optimizer の Amazon S3 バケットポリシー (p. 22)

推奨事項のエクスポート
以下の手順に従って、推奨事項をエクスポートします。
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推奨事項をエクスポートするには
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインでリソースタイプを選択します。たとえば、[] を選択します。EC2 インスタン
ス,Auto Scaling グループ,EBS ボリューム, またはLambda 関数。

3.

[Recommendations (レコメンデーション)] ページで、[Action (アクション)] ドロップダウンメニュー
を選択し、[Export Recommendations (レコメンデーションのエクスポート)] を選択します。

4.

[Export Recommendations (レコメンデーションのエクスポート)] ページの [Export destination settings
(エクスポート先の設定)] で、以下を指定します。

5.

a.

を使用する場合リージョンで、AWSエクスポートする地域。

b.

[Destination S3 bucket name (宛先 S3 バケット名)] に、指定したリージョン内の既存の S3 バ
ケットの名前を指定します。

c.

(オプション) [] を選択します。リージョンを追加する別のレコメンデーションをエクスポートす
るにはAWSリージョン。

d.

(オプション) 指定したリージョンと S3 バケット名の横にある [Remove (削除)] を選択して、エク
スポートジョブから宛先を削除します。

e.

(オプション) [Object prefix (オブジェクトのプレフィック)] には、すべてのエクスポートファイ
ルの宛先 S3 バケットで使用するプレフィックスを指定します。プレフィックスは、S3 バケット
内のエクスポートファイルを整理する S3 オブジェクトキーへのオプションの追加です。たとえ
ば、日付プレフィックスを指定することができます (など)。2020/april)、リソースタイププレ
フィックス (など)ec2-instances)、または両方の組み合わせ（たとえば、2020/april/ec2instances).

[Export filters (エクスポートフィルタ)] で、以下を指定します。
a.

[Resource type (リソースタイプ)] で、推奨事項のエクスポートに含めるリソースタイプを選択し
ます。

b.

[Accounts (アカウント)] で、組織のすべてのメンバーアカウントの推奨事項を含めるかどうかを
選択します。このオプションは、アカウントが組織の管理アカウントである場合にのみ使用でき
ます。

c.

を使用する場合CPU アーキテクチャプリファレンスで、Graviton (aws-arm64)64 ビット ARM
アーキテクチャに基づくレコメンデーションをエクスポートするには (AWSGraviton)。それ以外
の場合は、[] を選択します。最新のをクリックして、現在のインスタンスの CPU アーキテクチャ
に基づくレコメンデーションをエクスポートします。

6.

[Columns to include (含める列)] で、推奨事項のエクスポートに含める推奨事項データを選択します。
含める列の詳細については、「エクスポートされたファイル (p. 82)」を参照してください。

7.

エクスポートジョブが正しく設定されていることを確認したら [Export (エクスポート)] を選択する
か、[Cancel (キャンセル)] を選択してエクスポートジョブを作成せずに [Recommendations (レコメン
デーション)] ページに戻ります。キャンセルすると、エクスポートジョブ設定は削除されます。

Note
複数のレコメンデーションをエクスポートする場合AWSリージョンは一度に、別々のエク
スポートジョブとして扱われ、Compute Optimizer はそれらのすべてを一度に起動しようと
します。エクスポートジョブの開始に失敗した場合、[Export Recommendations (レコメン
デーションのエクスポート)] ページにエラーが表示されます。正常に開始されたエクスポー
トジョブは処理を続行しますが、失敗したジョブはエラーを解決してから再度開始する必要
があります。
レコメンデーションエクスポートジョブが完了するまでしばらく時間がかかります。[Exports (エクスポー
ト)] ページを表示して、エクスポートジョブのステータスを確認します。詳細については、「」を参照し
てくださいエクスポートジョブの表示 (p. 81) レコメンデーションエクスポートファイルおよび関連す
るメタデータファイルは、エクスポートジョブが完了すると、指定された S3 バケットに保存されます。
以下は、エクスポートファイルおよび関連するメタデータファイルの完全な Amazon S3 オブジェクト
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キーの例です。オブジェクトキーのアカウント ID は、エクスポートジョブのリクエスタのアカウントで
す。詳細については、「」を参照してくださいエクスポートされたファイル (p. 82)
s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/computeoptimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>.csv

s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/computeoptimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>-metadata.json

例:
s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/computeoptimizer/111122223333/us-west-2-2020-03-03T133027-3e496c549301c8a4dfcsdX.csv

s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/computeoptimizer/111122223333/us-west-2-2020-03-03T133027-3e496c549301c8a4dfcsdX-metadata.json

エクスポートジョブの表示
過去 7 日間に作成されたエクスポートジョブを表示するには、次の手順を実行します。

エクスポートジョブを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Exports (エクスポート)] を選択します。
[Exports (エクスポート)] ページには、過去 7 日間に作成されたレコメンデーションエクスポートジョ
ブが表示されます。
エクスポートジョブには、次のいずれかのステータスがあります。
• キューに追加済み-エクスポートジョブはまだ開始されていません。リソースタイプごと、および
AWS リージョンごとに、進行中のレコメンデーションエクスポートジョブは 1 つだけです。
• 進行中-エクスポートジョブは開始しましたが、まだ完了していません。エクスポートジョブに含ま
れる推奨事項とフィールドの数によっては、エクスポートジョブの完了に数分から数時間かかるこ
とがあります。
• 完了-エクスポートジョブは正常に完了しました。エクスポート先列の下に、正常に完了したエクス
ポートジョブごとに、エクスポート先の Amazon S3 バケット内のエクスポート.csv ファイルへの
リンクが表示されます。
• Failed-エクスポートジョブの開始または完了に失敗しました。エクスポートジョブの [失敗の理由]
列の下に表示されるメッセージには、エクスポートジョブが完了しなかった理由に関する追加情報
が表示されます。たとえば、デスティネーションの Amazon S3 バケットに必要なアクセス権限が
ないため、エクスポートが失敗した可能性があります。問題を解決した後、レコメンデーションを
再度エクスポートしてください。詳細については、「」を参照してください失敗したエクスポート
ジョブのトラブルシューティング (p. 121)

3.

このページでは、次のアクションを実行できます。
• 完了したジョブのエクスポート先リンクを選択して、宛先 S3 バケットにアクセスします。エクス
ポート先は、正常に終了したエクスポートジョブに対してのみ表示されます。進行中または失敗し
たエクスポートジョブには、ダッシュが表示されます。
• 右にスクロールして、失敗したエクスポートジョブの失敗の理由を表示します。失敗の理由を使用
して、エクスポートジョブが完了しなかった理由を特定します。
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エクスポートされたファイル
推奨事項は .csv ファイルで、.json ファイル内のメタデータは、エクスポートジョブの作成時に指定した
Amazon S3 バケットにエクスポートされます。

レコメンデーションファイル
レコメンデーションファイルには、エクスポートジョブの作成時に含めるように選択したレコメンデー
ション列のレコメンデーションデータが含まれます。次の表に、各リソースタイプの、エクスポートファ
イルに含めることができるすべての推奨事項列を示します。
次の表では、API フィールド名列は、API を使用してレコメンデーションのエクスポートをリクエストす
るときに指定できるフィールドを表します。-説明列は、各フィールドのデータ、Compute Optimizer コン
ソールに表示される列の名前、エクスポート.csv ファイルにリストされた列の名前を表します。.csv ファ
イルのレコメンデーションデータ列には、各リソースに対して複数のレコメンデーションが生成されると
きに番号が付けられます。<rank> がランクに置き換えられたランク付けレコメンデーション列は、互い
に対応します。たとえば、recommendationOptions_1_memory、recommendationOptions_1_network、お
よび recommendationOptions_1_vcpus は互いに対応しており、同じレコメンデーションに対するもので
す。

Note
すべてのエクスポートファイルには、デフォルトで次の列が含まれます。
• recommendations_count-エクスポートファイルに含まれるレコメンデーションの数。
• errorCode-リソースに対して推奨事項が生成されなかった場合のエラーコード。
• errorMessage-ErerrorCode 列のエラーに対応するエラーメッセージ。

EC2 インスタンスのレコメンデーションフィールド
API フィールド名

説明

AccountId

-AWS現在のインスタンスが作成されたアカウント
ID。
このフィールドは、アカウント IDCompute
Optimizer コンソールの [EC2 インスタンスの推奨
事項] および [インスタンスの詳細] ページの [列] こ
のフィールドにはラベルが付いています。アカウ
ント IDCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、accountIdエクスポート.csv
ファイル内に入力します。

currentInstanceType

現在のインスタンスのインスタンスタイプ。
このフィールドは、現在のインスタンスタイ
プCompute Optimizer コンソールの [EC2 インス
タンスの推奨事項] および [インスタンスの詳細]
ページの [列] このフィールドにはラベルが付い
ています。現在のインスタンスタイプCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、currentInstanceTypeエクスポート.csv ファ
イル内に入力します。

CurrentMemory

現在のインスタンスのメモリ。
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説明
このフィールドは、メモリCompute Optimizer コ
ンソールの EC2 インスタンスの詳細ページの列。
このフィールドにはラベルが付いています。現在
のメモリCompute Optimizer コンソールの [推奨の
エクスポート] ページで、current_memoryエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

現在のネットワーク

現在のインスタンスのネットワークパフォーマン
スまたはデータ転送速度。
このフィールドは、ネットワークCompute
Optimizer コンソールの EC2 インスタンスの
詳細ページの列。このフィールドにはラベルが
付いています。現在のネットワークCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、current_networkエクスポート.csv ファイル
内に入力します。

現在の需要価格

現在のインスタンスのオンデマンド料金。表示さ
れている料金は、インスタンスに対して実際に支
払う料金を反映していない可能性があります。
このフィールドは、現在のオンデマンド価
格Compute Optimizer コンソールの [EC2 インスタ
ンスの推奨事項] ページの [列]。このフィールドに
はラベルが付いています。現在のオンデマンド価
格Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、current_onDemandPriceエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice

リザーブドインスタンスの、現在のインスタンス
の前払いなしの 1 年間の標準料金。表示されてい
る料金は、インスタンスに対して実際に支払う料
金を反映していない可能性があります。
このフィールドは、現在の 1 年間 RI 価
格Compute Optimizer コンソールの [EC2 イ
ンスタンスの推奨事項] ページの [列]。この
フィールドにはラベルが付いています。現
在の 1 年間 RI 価格Compute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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説明

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice リザーブドインスタンスの、現在のインスタンス
の前払いなしの 3 年間の標準料金。表示されてい
る料金は、インスタンスに対して実際に支払う料
金を反映していない可能性があります。
このフィールドは、現在の 3 年間 RI 価
格Compute Optimizer コンソールの [EC2 イ
ンスタンスの推奨事項] ページの [列]。この
フィールドにはラベルが付いています。現
在の 3 年間 RI 価格Compute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
現在のストレージ

現在のインスタンスのローカルストレージボ
リューム。
このフィールドは、ストレージCompute Optimizer
コンソールの EC2 インスタンスの詳細ページ
の列。このフィールドにはラベルが付いてい
ます。現在のストレージCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_storageエクスポート.csv ファイルで
指定します。

CurrentVcups

現在のインスタンスの vCPUs の数。
このフィールドは、vCPUCompute Optimizer コン
ソールの EC2 インスタンスの詳細ページの列。こ
のフィールドにはラベルが付いています。現在の
vCPUsCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、current_vcpusエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

検索

現在のインスタンスの検索分類。インスタンス
は、プロビジョニング不足、プロビジョニング過
剰済み、最適化済みに分類できます。詳細につい
ては、「」を参照してください。インスタンス検
索分類 (p. 54)。
このフィールドは、結果Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの推奨事項] ページ
の [列]。このフィールドにはラベルが付いていま
す。結果Compute Optimizer コンソールの [推奨
のエクスポート] ページで、発見エクスポート.csv
ファイルで指定します。
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説明

理由コードの検索

この発見の理由には、現在のインスタンスの
仕様が過少プロビジョニングまたは過剰プロビ
ジョニングされた仕様（CPU、メモリ、ロー
カルディスクスループット、ローカルディスク
IOPS、EBS ボリュームスループット、EBS ボ
リューム IOPS、ネットワーク帯域幅、およびネッ
トワークパケット/秒など）が記載されています。
このフィールドは、理由を見つけるCompute
Optimizer コンソールの [EC2 インスタンスの推
奨事項] ページの [列]。このフィールドにはラベ
ルが付いています。理由コードの検索Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、ReasonCodes_を見つけて<code>エクス
ポート.csv ファイルで指定します。-<code>ラベ
ルの部分は、過剰プロビジョニングまたはプロビ
ジョニング不足のインスタンス仕様（CPU、メモ
リ、ネットワークなど）を識別します。

instanceArn

現在のインスタンスの Amazon リソースネーム
(ARN)。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラベ
ルが付いています。インスタンス ARNCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、instanceArnエクスポート.csv ファイルで指
定します。

InstanceName

現在のインスタンスの名前。
このフィールドは、Instance nameCompute
Optimizer コンソールの [EC2 インスタンスの推
奨事項] ページの [列]。このフィールドにはラ
ベルが付いています。Instance nameCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、instanceNameエクスポート.csv ファイルで
指定します。

lastRefresh

インスタンスレコメンデーションが最後に更新さ
れたときのタイムスタンプ。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。最終更新タイムスタン
プCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、lastRefreshTimestamp_UTCエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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説明

ルックバックPeriodInDays

Compute Optimizer が現在のインスタンスからの
メトリクスデータを分析してレコメンデーション
を生成した以前の日数。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。ルックバック期間（日単
位）Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、lookBackPeriodInDaysエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

推奨オプションインスタンスタイプ

インスタンスレコメンデーションのインスタンス
タイプ。
このフィールドは、推奨されるインスタンスタイ
プCompute Optimizer コンソールの [EC2 インス
タンスの推奨事項] ページの [列]。このフィールド
にはラベルが付いています。推奨オプションイン
スタンスタイプCompute Optimizer コンソールの
[推奨のエクスポート] ページで、レコメンデーショ
ンオプション_<rank>_instanceTypeエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

推奨オプションメモリ

インスタンスレコメンデーションのメモリ。
このフィールドは、メモリCompute Optimizer
コンソールの EC2 インスタンスの詳細ペー
ジの列。このフィールドにはラベルが付いて
います。レコメンデーションオプションメモ
リCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_memoryエクスポート.csv ファイルで指
定します。

推奨オプションネットワーク

インスタンスレコメンデーションのネットワーク
パフォーマンスまたはデータ転送速度。
このフィールドは、ネットワークCompute
Optimizer コンソールの EC2 インスタンスの詳
細ページの列。このフィールドにはラベルが付い
ています。レコメンデーションオプションネット
ワークCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、レコメンデーションオプ
ション_<rank>_networkエクスポート.csv ファイ
ルで指定します。
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説明

需要価格に関する推奨オプション

インスタンスレコメンデーションのオンデマンド
料金。
このフィールドは、推奨されるオンデマンド価
格Compute Optimizer コンソールの [EC2 イン
スタンスの推奨事項] ページの [列]。このフィー
ルドにはラベルが付いています。レコメンデー
ションオプションオンデマンド価格Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_OnDemandPriceエクスポート.csv ファ
イルで指定します。

推奨オプション PerformanceRisk

インスタンスレコメンデーションのパフォーマン
スリスク。
このフィールドは、パフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの EC2 イン
スタンスの詳細ページの列。このフィールド
にはラベルが付いています。レコメンデーショ
ンオプションパフォーマンスリスクCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>performanceRiskエクスポート.csv ファイ
ルで指定します。

レコメンデーションオプションプラットフォーム
の違い

[プラットフォームの違い] 列には、現在のインス
タンスと各推奨インスタンスタイプオプションの
設定の違いが表示されます。推奨されるインスタ
ンスタイプは、異なる CPU アーキテクチャ、ハイ
パーバイザー、インスタンスストア、ネットワー
クインターフェイス、ストレージインターフェイ
ス、および仮想化タイプを使用する場合がありま
す。
このフィールドは、プラットフォームの違
いCompute Optimizer コンソールの EC2 イン
スタンスの詳細ページの列。このフィールドに
はラベルが付いています。レコメンデーション
オプションプラットフォームの違いCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_platformDifferences_<difference>エ
クスポート.csv ファイルで指定しま
す。-<difference>ラベルの部分は、現在のイン
スタンスと推奨インスタンスタイプで異なる構成
を識別します。
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説明

推奨オプションプロジェクト使用率メトリック
sCPUmaximum

インスタンスレコメンデーションの予測最大 CPU
使用率メトリクス。この値は、ルックバック期間
中にレコメンデーションインスタンスタイプを使
用していた場合の推奨されるインスタンスタイプ
の最大 CPU 使用率を定義します。
このフィールドは、オーバーレイとして表示
されます。CPU 使用率 (パーセント)Compute
Optimizer コンソールの EC2 インスタンスの詳
細ページのメトリックグラフ。このフィールド
にはラベルが付けられています。推奨オプショ
ン予測使用率メトリック CPU 最大値Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUMエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

推奨オプションプロジェクト使用率メトリクスメ
モリ最大値

インスタンスレコメンデーションの予測最大メモ
リ使用率メトリクス。この値は、ルックバック期
間中にレココデーションインスタンスタイプを使
用していた場合のレコクデーションインスタンス
タイプの最大メモリ使用率を定義します。
このフィールドは、オーバーレイとして表示
されます。メモリ使用率 (パーセント)Compute
Optimizer コンソールの EC2 インスタンスの詳
細ページのメトリックグラフ。このフィールド
にはラベルが付けられています。推奨オプショ
ン予測使用率メトリックメモリ最大値Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_projectedUtilizationMetrics_Memory_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

おすすめオプションスタンダード 1年前予約価格

リザーブドインスタンスの、インスタンスレコメ
ンデーションの前払いなしの 1 年間の標準料金。
このフィールドは、推奨される1年 RI価
格Compute Optimizer コンソールの [EC2 インスタ
ンスの推奨事項] ページの [列]。このフィールドに
はラベルが付いています。推奨オプション 1年RI
価格Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_スタンダード 1 年前予約価格エクス
ポート.csv ファイルで指定します。
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説明

おすすめオプションスタンダード 3年前予約価格

リザーブドインスタンスの、インスタンスレコメ
ンデーションの前払いなしの 3 年間の標準料金。
このフィールドは、3年間のRIの推奨される価
格Compute Optimizer コンソールの [EC2 インス
タンスの推奨事項] ページの [列]。このフィールド
にはラベルが付いています。推奨オプション 3年
RI 価格Compute Optimizer コンソールの [推奨の
エクスポート] ページで、レコメンデーションオプ
ション_<rank>_スタンダード 3年前予約価格エク
スポート.csv ファイルで指定します。

推奨オプションストレージ

インスタンスレコメンデーションのローカルスト
レージボリューム。
このフィールドは、ストレージCompute Optimizer
コンソールの EC2 インスタンスの詳細ページ
の列。このフィールドにはラベルが付いてい
ます。レコメンデーションオプションストレー
ジCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_storageエクスポート.csv ファイルで指
定します。

推奨オプション VCPU

インスタンスレコメンデーションの vCPUs。
このフィールドは、vCPUCompute Optimizer コン
ソールの EC2 インスタンスの詳細ページの列。
このフィールドにはラベルが付いています。レ
コメンデーションオプション vCPUsCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>vcpusエクスポート.csv ファイルで指定し
ます。

レコメンデーションソースレコメンデーション
ソース獲得

現在のリソースの Amazon リソースネーム
(ARN)。
このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールには表示されません。このフィールドに
はラベルが付いています。レコメンデーショ
ンソース ARNCompute Optimizer コンソー
ルの [推奨のエクスポート] ページで、推奨
Sources_<rank>_recommendationSourceLearエク
スポート.csv ファイルで指定します。

レコメンデーションソースレコメンデーション
ソースタイプ
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現在のリソースのリソースタイプ (例:instance)。
このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールには表示されません。このフィールドに
はラベルが付いています。レコメンデーショ
ンソースタイプCompute Optimizer コンソー
ルの [推奨のエクスポート] ページで、推奨
Sources_<rank>_recommendationSourceTypeエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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説明

使用率メトリックsCPUmax

ルックバック期間中に観測された現在のインス
タンスの最大 CPU 使用率メトリクス (最大 14 日
間)。
このフィールドは、CPU 使用率 (パーセン
ト)EC2 インスタンスの詳細ページのグラフ。
このフィールドにはラベルが付いています。使
用率メトリック CPU 最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

使用率メトリクスディスク読み取りバイト/秒の最
大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク読み取りバイト数 (最大 14 日
間)。
このフィールドは、ディスク読み取り (MIB /
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス 1 秒あたりのディスク
読み取りバイト数（最大）Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_read_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

使用率メトリクスディスク読み取り/秒あたりの最
大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク読み取りオペレーション数 (最
大 14 日間)。
このフィールドは、ディスク読み取り (オペレー
ション数/秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグ
ラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス 1 秒あたりのディスク読み
取りオペレーションの最大数Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_read_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

使用率メトリックディスク書き込みバイト/秒の最
大数

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク書き込みバイト数 (最大 14 日
間)。
このフィールドは、ディスク書き込み (MIB /
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス 1 秒あたりのディスク
書き込みバイト数（最大）Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_write_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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説明

使用率メトリクスディスク書き込みオペレーショ
ン/秒の最大数

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク書き込みオペレーション数 (最
大 14 日間)。
このフィールドは、ディスク書き込み (操作数/
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラフ。
このフィールドにはラベルが付いています。使
用率メトリクス 1 秒あたりのディスク書き込
みオペレーションの最大数Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_write_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

UtilizationMetricsEBSReadBittesPerSecondMaximumルックバック期間中に観察されたインスタンスに
アタッチされたボリュームの 1 秒あたりの読み取
り最大バイト数 (最大 14 日間)。
このフィールドは、EBS 読み取り帯域幅
（MIB/秒）EC2 インスタンスの詳細ページ
のグラフ。このフィールドにはラベルが付い
ています。使用率メトリック EBS 読み取り
帯域幅バイト/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_read_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
UtilizationMetricsEBSReadOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中に観察されたインスタンスに
アタッチされたボリュームの 1 秒あたりの読み取
りオペレーションの最大数 (最大 14 日間)。
このフィールドは、EBS 読み取りオペレーショ
ン (1 秒あたり)EC2 インスタンスの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 読み取りスループッ
トオペレーション/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_read_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
UtilizationMetricsEBSWriteBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中に観察されたインスタンスに
アタッチされたボリュームの 1 秒あたりの書き込
み最大バイト数 (最大 14 日間)。
このフィールドは、EBS 書き込み帯域幅
（MIB /秒）EC2 インスタンスの詳細ページ
のグラフ。このフィールドにはラベルが付い
ています。使用率メトリック EBS 書き込み
帯域幅バイト/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_write_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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UtilizationMetricsEBSWriteOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中に観察されたインスタンスに
アタッチされたボリュームの 1 秒あたりの書き込
みオペレーションの最大数 (最大 14 日間)。
このフィールドは、EBS 書き込みオペレーショ
ン (1 秒あたり)EC2 インスタンスの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 書き込みスループッ
トオペレーション/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_write_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
使用率メトリクスメモリ最大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大メモリ使用量メトリクス (最大 14 日
間)。
このフィールドは、メモリ使用率 (パーセン
ト)EC2 インスタンスの詳細ページのグラフ。こ
のフィールドにはラベルが付いています。使用
率メトリックスの最大メモリCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

使用率メトリクスネットワーク (バイト/秒) 最大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワーク数 (最大 14 日間)。

このフィールドは、ネットワーク (MIB /
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いてい
ます。1 秒あたりのバイト数でネットワーク
使用率メトリクス (最大)Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_Network_in_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
使用率メトリクスネットワークアウトバイト/秒の
最大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワークアウトバイト数 (最大 14
日間)。

このフィールドは、ネットワークアウト
(MIB/秒)EC2 インスタンスの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付い
ています。使用率メトリクスネットワーク
アウトバイト/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_network_out_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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使用率メトリックネットワークパケット数 (1 秒あ
たりの最大)

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワークパケット数 (最大 14 日
間)。

このフィールドは、（1 秒あたり）のネット
ワークパケット数EC2 インスタンスの詳細ペー
ジのグラフ。このフィールドにはラベルが付
いています。1 秒あたりの最大使用率メトリッ
クネットワークパケットCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_network_packets_in_per_second_Maximum
クスポート.csv ファイルで指定します。
使用率メトリックネットワークパケット数 1 秒あ
たりの最大値を超える

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワークパケット数 (最大 14 日
間)。

このフィールドは、ネットワークパケットアウ
ト（1 秒あたり）EC2 インスタンスの詳細ペー
ジのグラフ。このフィールドにはラベルが付
いています。1 秒あたりの最大使用率メトリッ
クネットワークパケット数Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_Network_packets_out_per_second_Maximu
クスポート.csv ファイルで指定します。
効果的なレコメンデーション環境設定拡張インフ
ラストラクチャメトリック

リストされたレコメンデーションの拡張インフラ
ストラクチャメトリック推奨プリファレンスのス
テータス。Anアクティブstatus は、リストされた
レコメンデーションが 3 か月の長いルックバック
期間を検討していることを確認します。An非ア
クティブstatus は、レコメンデーションがまだ長
いルックバック期間を考慮していないことを確認
します。詳細については、「」を参照してくださ
いインフラストラクチャメトリックの拡張 (p. 30)
このフィールドは、効果的な拡張インフラスト
ラクチャメトリックCompute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスの推奨事項] ページの
[列]。Compute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページでは、次のようにラベル付けさ
れています。効果的な推奨設定の拡張インフラス
トラクチャメトリックのエクスポート.csv ファイ
ルでは、次のラベルが付けられます。効果的なレ
コメンデーション環境設定拡張インフラストラク
チャメトリック。

効果的なレコメンデーション環境設定CPUベン
ダーアーキテクチャ

EC2 インスタンス推奨の CPU ベンダーとアーキ
テクチャ。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは効果的な推
奨設定 CPU ベンダーのアーキテクチャのエクス
ポート.csv ファイルでは、次のラベルが付けられ
ます。効果的なレコメンデーション環境設定CPU
ベンダーアーキテクチャ。
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現在のパフォーマンスリスク

現在のインスタンスのパフォーマンスリスクレー
ティング。
このフィールドは、現在のパフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの [EC2 イン
スタンスの推奨事項] ページの [列]。Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジでは、次のようにラベル付けされています。現
在のパフォーマンスリスクのエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。現在
のパフォーマンスリスク。

推奨オプション節減商談パーセンテージ

インスタンスに Compute Optimizer の推奨事項を
採用することにより、月間コストのパーセンテー
ジとして可能な推定月間削減額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドはレコメン
デーションオプション節約機会の割合のエクス
ポート.csv ファイルでは、次のラベルが付けられ
ます。推奨オプション節減商談パーセンテージ。

推奨オプション月次節約通貨の見積もり

月間削減額の見積もりを表す通貨。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドは推奨オプ
ションの見積もり月間貯蓄通貨のエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。推奨
オプション月次節約通貨の見積もり。

推奨オプション推定月次節減値

月間削減額の見積もり額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは推奨オプショ
ンの見積もり月間節約額のエクスポート.csv ファ
イルでは、次のラベルが付けられます。推奨オプ
ション推定月次節減値。

効果的なレコメンデーション環境設定推論された
ワークロードタイプ

リストされたレコメンデーションの推論ワーク
ロードタイプの推奨プリファレンスのステータ
ス。詳細については、「」を参照してください推
論ワークロードタイプ (p. 39)
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは効果的な推奨
設定推論ワークロードタイプのエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。効果
的なレコメンデーション環境設定推論されたワー
クロードタイプ。
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インファリングされたワークロードタイプ

Compute Optimizer によって検出されたインスタ
ンスで実行されている可能性のあるアプリケー
ション。詳細については、「」を参照してくださ
い推論ワークロードタイプ (p. 58)
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは推論ワーク
ロードタイプのエクスポート.csv ファイルでは、
次のラベルが付けられます。インファリングされ
たワークロードタイプ。

推奨オプション MigrationEfort

現在のインスタンスタイプから推奨インスタンス
タイプに移行するために必要な作業レベル。詳細
については、「」を参照してください推論ワーク
ロードタイプ (p. 58)
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドは推奨オプ
ションの移行作業のエクスポート.csv ファイルで
は、次のラベルが付けられます。推奨オプション
MigrationEfort。

Auto Scaling グループの推奨事項フィールド
API フィールド名

説明

AccountId

-AWS現在の Auto Scaling グループが作成されたア
カウント ID。
このフィールドは、アカウント IDCompute
Optimizer コンソールの Auto Scaling グループの推
奨ページおよびグループ詳細ページの列です。こ
のフィールドにはラベルが付いています。アカウ
ント IDCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、accountIdエクスポート.csv
ファイルで指定します。

AutoScalingGroupArn

現在の Auto Scaling グループの Amazon リソース
ネーム (ARN)。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドには
ラベルが付いています。Auto Scaling グループ
ARNCompute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、autoScalingGroupArnエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

AutoScalingGroupName

Auto Scaling グループの名前。
このフィールドは、Auto Scaling グループ
名Compute Optimizer コンソールの [Auto Scaling
グループの推奨事項] ページの [列] このフィールド
にはラベルが付いています。Auto Scaling グルー
プ名Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
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スポート] ページで、autoScalingGroupNameエク
スポート.csv ファイルで指定します。

現在の構成希望する容量

現在の Auto Scaling グループの希望するキャパシ
ティー。
このフィールドは、必要なインスタンス
数Compute Optimizer コンソールの [Auto
Scaling グループの推奨事項] ページの [列]
このフィールドにはラベルが付いていま
す。現在の希望する容量Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、currentConfiguration_desiredCapacityエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

現在の構成インスタンスタイプ

現在の Auto Scaling グループに含まれるインスタ
ンスのインスタンスタイプ。
このフィールドは、現在のインスタンスタ
イプCompute Optimizer コンソールの [Auto
Scaling グループの推奨事項] ページの [列] こ
のフィールドにはラベルが付いています。現
在のインスタンスタイプCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、currentConfiguration_instanceTypeエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

現在の構成最大サイズ

現在の Auto Scaling グループの最大サイズ。
このフィールドは、現在の最大サイズCompute
Optimizer コンソールの [Auto Scaling グループの
推奨事項] ページの [列] このフィールドにはラベ
ルが付いています。現在の最大サイズCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、currentConfiguration_maxSizeエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

現在の構成最小サイズ

現在の Auto Scaling グループの最小サイズ。
このフィールドは、現在の最小サイズCompute
Optimizer コンソールの [Auto Scaling グループの
推奨事項] ページの [列] このフィールドにはラベ
ルが付いています。現在の最小サイズCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、currentConfiguration_minSizeエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

CurrentMemory

現在の Auto Scaling グループに含まれるインスタ
ンスのメモリ。
このフィールドは、メモリCompute Optimizer
コンソールの Auto Scaling グループの詳細ペー
ジの [列]。このフィールドにはラベルが付い
ています。現在のメモリCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_memoryエクスポート.csv ファイルで
指定します。
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現在のネットワーク

現在の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
ネットワークパフォーマンスまたはデータ転送速
度。
このフィールドは、ネットワークCompute
Optimizer コンソールの Auto Scaling グループの
詳細ページの [列]。このフィールドにはラベル
が付いています。現在のネットワークCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、current_networkエクスポート.csv ファイル
で指定します。

現在の需要価格

現在の Auto Scaling グループに含まれるインス
タンスのオンデマンド料金。表示されている料金
は、インスタンスに対して実際に支払う料金を反
映していない可能性があります。
このフィールドは、現在のオンデマンド価
格Compute Optimizer コンソールの [Auto Scaling
グループの推奨事項] ページの [列] このフィールド
にはラベルが付いています。現在のオンデマンド
価格Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、current_onDemandPriceエク
スポート.csv ファイルで指定します。

CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice

リザーブドインスタンスの、現在の Auto Scaling
グループ内のインスタンスの前払いなしの 1 年間
の標準料金。表示されている料金は、インスタン
スに対して実際に支払う料金を反映していない可
能性があります。
このフィールドは、現在の 1 年間 RI 価
格Compute Optimizer コンソールの [Auto
Scaling グループの推奨事項] ページの [列] こ
のフィールドにはラベルが付いています。現
在の 1 年間 RI 価格Compute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice リザーブドインスタンスの、現在の Auto Scaling
グループ内のインスタンスの前払いなしの 3 年間
の標準料金。表示されている料金は、インスタン
スに対して実際に支払う料金を反映していない可
能性があります。
このフィールドは、現在の 3 年間 RI 価
格Compute Optimizer コンソールの [Auto
Scaling グループの推奨事項] ページの [列] こ
のフィールドにはラベルが付いています。現
在の 3 年間 RI 価格Compute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

97

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
レコメンデーションファイル

API フィールド名
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現在のストレージ

現在の Auto Scaling グループに含まれるインスタ
ンスのローカルストレージボリューム。
このフィールドは、ストレージCompute Optimizer
コンソールの Auto Scaling グループの詳細ペー
ジの [列]。このフィールドにはラベルが付いて
います。現在のストレージCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_storageエクスポート.csv ファイルで
指定します。

CurrentVcups

現在の Auto Scaling グループに含まれるインスタ
ンスの vCPUs の数。
このフィールドは、vCPUCompute Optimizer
コンソールの Auto Scaling グループの詳細ペー
ジの [列]。このフィールドにはラベルが付い
ています。現在の vCPUsCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、current_vcpusエクスポート.csv ファイルで指
定します。

検索

現在の Auto Scaling グループの結果分類。Auto
Scaling グループは、最適化済みまたは最適化済
みにされていないに分類できます。詳細につい
ては、「」を参照してください。Auto Scaling
グループの分類を見つける (p. 66)。このフィー
ルドは、結果Compute Optimizer コンソールの
[Auto Scaling グループの推奨事項] ページの [列]
このフィールドにはラベルが付いています。結
果Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、発見エクスポート.csv ファイル
で指定します。

lastRefresh

Auto Scaling グループレコメンデーションが最後
に更新されたときのタイムスタンプ。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。最終更新タイムスタン
プCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、lastRefreshTimestampエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

ルックバックPeriodInDays

Compute Optimizer が現在の Auto Scaling グルー
プのメトリクスデータを分析してレコメンデー
ションを生成した日数。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。ルックバック期間（日単
位）Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、lookBackPeriodInDaysエクス
ポート.csv ファイルで指定します。
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推奨オプション構成必要な容量

Auto Scaling グループレコメンデーションの希望
するキャパシティー。
このフィールドは、必要なインスタンス
数Compute Optimizer コンソールの Auto
Scaling グループの詳細ページの [列]。この
フィールドにはラベルが付いています。推
奨事項オプション、希望する容量Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_configuration_desiredCapacityエクス
ポート.csv ファイルで指定します。

推奨オプション設定インスタンスタイプ

Auto Scaling グループ推奨のインスタンスタイ
プ。
このフィールドは、レコメンデーションイン
スタンスタイプCompute Optimizer コンソール
の [Auto Scaling グループの推奨事項] ページ
の [列] このフィールドにはラベルが付いていま
す。推奨オプションインスタンスタイプCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_configuration_instanceTypeエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。

推奨オプション設定 MaxSize

Auto Scaling グループレコメンデーションの最大
サイズ。
このフィールドは、インスタンスの最大
数Compute Optimizer コンソールの Auto Scaling
グループの詳細ページの [列]。このフィー
ルドにはラベルが付いています。レコメン
デーションオプションの最大サイズCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>configuration_maxSizeエクスポート.csv
ファイルで指定します。

推奨オプション設定 MinSize

Auto Scaling グループレコメンデーションの最小
サイズ。
このフィールドは、インスタンスの最小
数Compute Optimizer コンソールの Auto Scaling
グループの詳細ページの [列]。このフィー
ルドにはラベルが付いています。レコメン
デーションオプションの最小サイズCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>configuration_minSizeエクスポート.csv
ファイルで指定します。
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説明

推奨オプションメモリ

Auto Scaling グループレコメンデーションのメモ
リ。
このフィールドは、メモリCompute Optimizer
コンソールの Auto Scaling グループの詳細ペー
ジの [列]。このフィールドにはラベルが付いて
います。レコメンデーションオプションメモ
リCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_memoryエクスポート.csv ファイルで指
定します。

推奨オプションネットワーク

Auto Scaling グループの推奨事項のネットワーク
パフォーマンスまたはデータ転送速度。
このフィールドは、ネットワークCompute
Optimizer コンソールの Auto Scaling グループの詳
細ページの [列]。このフィールドにはラベルが付
いています。レコメンデーションオプションネッ
トワークCompute Optimizer コンソールの [推奨の
エクスポート] ページで、レコメンデーションオプ
ション_<rank>_networkエクスポート.csv ファイ
ルで指定します。

需要価格に関する推奨オプション

Auto Scaling グループレコメンデーションのオン
デマンド料金。
このフィールドは、推奨されるオンデマンド
価格Compute Optimizer コンソールの [Auto
Scaling グループの推奨事項] ページの [列] こ
のフィールドにはラベルが付いています。レ
コメンデーションオプションオンデマンド価
格Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_OnDemandPriceエクスポート.csv ファ
イルで指定します。

推奨オプション PerformanceRisk

Auto Scaling グループレコメンデーションのパ
フォーマンスリスク。
このフィールドは、パフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの Auto Scaling
グループの詳細ページの [列]。このフィールド
にはラベルが付いています。レコメンデーショ
ンオプションパフォーマンスリスクCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>performanceRiskエクスポート.csv ファイ
ルで指定します。
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説明

推奨オプションプロジェクト使用率メトリック
sCPUmaximum

Auto Scaling グループレコメンデーションの予測
最大 CPU 使用率メトリクス。この値は、ルック
バック期間中にレコメンデーションインスタンス
タイプを使用していた場合の推奨されるインスタ
ンスタイプの最大 CPU 使用率を定義します。
このフィールドは、上のオーバーレイとして表
示されます。CPU 使用率 (パーセント)Compute
Optimizer コンソールの Auto Scaling グループ
詳細ページのメトリックグラフ。このフィール
ドにはラベルが付いています。推奨オプショ
ン予測使用率メトリック CPU 最大値Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUMエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

推奨オプションプロジェクト使用率メトリクスメ
モリ最大値

Auto Scaling グループレコメンデーションの予測
最大メモリ使用量メトリクス。この値は、ルック
バック期間中にレコメンデーションインスタンス
タイプを使用していた場合の推奨されるインスタ
ンスタイプの最大メモリ使用率を定義します。
このフィールドは、オーバーレイとして表示
されます。メモリ使用率 (パーセント)Compute
Optimizer コンソールの Auto Scaling グループ
詳細ページのメトリックグラフ。このフィール
ドにはラベルが付いています。推奨オプション
予測使用率メトリックメモリ最大値Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_projectedUtilizationMetrics_Memory_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

おすすめオプションスタンダード 1年前予約価格

リザーブドインスタンスの、Auto Scaling グルー
プの推奨事項の前払いなしの 1 年間の標準料金。
このフィールドは、推奨される1年 RI価
格Compute Optimizer コンソールの [Auto Scaling
グループの推奨事項] ページの [列] このフィールド
にはラベルが付いています。推奨オプション 1年RI
価格Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_スタンダード 1 年前予約価格エクス
ポート.csv ファイルで指定します。

101

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
レコメンデーションファイル

API フィールド名

説明

おすすめオプションスタンダード 3年前予約価格

リザーブドインスタンスの、Auto Scaling グルー
プの推奨事項の前払いなしの 3 年間の標準料金。
このフィールドは、3年間のRIの推奨される価
格Compute Optimizer コンソールの [Auto Scaling
グループの推奨事項] ページの [列] このフィールド
にはラベルが付いています。推奨オプション 3年
RI 価格Compute Optimizer コンソールの [推奨の
エクスポート] ページで、レコメンデーションオプ
ション_<rank>_スタンダード 3年前予約価格エク
スポート.csv ファイルで指定します。

推奨オプションストレージ

Auto Scaling グループレコメンデーションのロー
カルストレージボリューム。
このフィールドは、ストレージCompute Optimizer
コンソールの Auto Scaling グループの詳細ペー
ジの [列]。このフィールドにはラベルが付いてい
ます。レコメンデーションオプションストレー
ジCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_storageエクスポート.csv ファイルで指
定します。

推奨オプション VCPU

Auto Scaling グループレコメンデーションの
vCPUs。
このフィールドは、vCPUCompute Optimizer
コンソールの Auto Scaling グループの詳細
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付
いています。レコメンデーションオプション
vCPUsCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、レコメンデーションオプ
ション_<rank>vcpusエクスポート.csv ファイルで
指定します。

使用率メトリックsCPUmax

ルックバック期間（最大 14 日間）に観測された、
現在の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
最大 CPU 使用率メトリック。
このフィールドは、CPU 使用率 (パーセント)Auto
Scaling グループの詳細ページのグラフ。この
フィールドにはラベルが付いています。使用
率メトリック CPU 最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMエクスポー
ト.csv ファイルで指定します。
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説明

使用率メトリクスディスク読み取りバイト/秒の最
大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク読み取りバイト数 (最大 14 日
間)。
このフィールドは、ディスク読み取り (MIB /
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス 1 秒あたりのディスク
読み取りバイト数（最大）Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_read_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

使用率メトリクスディスク読み取り/秒あたりの最
大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク読み取りオペレーション数 (最
大 14 日間)。
このフィールドは、ディスク読み取り (オペレー
ション数/秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグ
ラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス 1 秒あたりのディスク読み
取りオペレーションの最大数Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_read_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

使用率メトリックディスク書き込みバイト/秒の最
大数

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク書き込みバイト数 (最大 14 日
間)。
このフィールドは、ディスク書き込み (MIB /
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス 1 秒あたりのディスク
書き込みバイト数（最大）Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_write_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。

使用率メトリクスディスク書き込みオペレーショ
ン/秒の最大数

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ディスク書き込みオペレーション数 (最
大 14 日間)。
このフィールドは、ディスク書き込み (操作数/
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラフ。
このフィールドにはラベルが付いています。使
用率メトリクス 1 秒あたりのディスク書き込
みオペレーションの最大数Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_disk_write_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
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説明

UtilizationMetricsEBSReadBittesPerSecondMaximumルックバック期間（最大 14 日間）に観測された、
現在の Auto Scaling グループのインスタンスにア
タッチされたボリュームの 1 秒あたりの最大読み
取りバイト数。
このフィールドは、EBS 読み取り帯域幅（MIB/
秒）Auto Scaling グループの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付い
ています。使用率メトリック EBS 読み取り
帯域幅バイト/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_read_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイルで指定します。
UtilizationMetricsEBSReadOpsPerSecondMaximum ルックバック期間（最大 14 日）に観測された現在
の Auto Scaling グループのインスタンスにアタッ
チされたボリュームの 1 秒あたりの読み取りオペ
レーションの最大数。
このフィールドは、EBS 読み取りオペレーション
(1 秒あたり)Auto Scaling グループの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 読み取りスループッ
トオペレーション/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_read_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。
UtilizationMetricsEBSWriteBytesPerSecondMaximum ルックバック期間（最大 14 日間）に観測された、
現在の Auto Scaling グループのインスタンスにア
タッチされたボリュームの 1 秒あたりの最大書き
込みバイト数。
このフィールドは、EBS 書き込み帯域幅（MIB /
秒）Auto Scaling グループの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付い
ています。使用率メトリック EBS 書き込み
帯域幅バイト/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_write_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。
UtilizationMetricsEBSWriteOpsPerSecondMaximum ルックバック期間（最大 14 日間）に観測された、
現在の Auto Scaling グループのインスタンスにア
タッチされたボリュームの 1 秒あたりの書き込み
オペレーションの最大数。
このフィールドは、EBS 書き込みオペレーション
(1 秒あたり)Auto Scaling グループの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 書き込みスループッ
トオペレーション/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_EBS_write_ops_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。
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説明

使用率メトリクスメモリ最大値

ルックバック期間（最大 14 日間）に観測された、
現在の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
最大メモリ使用率メトリック。
このフィールドは、メモリ使用率 (パーセン
ト)Auto Scaling グループの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリックスの最大メモリCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMエク
スポート.csv ファイル内に入力します。

使用率メトリクスネットワーク (バイト/秒) 最大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワーク数 (最大 14 日間)。

このフィールドは、ネットワーク (MIB /
秒)EC2 インスタンスの詳細ページのグラ
フ。このフィールドにはラベルが付いてい
ます。1 秒あたりのバイト数でネットワーク
使用率メトリクス (最大)Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_Network_in_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。
使用率メトリクスネットワークアウトバイト/秒の
最大値

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワークアウトバイト数 (最大 14
日間)。

このフィールドは、ネットワークアウト
(MIB/秒)EC2 インスタンスの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付い
ています。使用率メトリクスネットワーク
アウトバイト/秒の最大値Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_network_out_bytes_per_second_Maximumエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。
使用率メトリックネットワークパケット数 (1 秒あ
たりの最大)

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワークパケット数 (最大 14 日
間)。

このフィールドは、（1 秒あたり）のネット
ワークパケット数EC2 インスタンスの詳細ペー
ジのグラフ。このフィールドにはラベルが付
いています。1 秒あたりの最大使用率メトリッ
クネットワークパケットCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_network_packets_in_per_second_Maximum
クスポート.csv ファイル内に入力します。
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説明

使用率メトリックネットワークパケット数 1 秒あ
たりの最大値を超える

ルックバック期間中に観測された現在のインスタ
ンスの最大ネットワークパケット数 (最大 14 日
間)。

このフィールドは、ネットワークパケットアウ
ト（1 秒あたり）EC2 インスタンスの詳細ペー
ジのグラフ。このフィールドにはラベルが付
いています。1 秒あたりの最大使用率メトリッ
クネットワークパケット数Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、UtilizationMetrics_Network_packets_out_per_second_Maximu
クスポート.csv ファイル内に入力します。
効果的なレコメンデーション環境設定拡張インフ
ラストラクチャメトリック

リストされたレコメンデーションの拡張インフラ
ストラクチャメトリック推奨プリファレンスのス
テータス。Anアクティブstatus は、リストされた
レコメンデーションが 3 か月の長いルックバック
期間を検討していることを確認します。An非ア
クティブstatus は、レコメンデーションがまだ長
いルックバック期間を考慮していないことを確認
します。詳細については、「」を参照してくださ
いインフラストラクチャメトリックの拡張 (p. 30)
このフィールドは、効果的な拡張インフラス
トラクチャメトリックCompute Optimizer コン
ソールの Auto Scaling グループの推奨ページの
列。Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページでは、次のようにラベル付けさ
れています。効果的な推奨設定の拡張インフラス
トラクチャメトリックのエクスポート.csv ファイ
ルでは、次のラベルが付けられます。効果的なレ
コメンデーション環境設定拡張インフラストラク
チャメトリック。

効果的なレコメンデーション環境設定CPUベン
ダーアーキテクチャ

Auto Scaling グループレコメンデーションの CPU
ベンダーとアーキテクチャ。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは効果的な推
奨設定 CPU ベンダーのアーキテクチャのエクス
ポート.csv ファイルでは、次のラベルが付けられ
ます。効果的なレコメンデーション環境設定CPU
ベンダーアーキテクチャ。

現在のパフォーマンスリスク

現在の Auto Scaling グループのパフォーマンスリ
スクレーティング。
このフィールドは、現在のパフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの [Auto Scaling
グループの推奨事項] ページの [列] Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジでは、次のようにラベル付けされています。現
在のパフォーマンスリスクのエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。現在
のパフォーマンスリスク。
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説明

レコメンデーションオプション節約商談パーセン
テージ

Auto Scaling グループに対して Compute Optimizer
の推奨事項を採用することで、月間コストのパー
センテージとして可能な推定月間節約額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドはレコメンデー
ションオプション節約機会の割合のエクスポー
ト.csv ファイルでは、次のラベルが付けられま
す。レコメンデーションオプション節約商談パー
センテージ。

推奨オプション月次節約通貨の見積もり

月間削減額の見積もりを表す通貨。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドは推奨オプ
ションの見積もり月間貯蓄通貨のエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。推奨
オプション月次節約通貨の見積もり。

推奨オプション見積もり月次節約値

月間削減額の見積もり額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは推奨オプショ
ンの見積もり月間節約額のエクスポート.csv ファ
イルでは、次のラベルが付けられます。推奨オプ
ション見積もり月次節約値。

効果的なレコメンデーション環境設定推論された
ワークロードタイプ

リストされたレコメンデーションの推論ワーク
ロードタイプの推奨プリファレンスのステータ
ス。詳細については、「」を参照してください推
論ワークロードタイプ (p. 39)
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは効果的な推奨
設定推論ワークロードタイプのエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。効果
的なレコメンデーション環境設定推論されたワー
クロードタイプ。

インファリングされたワークロードタイプ

Compute Optimizer によって検出された Auto
Scaling グループ内のインスタンスで実行されてい
る可能性のあるアプリケーション。詳細について
は、「」を参照してください推論ワークロードタ
イプ (p. 58)
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは推論ワーク
ロードタイプのエクスポート.csv ファイルでは、
次のラベルが付けられます。インファリングされ
たワークロードタイプ。

107

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
レコメンデーションファイル

API フィールド名

説明

推奨オプション MigrationEfort

現在のインスタンスタイプから推奨インスタンス
タイプに移行するために必要な作業レベル。詳細
については、「」を参照してください推論ワーク
ロードタイプ (p. 58)
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドは推奨オプ
ションの移行作業のエクスポート.csv ファイルで
は、次のラベルが付けられます。推奨オプション
MigrationEfort。

EBS ボリュームレコメンデーション
API フィールド名

説明

AccountId

-AWS現在の EBS ボリュームが作成されたアカウ
ント ID。
このフィールドは、アカウント IDCompute
Optimizer コンソールの Amazon EBS ボリューム
の推奨およびボリュームの詳細ページの列です。
このフィールドにはラベルが付いています。アカ
ウント IDCompute Optimizer コンソールの [推奨
のエクスポート] ページで、accountIdエクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。

現在の構成ボリュームベースライン IOPS

現在の EBS ボリュームの 1 秒あたりのベースライ
ン入力/出力オペレーション数 (IOPS)。
このフィールドは、現在の IOPSCompute
Optimizer コンソールの [Amazon EBS ボリュー
ムの推奨事項] ページの [列]。このフィールドに
はラベルが付いています。現在のベースライン
IOPSCompute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、現在の構成ボリュームベース
ライン IOPSエクスポート.csv ファイル内に入力し
ます。

現在の構成ボリュームベースラインスループット

現在の EBS ボリュームのベースラインスループッ
ト。
このフィールドは、現在のスループットCompute
Optimizer コンソールの [Amazon EBS ボリューム
の推奨事項] ページの [列] このフィールドにはラ
ベルが付いています。現在のベースラインスルー
プットCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、現在の構成ボリュームベー
スラインスループットエクスポート.csv ファイル
内に入力します。

現在の構成ボリューム BurstiOps

現在の EBS ボリュームの 1 秒あたりのバースト入
出力オペレーション数 (IOPS)。
このフィールドは、バーストIOPSCompute
Optimizer コンソールの Amazon EBS ボリューム
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API フィールド名

説明
の詳細ページの [列]。このフィールドにはラベル
が付いています。現在のバースト IOPSCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、現在の構成ボリューム BurstiOpsエクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。

CurrentConfigurationVolumeBurstThroughput

現在の EBS ボリュームのボリュームバーストス
ループット。
このフィールドは、バーストスループッ
トCompute Optimizer コンソールの Amazon
EBS ボリュームの詳細ページの [列]。この
フィールドにはラベルが付いています。現在
のバーストスループットCompute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページ
で、CurrentConfigurationVolumeBurstThroughputエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。

現在の構成ボリュームサイズ

現在の EBS ボリュームの現在のサイズ (GB 単
位)。
このフィールドは、現在のサイズCompute
Optimizer コンソールの [Amazon EBS ボリュー
ムの推奨事項] ページの [列] このフィールドには
ラベルが付いています。現在のボリュームサイ
ズCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、現在の構成ボリュームサイズエ
クスポート.csv ファイル内に入力します。

現在の構成ボリュームタイプ

現在の EBS ボリュームのボリュームタイプ。
このフィールドは、現在のボリュームタイ
プCompute Optimizer コンソールの [Amazon EBS
ボリュームの推奨事項] ページの [列] このフィール
ドにはラベルが付いています。現在のボリューム
タイプCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、現在の構成ボリュームタイ
プエクスポート.csv ファイル内に入力します。

現在の月額価格

現在の EBS ボリュームの現在の月額価格。
このフィールドは、現在の月額料金Compute
Optimizer コンソールの [Amazon EBS ボリュー
ムの推奨事項] ページの [列] このフィールドには
ラベルが付いています。現在の月額料金Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、現在の月額価格エクスポート.csv ファイル
内に入力します。
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API フィールド名

説明

検索

現在の EBS ボリュームの検索分類。EBS ボリュー
ムは、最適化済みまたは最適化されていないも
のとして分類できます。詳細については、「」
を参照してください。EBS ボリューム検索分
類 (p. 71)。
このフィールドは、結果Compute Optimizer コン
ソールの [Amazon EBS ボリュームの推奨事項]
ページの [列] このフィールドにはラベルが付い
ています。結果Compute Optimizer コンソールの
[推奨のエクスポート] ページで、発見エクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。

lastRefresh

EBS ボリュームレコメンデーションが最後に更新
されたときのタイムスタンプ。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。最終更新タイムスタン
プCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、lastRefreshTimestampエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

ルックバックPeriodInDays

Compute Optimizer が現在の EBS ボリュームから
のメトリクスデータを分析してレコメンデーショ
ンを生成した日数。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。ルックバック期間（日単
位）Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、lookBackPeriodInDaysエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineIOPS
EBS ボリュームレコメンデーションの 1 秒あ
たりのベースライン入力/出力オペレーション数
(IOPS)。
このフィールドは、推奨 IOPSCompute Optimizer
コンソールの [Amazon EBS ボリュームの推
奨事項] ページの [列] このフィールドにはラベ
ルが付いています。推奨されるベースライン
IOPSCompute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_configurationVolumeBaselineIopsエク
スポート.csv ファイル内に入力します。
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API フィールド名

説明

推奨オプション構成ボリュームベースラインス
ループット

EBS ボリュームレコメンデーションのベースライ
ンスループット。
このフィールドは、推奨スループットCompute
Optimizer コンソールの [Amazon EBS ボリューム
の推奨事項] ページの [列] このフィールドにはラ
ベルが付いています。推奨されるベースラインス
ループットCompute Optimizer コンソールの [推奨
のエクスポート] ページで、レコメンデーションオ
プション_<rank>_ConfigurationVolumeBaselineス
ループットエクスポート.csv ファイル内に入力し
ます。

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstIOPS
EBS ボリュームレコメンデーションの 1 秒あたり
のバースト入出力オペレーション (IOPS)。
このフィールドは、バーストIOPSCompute
Optimizer コンソールの Amazon EBS ボリュー
ムの詳細ページの [列]。このフィールドには
ラベルが付いています。推奨されるバースト
IOPSCompute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_configurationVolumeBurstiOpsエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。
推奨オプション設定ボリュームバーストスルー
プット

EBS ボリューム推奨のボリュームバーストスルー
プット。
このフィールドは、バーストスループッ
トCompute Optimizer コンソールの Amazon EBS
ボリュームの詳細ページの [列]。このフィールド
にはラベルが付いています。推奨されるバースト
スループットCompute Optimizer コンソールの [推
奨のエクスポート] ページで、レコメンデーション
オプション_<rank>_configurationVolumeBurstス
ループットエクスポート.csv ファイル内に入力し
ます。

RecommendationOptionsConfigurationVolumeSize

EBS ボリュームレコメンデーションの現在のサイ
ズ (GB 単位)。
このフィールドは、推奨サイズCompute Optimizer
コンソールの [Amazon EBS ボリュームの推奨
事項] ページの [列] このフィールドにはラベルが
付いています。推奨ボリュームサイズCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_configurationVolumeSizeエクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。
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API フィールド名

説明

RecommendationOptionsConfigurationVolumeType EBS ボリュームレコメンデーションのボリューム
タイプ。
このフィールドは、推奨ボリュームタイ
プCompute Optimizer コンソールの Amazon
EBS ボリュームの推奨ページに表示され
ます。このフィールドにはラベルが付いて
います。推奨ボリュームタイプCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポー
ト] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_configurationVolumeTypeエクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。
おすすめオプション月額価格

EBS ボリュームレコメンデーションの月額料金。
このフィールドは、推奨される月額料金Compute
Optimizer コンソールの [Amazon EBS ボリュー
ムの推奨事項] ページの [列] このフィールドに
はラベルが付いています。推奨される月額料
金Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_monthlyPriceエクスポート.csv ファイル
内に入力します。

推奨オプション PerformanceRisk

EBS ボリュームレコメンデーションのパフォーマ
ンスリスク。
このフィールドは、パフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの Amazon EBS
ボリュームの詳細ページの [列]。このフィールド
にはラベルが付いています。パフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>performanceRiskエクスポート.csv ファイ
ル内に入力します。

使用率メトリクスボリューム/秒あたりの読み取り
バイト数 (最大)

ルックバック期間中に観測された現在の EBS ボ
リュームの 1 秒あたりの読み取りバイト数 (最大
14 日間)。
このフィールドは、読み取り帯域幅 (KiB/
秒)Amazon EBS ボリュームの詳細ページのグ
ラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 読み取りバイト/秒 (最
大)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、使用率メトリクスボリューム/秒
あたりの読み取りバイト数 (最大)エクスポート.csv
ファイル内に入力します。
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API フィールド名

説明

使用率メトリクスボリューム/秒あたりの読み取り/
最大値

ルックバック期間中に観測された現在の EBS ボ
リュームの 1 秒あたりの読み取りオペレーション
の最大数 (最大 14 日間)。
このフィールドは、読み取りオペレーション (1 秒
あたり)Amazon EBS ボリュームの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 読み取りオペレーショ
ン/秒 (最大)Compute Optimizer コンソールの [推
奨のエクスポート] ページで、使用率メトリクス
ボリューム/秒あたりの読み取り/最大値エクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。

使用率メトリクスボリューム/秒あたりの書き込み
バイト数 (最大)

ルックバック期間中に観測された現在の EBS ボ
リュームの 1 秒あたりの書き込み最大バイト数 (最
大 14 日間)。
このフィールドは、書き込み帯域幅 (KiB/
秒)Amazon EBS ボリュームの詳細ページのグ
ラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 書き込みバイト/秒 (最
大)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、使用率メトリクスボリューム/秒
あたりの書き込みバイト数 (最大)エクスポート.csv
ファイル内に入力します。

使用率メトリクスボリューム/秒あたりの書き込み
オペレーション数（最大）

ルックバック期間中に観測された現在の EBS ボ
リュームの 1 秒あたりの書き込みオペレーション
の最大数 (最大 14 日間)。
このフィールドは、書き込みオペレーション (1 秒
あたり)Amazon EBS ボリュームの詳細ページの
グラフ。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリック EBS 書き込みオペレーショ
ン/秒 (最大)Compute Optimizer コンソールの [推
奨のエクスポート] ページで、使用率メトリクス
ボリューム/秒あたりの書き込みオペレーション数
（最大）エクスポート.csv ファイル内に入力しま
す。

ボリュームラーン

現在の EBS ボリュームの Amazon リソースネーム
(ARN)。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラベ
ルが付いています。EBS ボリューム ARNCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、ボリュームラーンエクスポート.csv ファイ
ル内に入力します。
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API フィールド名

説明

現在のパフォーマンスリスク

現在の EBS ボリュームのパフォーマンスリスク
レーティング。
このフィールドは、現行のパフォーマンスリ
スクCompute Optimizer コンソールの [EBS ボ
リュームの推奨事項] ページの [列] をクリックしま
す。Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページでは、次のようにラベル付けされ
ています。現行のパフォーマンスリスクのエクス
ポート.csv ファイルでは、次のラベルが付けられ
ます。現在のパフォーマンスリスク。

レコメンデーションオプション節約商談パーセン
テージ

EBS ボリュームに対して Compute Optimizer の推
奨事項を採用することで、月間コストのパーセン
テージとして可能な推定月間節約額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドはレコメンデー
ションオプション節約機会の割合のエクスポー
ト.csv ファイルでは、次のラベルが付けられま
す。レコメンデーションオプション節約商談パー
センテージ。

推奨オプション月次節約通貨の見積もり

月間削減額の見積もりを表す通貨。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドは推奨オプ
ションの見積もり月間貯蓄通貨のエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。推奨
オプション月次節約通貨の見積もり。

推奨オプション見積もり月次節約値

月間削減額の見積もり額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは推奨オプショ
ンの見積もり月間節約額のエクスポート.csv ファ
イルでは、次のラベルが付けられます。推奨オプ
ション見積もり月次節約値。

Lambda 関数の推奨事項フィールド
API フィールド名

説明

AccountId

-AWS現在の Lambda 関数が作成されたアカウント
ID。
このフィールドは、アカウント IDCompute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事
項] ページおよび関数の詳細ページの列。この
フィールドにはラベルが付いています。アカウン
ト IDCompute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、accountIdエクスポート.csv
ファイル内に入力します。
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説明

現在の構成メモリサイズ

現在の Lambda 関数に現在設定されているメモリ
の量 (MB 単位)。
このフィールドは、現在設定されているメモ
リCompute Optimizer コンソールの [Lambda 関数
の推奨事項] ページの [列]。このフィールドには
ラベルが付いています。現在設定されているメモ
リCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、現在の構成メモリサイズエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

現在の構成タイムアウト

現在の Lambda 関数で現在設定されているタイム
アウト時間。
このフィールドは、タイムアウトCompute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事項]
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付い
ています。タイムアウトCompute Optimizer コン
ソールの [推奨のエクスポート] ページで、現在の
構成タイムアウトエクスポート.csv ファイル内に
入力します。

現在のコスト平均

現在の Lambda 関数の平均現在のコスト。
このフィールドは、現在のコスト (平均)Compute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事項]
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付いて
います。現在のコスト (平均)Compute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページで、現在
のコスト平均エクスポート.csv ファイル内に入力
します。

現在のコスト合計

現在の Lambda 関数の現在の総コスト。
このフィールドは、現在のコストCompute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事項]
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付いて
います。現在のコスト (合計)Compute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページで、現在
のコスト合計エクスポート.csv ファイル内に入力
します。

検索

現在の Lambda 関数の検索分類。Lambda 関数
は、プロビジョニング不足、過剰プロビジョニン
グ、最適化済みに分類できます。詳細について
は、「」を参照してください。Lambda 関数の分
類を見つける (p. 75)。
このフィールドは、結果Compute Optimizer コン
ソールの [Lambda 関数の推奨事項] ページの [列]。
このフィールドにはラベルが付いています。結
果Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、発見エクスポート.csv ファイル
内に入力します。
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説明

理由コードの検索

現在の Lambda 関数の発見の理由。Lambda 関数
には、メモリがプロビジョニングされていない、
メモリが過剰プロビジョニング、データ不足、ま
たは決定的でないという理由があります。詳細に
ついては、「」を参照してください。Lambda の
検出分類 (p. 75)。
このフィールドは、理由を見つけるCompute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事項]
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付い
ています。理由を見つけるCompute Optimizer コ
ンソールの [推奨のエクスポート] ページで、理由
コードの検索エクスポート.csv ファイル内に入力
します。

FunctionArn

現在の Lambda 関数の Amazon リソースネーム
(ARN)。
このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールには表示されません。このフィールドに
はラベルが付いています。関数 ARNCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、FunctionArnエクスポート.csv ファイル内に
入力します。

FunctionVersion

現在の Lambda 関数のバージョン。
このフィールドは、関数のバージョンCompute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事
項] ページの [列]。このフィールドにはラベル
が付いています。関数のバージョンCompute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、FunctionVersionエクスポート.csv ファイル
内に入力します。

lastRefresh

Lambda 関数レコメンデーションが最後に更新さ
れたときのタイムスタンプ。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。最終更新タイムスタン
プCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、lastRefreshTimestampエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

ルックバックPeriodInDays

Compute Optimizer が現在の Lambda 関数からの
メトリクスデータを分析してレコメンデーション
を生成した日数。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルには表示されません。このフィールドにはラ
ベルが付いています。ルックバック期間（日単
位）Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、lookBackPeriodInDaysエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。
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説明

呼び出し数

振り返り期間中の現在の Lambda 関数の呼び出し
数。
このフィールドは、呼び出し (カウント)Lambda
関数の詳細ページのグラフ。このフィールドには
ラベルが付いています。呼び出し回数Compute
Optimizer コンソールの [推奨のエクスポート] ペー
ジで、呼び出し数エクスポート.csv ファイル内に
入力します。

RecommendationOptionsConfigurationMemorySize

Lambda 関数推奨のメモリ量 (MB 単位)。
このフィールドは、推奨される設定メモ
リCompute Optimizer コンソールの [Lambda 関数
の推奨事項] ページに表示されます。このフィール
ドにはラベルが付いています。推奨される設定メ
モリCompute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_configurationMemorySizeエクスポー
ト.csv ファイル内に入力します。

推奨オプション cosThigh

Lambda 関数の推奨の上限範囲のコスト。
このフィールドは、推奨コスト (高)Compute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事項]
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付い
ています。推奨コスト (高)Compute Optimizer コン
ソールの [推奨のエクスポート] ページで、レコメ
ンデーションオプション_<rank>costHighエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

レコメンデーションオプション CostLow

Lambda 関数推奨の低い範囲コスト。
このフィールドは、推奨コスト (低)Compute
Optimizer コンソールの [Lambda 関数の推奨事項]
ページの [列]。このフィールドにはラベルが付い
ています。推奨コスト (低)Compute Optimizer コン
ソールの [推奨のエクスポート] ページで、レコメ
ンデーションオプション_<rank>_CostLowエクス
ポート.csv ファイル内に入力します。

レコメンデーションオプションプロジェクト使用
率メトリクス持続時間が期待される

Lambda 関数レコメンデーションの予測持続時
間。
このフィールドは、予測期間 (期待)Compute
Optimizer コンソールの Lambda 関数の詳細ペー
ジの列。このフィールドにはラベルが付いてい
ます。使用率メトリクス Lambda 持続時間 (ミ
リCompute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、レコメンデーションオプション
_<rank>_projectedUilizationメトリックスの持続時
間が期待されるエクスポート.csv ファイル内に入
力します。
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説明

推奨オプションプロジェクト使用率メトリクス期
間下限

推奨された Lambda 関数がルックバック期間に使
用された場合に、推奨 Lambda 関数がイベントの
処理に費やした予測される最小時間。下限と上限
は、Lambda 関数の推奨オプションがイベントの
処理に費やすように予測される時間の範囲を形成
します。
このフィールドは、予測期間 (低)Compute
Optimizer コンソールの Lambda 関数の詳細ペー
ジの列。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス Lambda 継続時間ミリ秒 (下
限)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_projectedUilizationメトリクスデュレー
ション下限エクスポート.csv ファイル内に入力し
ます。

推奨オプションプロジェクト使用率メトリクス期
間上限

推奨された Lambda 関数がルックバック期間に使
用された場合に、推奨 Lambda 関数がイベントの
処理に費やした予測される最大時間。下限と上限
は、Lambda 関数の推奨オプションがイベントの
処理に費やすように予測される時間の範囲を形成
します。
このフィールドは、予測期間 (高)Compute
Optimizer コンソールの Lambda 関数の詳細ペー
ジの列。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス Lambda 継続時間ミリ秒 (上
限)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、レコメンデーションオプショ
ン_<rank>_projectedUilizationメトリックスのデュ
レーション上限エクスポート.csv ファイル内に入
力します。

使用率メトリクス期間平均

ルックバック期間中に観測された現在の Lambda
関数の平均期間メトリクス (最大 14 日間)。
このフィールドは、期間 (平均)Compute Optimizer
コンソールの Lambda 関数の詳細ページの列。
このフィールドにはラベルが付いています。使
用率メトリクス Lambda 持続時間ミリ秒 (平
均)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエクス
ポート] ページで、使用率メトリクス期間平均エク
スポート.csv ファイル内に入力します。

使用率メトリクス継続時間最大

ルックバック期間中に観測された現在の Lambda
関数の最大期間メトリクス (最大 14 日間)。
このフィールドは、期間 (最大)Compute Optimizer
コンソールの Lambda 関数の詳細ページの列。
このフィールドにはラベルが付いています。使
用率メトリクス Lambda 持続時間ミリ秒 (最
大)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエク
スポート] ページで、使用率メトリクス継続時間最
大エクスポート.csv ファイル内に入力します。
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説明

使用率メトリクスメモリ平均

ルックバック期間中に観測された現在の Lambda
関数の平均メモリ使用率メトリクス (最大 14 日
間)。
このフィールドは、使用メモリ (平均)Compute
Optimizer コンソールの Lambda 関数の詳細ペー
ジの列。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス Lambda メモリ使用量 MB
(平均)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、使用率メトリクスメモリ平
均エクスポート.csv ファイル内に入力します。

使用率メトリクスメモリ最大値

ルックバック期間中に観測された現在の Lambda
関数の最大メモリ使用量メトリクス (最大 14 日
間)。
このフィールドは、メモリ (最大)Compute
Optimizer コンソールの Lambda 関数の詳細ペー
ジの列。このフィールドにはラベルが付いていま
す。使用率メトリクス Lambda メモリ使用量 MB
(最大)Compute Optimizer コンソールの [推奨のエ
クスポート] ページで、使用率メトリクスメモリ最
大値エクスポート.csv ファイル内に入力します。

現在のパフォーマンスリスク

現在の Lambda 関数のパフォーマンスリスクレー
ティング。
このフィールドは、現行のパフォーマンスリス
クCompute Optimizer コンソールの [Lambda 関
数の推奨事項] ページの [列]。Compute Optimizer
コンソールの [推奨のエクスポート] ページでは、
次のようにラベル付けされています。現行のパ
フォーマンスリスクのエクスポート.csv ファイ
ルでは、次のラベルが付けられます。現在のパ
フォーマンスリスク。

レコメンデーションオプション節約商談パーセン
テージ

Lambda 関数に Compute Optimizer の推奨事項を
採用することにより、月間コストのパーセンテー
ジとして可能な推定月間削減額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドはレコメンデー
ションオプション節約機会の割合のエクスポー
ト.csv ファイルでは、次のラベルが付けられま
す。レコメンデーションオプション節約商談パー
センテージ。

推奨オプション月次節約通貨の見積もり

月間削減額の見積もりを表す通貨。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエク
スポート] ページで、このフィールドは推奨オプ
ションの見積もり月間貯蓄通貨のエクスポート.csv
ファイルでは、次のラベルが付けられます。推奨
オプション月次節約通貨の見積もり。
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説明

推奨オプション見積もり月次節約値

月間削減額の見積もり額。
Compute Optimizer コンソールの [推奨値のエクス
ポート] ページで、このフィールドは推奨オプショ
ンの見積もり月間節約額のエクスポート.csv ファ
イルでは、次のラベルが付けられます。推奨オプ
ション見積もり月次節約値。

メタデータファイル
メタデータ .json ファイルは、すべてのエクスポートジョブで出力されます。これには、データのダイア
レクト、列定義、列の説明など、関連するレコメンデーションファイルのスキーマ情報が含まれます。こ
のファイルは、エクスポートファイルの解析と、その内容を説明に役立ちます。メタデータファイルは、
エクスポートファイルに指定したものと同じ S3 バケットおよびプレフィックスに保存されます。
メタデータファイルには、エクスポートされた列またはフィールドごとに次のプロパティが含まれます。
• Name - エクスポートフィールドのレコメンデーション列名。
• Titles - ユーザーフレンドリーなレコメンデーション列名。
• Datatype - 列のデータ型。
• Null - 列が null の場合に予期する文字列。
• Required - 列データが必要かどうかを示します。
次に、メタデータファイルに含まれる情報の例を示します。
{

"@context": [
"http://www.w3.org/ns/csvw"
],
"url": "us-east-1-2020-05-18T001229Z-f264881a-bfb3-4676-9b14-8d1243599ebb.csv",
"dc:title": "EC2 Instance Recommendations",
"dialect": {
"encoding": "utf-8",
"lineTerminators": [
"\n"
],
"doubleQuote": true,
"skipRows": 0,
"header": true,
"headerRowCount": 1,
"delimiter": ",",
"skipColumns": 0,
"skipBlankRows": false,
"trim": false
},
"dc:modified": {
"@value": "2020-05-20",
"@type": "xsd:date"
},
"tableSchema": {
"columns": [
{
"name": "accountId",
"titles": "Account ID",
"datatype": "string",
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"null": "",
"required": false

},
{

"name": "instanceArn",
"titles": "Instance Arn",
"datatype": "string",
"null": "",
"required": false

},
{

"name": "utilizationMetrics_CPU_MAXIMUM",
"titles": "Cpu Maximum Utilization Metrics",
"datatype": "double",
"null": "",
"required": false

},
{

"name": "recommendations_count",
"titles": "Number of recommendations",
"datatype": "integer",
"required": true

},
{

"name": "recommendationOptions_1_instanceType",
"titles": "Recommendation 1 Instance Type",
"datatype": "integer",
"null": "",
"required": false

},
{

"name": "lastRefreshTimestamp_UTC",
"titles": "Last Resfreshed Timestamp UTC",
"datatype": "datetime",
"format": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"null": "",
"required": false

},
{

"name": "errorCode",
"titles": "Error Code",
"datatype": "string",
"required": true

},
{

}

}

]

}

"name": "errorMessage",
"titles": "Error Message",
"datatype": "string",
"required": true

失敗したエクスポートジョブのトラブルシューティ
ング
リソースレコメンデーションをエクスポートしようとすると、次のいずれかのエラーメッセージが表示さ
れる場合があります。レコメンデーションを再度エクスポートする前に、提供された情報を使用してエ
ラーを解決してください。
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指定された Amazon S3 バケットに対するアクセス許可がありません。S3 バケットのアクセス許可を確認
して、もう一度お試しください。
Amazon S3 バケットに必要なアクセス許可が設定されていることを確認します。詳細については、「」を
参照してくださいAWS Compute Optimizer の Amazon S3 バケットポリシー (p. 22)
指定された Amazon S3 バケットはパブリックです。プライベート S3 バケットのみがサポートされます。
Amazon S3 バケットは、パブリックアクセスをブロックするように設定する必要があります。詳細につ
いては、「」を参照してください。Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロックのAmazon
Simple Storage Service ユーザーガイド。
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AWS Compute Optimizer のドキュメ
ント履歴
以下の表は、今回のリリースの AWS Compute Optimizer に関するドキュメントの説明です。
• API バージョン: 2019-11-30
• ドキュメント最新更新日: 2022 年 8 月 15 日
以下の表は、今回のCompute Optimizer に関するリリースの内容をまとめたものです。
変更

説明

日付

Compute Optimizer が委任管理者 Compute Optimizer では、組織の 2022 年 8 月 15 日
機能を起動 (p. 123)
管理アカウントがメンバーアカ
ウントを組織の管理者として委任
できるようになりました。委任さ
れた管理者は Compute Optimizer
の推奨事項にアクセスして管理で
きます。委任された管理者は、管
理アカウントにアクセスしなくて
も、組織全体のレコメンデーショ
ン設定を設定することもできま
す。詳細については、次を参照し
てください。管理者アカウントを
委任する。
コマンドラインツールAWS用
の管理ポリシーAWS Compute
Optimizer (p. 123)

2022 年 7 月 25 日
ComputeOptimizerServiceRolePolicy
AWS用の管理ポリシーAWS
Compute Optimizerが更新されま
した。詳細については、「AWS
Compute Optimizer に関する
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

Compute Optimizer で、Amazon
EC2 インスタンスタイプ
のサポートが追加されまし
た (p. 123)

Compute Optimizer
2022 年 4 月 7 日
は、C5d、C6a、C6i、I2、IM4Gn、is4Gen、M5ad、M6a、M6i、R6i
Amazon EC2 インスタンスタイ
プをサポートするようになりま
した。これらのインスタンスタ
イプは、すべてでサポートされ
ます。AWS リージョンこれらの
インスタンスタイプとCompute
Optimizer 両方を使用できます。
この更新は、中国 (北京) および
中国 (寧夏) リージョンには適用
されません。詳細については、
次を参照してください。Amazon
EC2 インスタンスの要件。

ワークロードを意識した推奨事
項と移行作業が可能に (p. 123)

新しい推論ワークロードタイプ機 2022 年 1 月 10 日
能により、Compute Optimizer は
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リソース上で実行されている可
能性のあるアプリケーションを
推測できます。例としては、EC2
インスタンスや Auto Scaling グ
ループがあります。Compute
Optimizer は、リソース名、タ
グ、構成などのリソースの属性
を分析することでこれを行いま
す。Compute Optimizer は、アプ
リケーションを推測することで、
アプリケーションを考慮したレコ
メンデーションを生成できます。
また、現在のインスタンスタイプ
から推奨されるインスタンスタイ
プに移行するのに必要な作業レベ
ルを特定することもできます。詳
細については、次を参照してくだ
さい。推論ワークロードタイプ。
リソースのコスト削減とパ
フォーマンス改善の機会を示
し、拡張インフラストラクチャ
のメトリクスをアクティブにし
ます (p. 123)

ダッシュボードの新しい コスト
2021 年 11 月 29 日
削減オポチュニティおよび パ
フォーマンス改善オポチュニ
ティセクションで、コストとパ
フォーマンスを最大限に改善す
る機会を特定する。詳細について
は、「AWS Compute Optimizer
ダッシュボードを表示する」を
参照してください。また、EC2
インスタンスと Auto Scaling グ
ループのメトリクス分析ルック
バック期間を最大 3 か月に延長
できるようになりました。デフォ
ルトでは、ルックバック期間は
14 日です。ルックバック期間
を延長するには、拡張インフラ
ストラクチャの指標を有効にし
ます 拡張インフラストラクチャ
のメトリクス機能は、Compute
Optimizer の有料版機能です。詳
細については、「拡張インフラス
トラクチャメトリクスをアクティ
ブにする」を参照してください。

最新の AWS Compute Optimizer
に関する AWS マネージドポリ
シー (p. 123)

AWS Compute Optimizer に関
2021 年 11 月 29 日
する AWS マネージドポリシー
のComputeOptimizerServiceRolePolicyお
よ
びComputeOptimizerReadOnlyAccessを
更新しました。詳細については、
「AWS Compute Optimizer に関
する AWS マネージドポリシー」
を参照してください。
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AWSGraviton ベースのイン
スタンスのレコメンデーショ
ン (p. 123)

Compute Optimizer で、ワーク
2021 年 8 月 26 日
ロードを実行した際の価格と
パフォーマンスに対する効果
を提供できるようになりました
AWSGraviton ベースのインスタ
ンス。詳細については、次を参
照してください。AWSGraviton
ベースのインスタンスタイプアカ
ウントが組織の管理アカウントで
ある場合は、Compute Optimizer
にオプトインされている組織の
メンバーアカウントを表示するこ
ともできるようになりました。詳
細については、「AWS Compute
Optimizer にオプトインされた ア
カウントの表示」を参照してくだ
さい。

Amazon EC2 インスタンス
レコメンデーションの拡張機
能 (p. 123)

Compute Optimizer は、より幅広 2021 年 5 月 24 日
くの Amazon EC2 インスタンス
タイプをサポートするようになり
ました。Compute Optimizer は、
さまざまなインスタンスメトリ
クスを評価して推奨事項を生成
し、インスタンスの推奨理由を特
定します。Compute Optimizer で
は、現在のインスタンスと推奨
されるインスタンスタイプのプ
ラットフォームの違いについて
も説明します。詳細については、
「Amazon EC2 インスタンス要
件」、「EC2 インスタンスメト
リクス」、「推奨理由」および
「プラットホームの違い」を参照
してください。

Amazon EBS ボリュームおよ
び Lambda 関数に関するレコ
メンデーションのエクスポー
ト (p. 123)

Amazon EBS ボリュームと
2021年5月18日
Lambda 関数に関するレコメン
デーションを Amazon S3 にエク
スポートできるようになりまし
た。詳細については、「レコメン
デーションのエクスポート」を参
照してください。

AWS 管理ポリシーにドキュメン
トを追加する (p. 123)

Compute Optimizer で、AWS
2021年5月18日
管理ポリシーの修正履歴を追跡
できるようになりました。詳細
については、「AWS Compute
Optimizer に関する AWS マネー
ジドポリシー」を参照してくださ
い。

125

AWS Compute Optimizer ユーザーガイド

AWS Lambda 関数のレコメン
デーション (p. 123)

Compute Optimizer で AWS
2020 年 12 月 23 日
Lambda 関数に関するレコメン
デーションが生成できるように
なりました。詳細については、
「AWS Lambda 関数のレコメン
デーションの表示」を参照してく
ださい。

Amazon EBS ボリュームレコメ
ンデーション (p. 123)

Compute Optimizer で、Amazon 2020年12月3日
Elastic Block Store (Amazon
EBS) ボリュームのレコメンデー
ションが生成できるようになりま
した。詳細については、「EBS
ボリュームに関するレコメンデー
ションの表示」を参照してくださ
い。

Amazon EBS メトリクスと暗号
化された S3 バケット (p. 123)

Compute Optimizer で、1 秒あた 2020 年 10 月 7 日
りの読み取り/書き込みオペレー
ションと、インスタンスにアタッ
チされた Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) ボリューム
の 1 秒あたりの読み取り/書き込
みバイトを分析できるようにな
りました。このデータは、レコ
メンデーションの生成に使用さ
れます。EBS 読み取り/書き込み
帯域幅 (オペレーション/秒) およ
び EBS 読み取り/書き込みスルー
プット (KiBps) グラフをCompute
Optimizer コンソールに表示しま
す。詳細については、「EC2 イ
ンスタンスレコメンデーション
の表示」を参照してください。ま
た、暗号化されたAmazon S3バ
ケットにレコメンデーションをエ
クスポートできるようになりまし
た。詳細については、「レコメン
デーションのエクスポート」を参
照してください。

レコメンデーションのエクス
ポート (p. 123)

レコメンデーションは、Amazon 2020 年 6 月 10 日
Simple Storage Service (Amazon
S3) にエクスポートできます。詳
細については、「レコメンデー
ションのエクスポート」を参照し
てください。

セルフサービスのオプトアウ
ト (p. 123)

AWS Command Line Interfaceセ 2020 年 4 月 6 日
ルフサービスオプトアウトをサ
ポートするようになりました。詳
細については、「アカウントから
オプトアウトする」を参照してく
ださい。

サービスのリリース (p. 123)

Compute Optimizer をリリースし 2019 年 12 月 2 日
ました。
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