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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。Compute Optimizer は、リソースが最適かどうかを報告し、最適化に関するレコメンデーションを生
成してコストを削減およびワークロードのパフォーマンスを改善します。Compute Optimizer には、最近
の使用率メトリクスの履歴データと、レコメンデーションの予測使用率を示すグラフも提供します。こ
のグラフを使用して、最適なコストパフォーマンスのトレードオフとなるレコメンデーションを評価でき
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 はコンソールエクスペリエンス、API のセットを提供します。これにより、複数の 
AWS リージョンにわたるリソースの結果の分析とレコメンデーションを表示できます。組織の管理アカ
ウントをオプトインすると、複数のアカウントの結果とレコメンデーション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
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) のService (Amazon ECS) のAWS Fargate

Compute Optimizer がこれらのリソースのレコメンデーションを生成するには、特定の要件を満たし、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 が AWS リソースを分析するには、オプトインする必要があります。このサービス
は、スタンドアロン 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をサ
ポートします。詳細については、「AWS Compute Optimizer の開始方法 (p. 7)」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 は過去 14 日間の Amazon CloudWatch 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。例えば、Amazon EC2 インスタンスでは、Compute Optimizer は 
vCPUs、メモリ、ストレージ、そして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クス
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. 26)」を参照
してください。
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拡張レコメンデーション

拡張レコメンデーション
オプトイン後、レコメンデーションの設定を有効にして、インフラストラクチャメトリクスの拡張有料機
能といった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最大 3 か月に延長されます (デフォルトの 14 
日間と比較)。詳細については、「レコメンデーション設定をアクティブ化 (p. 30)」を参照してくださ
い。

結果とレコメンデーションの表示
リソースの最適化の結果を Compute Optimizer ダッシュボードに表示します。詳細については、「AWS 
Compute Optimizer ダッシュボードを表示する (p. 50)」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レコメンデーションは、レコメンデーションページに一覧表示されま
す。特定のリソースに関する最適化レコメンデーションと使用率グラフの上位3つが、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、「リソースのレコメンデーションの表示 (p. 57)」を参照して
ください。

最適化に関するレコメンデーション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、「レコメンデーションのエクスポート (p. 91)」を参照して
ください。

可用性
現在サポートされている Compute Optimizer の AWS リージョンとエンドポイントを表示するには、
「AWS 全般のリファレンス」の「Compute Optimizer エンドポイントとクォータ」を参照してください。

2
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CloudWatchメトリック要件

サポートされるリソースと要件
AWS Compute Optimizer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
• の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスAWS Fargate

推奨を受けるには、リソースが以下の AmazonCloudWatch (CloudWatch) メトリックとリソース固有の要
件を満たしている必要があります。

CloudWatchメトリック要件
レコメンデーションを生成するために、Compute OptimizerCloudWatch にはリソースタイプごとに異なる
メトリックデータ要件があります。CloudWatch各リソースタイプのメトリクスデータの要件は次のとおり
です。

• Amazon EC2 インスタンスには、過去 14 日間に少なくとも 30 時間のメトリックスデータが必要です。
拡張インフラストラクチャメトリクス機能を有効にした場合、EC2 インスタンスには過去 93 日間に少
なくとも 30 時間のメトリックデータが必要です。詳細については、「拡張インフラストラクチャメト
リクス」を参照してください。

• Auto Scaling グループには、少なくとも 30 時間連続したメトリックスデータが必要です。
• Amazon EBS ボリュームには、少なくとも 30 時間連続したメトリックスデータが必要です。
• Fargate の Amazon ECS サービスには、少なくとも 24 時間のメトリックスデータが必要です。
• LambdaCloudWatch 関数はメトリックスデータを必要としません。

リソースが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。Compute Optimizer で分析されるメトリクスの詳細について
は、「」を参照してくださいAWS Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 26)。

リソースに十分な指標データがあるのに、レコメンデーションが表示されないとします。これはおそら
く、Compute Optimizer がまだリソースを分析中であることを意味します。分析が完了するまでに最大 
24 時間かかることがあります。分析が完了すると、Compute Optimizer コンソールで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を生成します。
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も実行できます。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。Compute OptimizerAWS リージョン が利用できるすべてのインスタンスタイプですべてのインスタン
スタイプが利用できるわけではありません。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。
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https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/enhanced-infrastructure-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/enhanced-infrastructure-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/compute-optimizer.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/compute-optimizer.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/DeveloperGuide/instance-discovery.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/DeveloperGuide/instance-discovery.html


AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
Amazon EC2 インスタンスの要件

Note

Compute Optimizer はスポットインスタンスのレコメンデーションを生成しません。

次のリストは、Compute Optimizer でサポートされているインスタンスタイプを示しています。

• C1
• C3
• C4
• C5
• C5a
• C5ad
• C5d
• C5n
• C6a
• C6g
• C6gd
• C6gn
• C6i
• C6in
• C7g
• D2
• D3
• D3en
• H1
• Hpc6a
• I2
• I3
• I3en
• Im4gn
• Is4gen
• M1
• M2
• M3
• M4
• M5
• M5a
• M5ad
• M5d
• M5dn
• M5n
• M5zn
• M6a
• M6g
• M6gd
• M6i

4
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Auto Scaling グループの要件

• M6idn
• M6in
• R3
• R4
• R5
• R5a
• R5ad
• R5b
• R5d
• R5dn
• R5n
• R6g
• R6gd
• R6i
• R6idn
• R6in
• T1
• T2
• T3
• T3a
• T4g
• X1
• X1e
• X2gd
• z1d

Note

EC2 インスタンスがリストにない場合、そのインスタンスは Compute Optimizer でサポートされ
ていません。

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している Auto Scaling グループに
関する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、Amazon EC2 イン
スタンスの要件 (p. 3)前のセクションに記載されています。

さらに、Auto Scaling グループは次の要件を満たす必要があります。

• 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)。
• 必要な容量、最小容量、最大容量の値はすべて同じです (たとえば、インスタンス数が固定されている 

Auto Scaling グループ)。
• スケーリングポリシーは添付されていません。
• 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

Amazon EBS ボリューム要件
Compute Optimizer は、インスタンスにアタッチされている次の EBS ボリュームタイプに関するレコメン
デーションを生成します。

• HDDst1 とsc1
• General Purpose SSDgp2 とgp3
• プロビジョンド IOPS SSDio1io2、およびio2 Block Express

Compute Optimizer は、前世代の HDD マグネティックボリュームからデータを移動するための推奨事項も
生成します。詳細については、「Amazon EBS 前世代ボリューム」を参照してください。

データは、CloudWatchボリュームがインスタンスにアタッチされている場合にのみに報告されます。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。

Lambda 関数の要件
Compute Optimizer は、以下の要件を満たす Lambda 関数に対してのみメモリサイズの推奨を生成しま
す。

• 構成されているメモリは、1,792 MB 以下。
• この関数は、過去 14 日間に少なくとも 50 回呼び出されました。

これらの要件を満たさない関数には、使用不可と判定されます。理由コードが「不定」 は、1,792 MB 
を超えるメモリを設定した関数に適用されます。過去 14 日間に呼び出された関数が 50 回未満の場合
は、データが不十分です。

結果が使用不可である関数は、Compute Optimizer コンソールには表示されず、レコメンデーションも表
示されません。

Fargate の Amazon ECS サービスの要件
Fargate で Amazon ECS サービスのレコメンデーションを生成するには、Compute Optimizer には以下が
必要です。

• サービスには、過去 14 日間の少なくとも 24 時間のCloudWatch Amazon ECS 使用率メトリックスがあ
ります。

• ステップスケーリングポリシーは添付されていません。
• CPU とメモリにはターゲットのスケーリングポリシーがアタッチされていません。

Note

ターゲット追跡ポリシーがサービスの CPU のみにアタッチされている場合、Compute 
Optimizer は推奨メモリサイズのみを生成します。または、ターゲット追跡ポリシーがサービス
のメモリのみにアタッチされている場合、Compute Optimizer は CPU サイズの推奨のみを生成
します。

• SteadyStateサービスの実行ステータスはまたはですMoreWork。

分析されるメトリクスの詳細については、「」を参照してください[Fargate の Amazon ECS サービスのメ
トリクス] の Amazon ECS サービスのメトリクス (p. 29)。
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Compute Optimizer によってサポートされたアカウント

AWS Compute Optimizer の開始方法
AWS Compute Optimizer初めてコンソールにアクセスすると、サインインに使用したアカウントでにオプ
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、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、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または SDK 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。

にオプトインすると、AWSリソースの仕様と使用率のメトリクスを分析する権限を Compute Optimizer に
許可することになります。例としては、EC2 インスタンスや Auto Scaling グループなどがあります。

Compute Optimizer によってサポートされたアカウ
ント

AWS アカウント次のタイプで Compute Optimizer にオプトインできます。

• AWSスタンドアロンアカウント

AWS アカウントAWS Organizations有効になっていないスタンドアロン。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 にオプトインしたとします。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

そして、AWS アカウントそれは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

そして、AWS アカウントそれが組織を管理します。組織の管理アカウントにサインインした状態で 
Compute Optimizer にオプトインすると 次に、Compute Optimizer では、管理アカウントと組織のすべ
てのメンバーアカウントを含めるかのいずれかを選択できます。

Important

組織のすべてのメンバーアカウントを含めるには、組織内のすべての機能が有効になっている
ことを確認してください。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含めると、組織アカウントを含めると、組織アカウントを含めると、
組織アカウントで Compute Optimizer の信頼されたアクセスが有効になります。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. 10)」
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. 15)」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

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

既にアカウントでにオプトインした状態で、再度オプトインして、組織の Compute Optimizer 
の信頼されたアクセスを再度有効化するには、再度オプトインすることもできますが、オプ
トインするにはを使用する必要がありますAWS CLI。を使用してオプトインする場合はAWS 
CLI、update-enrollment-status--include-member-accountsコマンドを実行して
パラメータを指定します。または、AWS Organizationsコンソールで直接、AWS CLIまたは 
API を使用してトラステッドアクセスを有効にすることもできます。詳細については、AWS 
Organizationsユーザーガイドの「AWS OrganizationsotherAWS のサービス との併用」を参照し
てください。

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. [Get started] (開始する) を選択します。
3. [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。

• 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。

5. [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 コンのダッシュボードにリダイレクトされます。同時
に、AWSリソースの設定と使用率のメトリクスの分析が開始されます。詳細については、「AWS 
Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 26)」を参照してください。

CLI

1. ターミナルまたはコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマン
ドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンド

AWS CLIまだインストールしていない場合は、Compute Optimizer と連携するようにインストー
ルおよび設定します。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。

2. 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にオプトインするかのいずれかを選択できます。

• 個人アカウントをオプトインする。
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アカウントからオプトアウトする

aws compute-optimizer update-enrollment-status --status Active

• 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-member-
accounts

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. 26)」を参照してください。

Note

Compute Optimizer のレコメンデーションの品質向上のために、Amazon Web Services 
CloudWatch ではメトリクスと設定データを使用する場合があります。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。Compute Optimizer のレコメンデーションの品質を向上のため、AWS CloudWatch メトリ
クスと設定データを使用するのを止めたい場合は、までご連絡くださいAWS Support。

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 24 時間かかることがありま
す。さらに、最適化の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メトリック要件 (p. 3)」を参照してください。

• 検出結果とレコメンデーションは、Compute Optimizer コンのダッシュボードおよびレコメンデーショ
ンページとレコメンデーションページが表示されます。詳細については、AWS Compute Optimizer ダッ
シュボードを表示する (p. 50)およびリソースのレコメンデーションの表示 (p. 57)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レコメンデーション設定は、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日です。詳細については、「レコメンデーション設定をアクティブ化 (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、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、組織全体の推奨設定を設定することもできます。詳細につ
いては、「管理者アカウントを委任されたアカウントのみです (p. 47)」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、次の手順に従ってください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を 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 コンソールでから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コマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンドコ
マンドコマンドコマンドコマンドコマンドコマンド
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アクセスの制御

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

Note

update-enrollment-statusコマンドでオプトアウトする場合、--include-member-
accountsパラメータを指定することはできません。このコマンドでオプトアウトするとき
にこのパラメータを指定すると、エラーが発生します。

前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

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 IDAWS Compute Optimizer に対してコンソールと API へのアクセス許可を付与できます。

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 IAM ユーザー
のec2:DescribeInstancesアクセス許可が必要です。

• EBS ボリュームのレコメンデーションを表示するには、IAM ユーザーの 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
autoscalingautoscaling: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、lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigsアクセス
許可が必要です。

• Fargate で Amazon ECS サービスの推奨事項を表示するに
は、IAMecs:ListServicesecs:ListClusters ユーザーにはおよび権限が必要です。

• Compute Optimizer CloudWatch コンソールで現在のメトリクスデータを表示するには、IAM 
ユーザーの IAM ユーザーの IAM ユーザーのcloudwatch:GetMetricDataアクセス許可が必
要です。

アクセス許可を付与するユーザーまたはグループに既にポリシーがある場合は、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。

10

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html#cli-quick-configuration
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PoliciesOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/PoliciesOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_how-users-sign-in.html


AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
Compute Optimizer および AWS 

Organizations の信頼されたアクセス

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、組織内のすべてのメンバーアカウントを含めると、
組織アカウントで Compute Optimizer の信頼されたアクセスが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 は組織のアカウ
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
オプトインしていません。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、組織内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. 8)」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。オプトイ
ンするにはこのロールが必要です。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. 15)」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/compute-
optimizer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizer*", 
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "compute-
optimizer.amazonaws.com"}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PutRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/compute-
optimizer.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、スタンドアロンの Compute OptimizerAWS アカウント 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、「」を
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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

参照してください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", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次のポリシーステートメントは、スタンドアロンの Compute OptimizerAWS 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": [ 
        { 
            "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", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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へのアクセス権を付与するポリシー

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、「」を参照してくだ
さい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", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "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", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:ListClusters", 

13
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                "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、「レコメンデーション
設定をアクティブ化 (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

{ 
 "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" : { 
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                    "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": "*" 
        } 
    ]
}

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 によって事前定義され、ユーザーに
代わってサービスがユーザーに代わって他のロールを呼び出す上で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 を設定する必要がなくなりま
す。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する他のサービスについては、「IAM と連携するAWSサービ
ス」を参照して、[サービスにリンクされたロール] 列が 「はい」 になっているサービスを探してくださ
い。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンク
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、アカウント内のAWSリソースで Amazon
AWSServiceRoleForComputeOptimizer CloudWatch メトリクスにアクセスするためのロールを使用しま
す。

AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービスにリンクされたロールはロールロールロールロールロー
ルロールロールロールロールロールロールロールロールロールロールロールロールロールロールロール
ロールロールロールロールロールロール

• compute-optimizer.amazonaws.com
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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の作成を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、
ロールなど) に許可するには、許可を設定する必要があります。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。

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

Compute Optimizer のサービスにリンクされたロール
の編集
Compute Optimizer では、 AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービスにリンクされたロールを編集
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を削除することをお勧めします。これにより、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またはメンテナンスされ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. 9)」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

AWSServiceRoleForComputeOptimizer サービスにリンクされたロールを削除するにはAWS CLI、IAM コ
ンソール、、またはAWS API を使用します。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。Compute OptimizerAWS リージョン で現在サポートされているエ
ンドポイントを確認するには、『AWS一般リファレンス』の「Compute Optimizer のエンドポイントと
クォータ」を参照してください。
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AWS の AWS Compute Optimizer 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可を追加するには、独自のポリシーを記述するよりも、AWS管
理ポリシーの使用を検討します。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマー管理ポリシーを作成
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
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。

加えて、Amazon Web Services は、複数のサービスにまたがる職務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、ReadOnlyAccessAWS管理ポリシーは、すべてのリソースへの読み取り専用アク
セスを許可します。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、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ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 管理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 がアクションを実行することを許可する、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. 15)」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— Compute Optimizer CloudWatch リソースのレコメンデーションを生成するよう、メト
リクスへのアクセスを許可します。

• 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を許可します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Sid": "ComputeOptimizerFullAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
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    "compute-optimizer:*" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AwsOrgsAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "organizations:DescribeOrganization", 
    "organizations:ListAccounts", 
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                                "organizations:ListDelegatedAdministrators" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "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、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許
可を付与します。

許可の詳細

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。
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• 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。
• cloudwatchCompute Optimizer でサポートされているリソースタイプの Amazon CloudWatch メトリ

クスデータへの読み取り専用アクセスを許可します。
• 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。
• ecs— [Fargate の Amazon ECS サービスへのアクセスを許可します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "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", 
    "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations", 
    "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics", 
    "ec2:DescribeInstances", 
    "ec2:DescribeVolumes", 
    "ecs:ListServices", 
    "ecs:ListClusters", 
    "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

ComputeOptimizerReadOnlyAccess
管理ポリシーの編集

ComputeOptimizerReadOnlyAccess管
理ポリシーにcompute-
optimizer:GetECSServiceRecommendationscompute-
optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetricsecs:ListServices、、、ecs:ListClustersお

2022 年 12 月 22 日
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変更 説明 日付
よびアクションを追加しまし
た。

ComputeOptimizerServiceRolePolicy
管理ポリシーの編集

ComputeOptimizerServiceRolePolicy
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。

2022 年 7 月 25 日

ComputeOptimizerServiceRolePolicy
管理ポリシーの編集

ComputeOptimizerServiceRolePolicy
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
管理ポリシーの編集

ComputeOptimizerReadOnlyAccess
管理ポリシーに compute-
optimizer:GetRecommendationPreferences、compute-
optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences、
および
autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
アクションが追加されました。

2021 年 11 月 29日

ComputeOptimizerReadOnlyAccess
管理ポリシーの編集

ComputeOptimizerReadOnlyAccess
管理ポリシーに
GetEnrollmentStatusesForOrganization
アクションが追加されました。

2021 年 8 月 26 日

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

Compute Optimizer レコメンデーションは Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットに
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、「レコメンデーションのエクスポー
ト (p. 91)」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、まず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 S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。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 S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。
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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
S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のエ
クスポートファイルを書き込むことを許可します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 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。
3. [Permissions] を選択します。
4. [バケットポリシー] を選択します。
5. 次のポリシーのいずれかをコピーし、[バケットポリシーエディタ] テキストボックスに貼り付けま

す。
6. 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。

• myBucketName をバケットの名前に置き換えます。
• OptionalPrefix をオプションのオブジェクトプレフィックスに置き換えます。
• MyRegion をソースに置き換えてくださいAWS リージョン。
• MyAccountId を、エクスポートジョブのリクエスタのアカウント番号に置き換えます。

7. ポリシーには、次の 3 つのステートメントをすべて含めてください。

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。

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、または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。また、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の使用

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の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", 
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            "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/compute-
optimizer/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 ##################################/
MyAccountId/ 部分を自動的に作成します。

ポリシーオプション 2: オブジェクト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、次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/compute-optimizer/myAccountID/*", 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:compute-optimizer:myRegion:myAccountID:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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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には、Amazon S3 カスタマー管理キーま
たはAWS Key Management Service (KMS) キーのいずれかで暗号化された Sバケットを指定できます。

AWS KMS暗号化が有効な Sバケットを使用するには、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、AWS KMS開発者ガイ
ドの「キーの作成」を参照してください。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アクセス許可を付与しま
す。この権限は、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
を暗号化するためのものです。

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. 左側のナビゲーションメニューで、[カスタマー管理キー] を選択します。

Note

Compute Optimizer の推奨エクスポートは、AWSマネージドキーで暗号化された S3 バケッ
トでは許可されません。

4. エクスポート S3 バケットの暗号化に使用した 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。
6. [編集] を選択して、キーポリシーを編集します。
7. 以下のポリシーのいずれかをコピーし、キーポリシーのステートメントセクションに貼り付けます。
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。

• MyRegion をソースに置き換えてくださいAWS リージョン。
• MyAccountId をエクスポート依頼者のアカウント番号に置き換えます。

GenerateDataKeyこのステートメントを使用すると、Compute Optimizer はAWS KMS API を呼び
出して、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できます。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。

Amazon S3 バケットキーが有効になっていない場合は、以下のポリシーを使用します。

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

Amazon S3 バケットキーが有効になっている場合は、以下のポリシーを使用します。詳細については、
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 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:*" 
                } 
            } 
        }

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

オプトインすると (p. 7)、vCPUs、メモリ、ストレージなどの仕様と、過去 14AWS Compute Optimizer 
CloudWatch 日間の実行中のリソースのメトリックを分析します。拡張インフラストラクチャーメトリク
スの推奨設定を有効にすると (p. 33)、リソースを最大 93AWS Compute Optimizer 日間分析できます。

分析が完了するまでに最大 24 時間かかることがあります。分析が完了すると、Compute Optimizer コン
ソールのダッシュボードページに結果が表示されます。詳細については、「AWS Compute Optimizer ダッ
シュボードを表示する (p. 50)」を参照してください。

Note

Compute Optimizer は、過去 14 日間の特定の時間間隔の最大使用ポイントを使用して、リソース
に関する推奨事項を生成します。Amazon EC2 インスタンス、Auto Scaling グループ、Amazon 
EBS ボリューム、Lambda 関数に関する推奨事項を生成するために、Compute Optimizer は 5 分
ごとの最大使用ポイントを使用します。Compute Optimizer は、Fargate 上の ECS サービスのレ
コメンデーションを生成するために、1 分ごとの最大利用ポイントを使用します。

内容
• EC2 インスタンスメトリクス (p. 26)
• EBS ボリュームメトリクス (p. 28)
• Lambda 関数メトリクス (p. 28)
• [Fargate の Amazon ECS サービスのメトリクス] の Amazon ECS サービスのメトリクス (p. 29)

EC2 インスタンスメトリクス
Compute Optimizer は、Auto Scaling グループの一部であるインスタンスを含む EC2 CloudWatch インス
タンスの次のメトリスを分析します。

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。

MemoryUtilization サンプル期間中に利用されるメモリの割合。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メモリ
を表します。

メモリ使用率メトリックは、次のリソースについて分析されます。

• CloudWatch エージェントがインストールされている EC2 インス
タンス。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 (p. 27)」を参照してください。

• 、、、の 4 つのオブザーバビリティ製品の 1 つからの外部 EC2 イ
ンスタンスNew Relic。DatadogDynatraceInstana詳しくは、「外
部指標の取り込み」を参照してください。
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メトリクス 説明

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、このインスタンスに
よって送信されたバイト数。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数。

NetworkPacketsOut インスタンスが送信したパケット数。

DiskReadOps インスタンスのインスタンスストアボリュームの読み取りオペレー
ション (毎秒)。

DiskWriteOps インスタンスのインスタンスストアボリュームの書き込みオペレー
ション (毎秒)。

DiskReadBytes インスタンスのインスタンスストアボリュームの読み取りバイト数 
(毎秒)。

DiskWriteBytes インスタンスのインスタンスストアボリュームの書き込みバイト数 
(毎秒)。

VolumeReadBytes インスタンスにアタッチされたEBSボリュームの読み取りバイト数 
(毎秒)。 KiBs コンソールと同じように表示されます。

VolumeWriteBytes インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの書き込みパフォー
マンス (毎秒)。 KiBs コンソールと同じように表示されます。

VolumeReadOps インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの読み込みオペレー
ション (毎秒)。

VolumeWriteOps インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの書き込みオペレー
ション (毎秒)。

インスタンスメトリクスの詳細については、「Amazon Elastic Elastic Compute Cloud ユーザーガイ
ド」の「 CloudWatch利用できるインスタンスで利用できるメトリクス」を参照してください。EBS ボ
リュームメトリクスの詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon 
CloudWatch Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Compute Cloud

CloudWatch エージェントでのメモリ使用率の有効
インスタンスのメモリ使用率を Compute Optimizer で分析するには、 CloudWatch インスタンスにエー
ジェントをインストールします。インスタンスのメモリ使用率データを Compute Optimizer 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、Compute Optimizer のレコメンデーションの
精度が上がります。エージェントのインストールに関する詳細については、「Amazon  CloudWatchユー
ザーガイド」の「 CloudWatch エージェントを使って 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」を参照してください。 CloudWatch

Linux インスタンスでは、Compute Optimizer は CWAgent 名前空間内の mem_used_percent メトリ
クス、または System/Linux 名前空間内のレガシー MemoryUtilization メトリクスを分析しま
す。Windows インスタンスでは、Compute Optimizer は CWAgent 名前空間内の Available MBytes メ
トリクスを分析します。Available MBytesMemory % Committed Bytes In UseCWAgentとメトリ
クスの両方が名前空間で設定されている場合、Compute OptimizerAvailable MBytes は推奨値を生成す
るプライマリメモリメトリックとして選択します。
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Note

• WindowsCWAgentAvailable MBytes インスタンスのメモリメトリックとして使用する名前
空間を設定することをお勧めします。

• Compute OptimizerAvailable KBytesAvailable Bytes はとメトリクスをサポートしてお
り、Windows インスタンスのレコメンデーションを生成する際には、Memory % Committed 
Bytes In Useメトリクスよりも両方のメトリクスが優先されます。

さらに、名前空間には InstanceId ディメンションを含む必要があります。InstanceIdディメンショ
ンがない場合や、カスタムディメンション名で上書きされた場合、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。 CloudWatch 名前空間とディメンションは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、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの 「 CloudWatchエー
ジェント設定ファイルの作成」を参照してください。

外部指標の取り込みの設定
外部メトリクスの取り込み機能を使用して、、、、の 4Datadog つのオブザーバビリティ製品のいず
れかから EC2AWS Compute Optimizer メモリ使用率メトリクスを取り込むように設定できますNew 
Relic。DynatraceInstana外部メトリクスの取り込みを有効にすると、Compute Optimizer は CPU、ディ
スク、ネットワーク、IO、スループットのデータに加えて、外部 EC2 メモリ使用率メトリクスを分析し
て、EC2 の適切なサイズに関する推奨事項を生成します。これらの推奨事項により、さらなる節約とパ
フォーマンスの向上を実現できます。詳細については、「外部メトリクスの取り込み (p. 30)」を参照し
てください。

EBS ボリュームメトリクス
Compute Optimizer は、EBS CloudWatch ボリュームの以下のメトリクスを分析します。

メトリクス 説明

VolumeReadBytes EBS ボリュームの読み取りバイト数 (毎秒)。

VolumeWriteBytes EBS ボリュームの書き込みバイト数 (毎秒)。

VolumeReadOps EBS ボリュームの読み取りオペレーションの数 (毎秒)。

VolumeWriteOps EBS ボリュームの書き込みオペレーションの数 (毎秒)。

これらのメトリクスの詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon 
CloudWatch Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic

Lambda 関数メトリクス
Compute Optimizer は、Lambda CloudWatch 関数の次のメトリスを分析します。

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)。
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クス] の Amazon ECS サービスのメトリクス

メトリクス 説明

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、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数メ
トリクスを使用する」を参照してください。

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、AWS管理とガバナンスブログの「Amazon 
CloudWatch Logs InsightsAWS Lambda を使用した動作の理解」と、AWS Lambda開発者ガイドの
「Lambda Insights の使用」を参照してください。 CloudWatch

[Fargate の Amazon ECS サービスのメトリクス] の 
Amazon ECS サービスのメトリクス

Compute Optimizer は、Fargate 上の Amazon ECS CloudWatch サービスの以下と Amazon ECS 使用率メ
トリックスを分析します。

メトリクス 説明

CPUUtilization サービスで使用されている CPU 容量の割合。

MemoryUtilization サービスで利用されるメモリの割合。

これらのメトリックスの詳細については、『Amazon ECS ユーザーガイド』の「Amazon ECS 
CloudWatch メトリックス」を参照してくださいAWS Fargate。
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レコメンデーション設定をアクティ
ブ化

レコメンデーション設定は、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
または拡張するためにアクティブ化できる機能です。Compute Optimizer でレコメンデーション設定とし
て現在利用可能な機能は次のとおりです。

• 外部メトリクスの取り込み (p. 30)
• 拡張インフラストラクチャメトリクス (p. 33)
• 推定ワークロードタイプ (p. 42)
• AWS Graviton ベースのインスタンスのレコメンデーション (p. 44)

外部メトリクスの取り込み
外部メトリクスの取り込み機能を使用して、Datadog、Dynatrace、Instana、New Relic の 4 つのオブ
ザーバビリティ製品のいずれかから EC2 メモリ使用率メトリクスを取り込むように設定できますAWS 
Compute Optimizer。外部メトリクスの取り込みを有効にすると、Compute Optimizer は CPU、ディス
ク、ネットワーク、IO、スループットのデータに加えて、外部 EC2 メモリ使用率メトリクスを分析し
て、EC2 の適切なサイズに関する推奨事項を生成します。これらの推奨事項により、さらなる節約とパ
フォーマンスの向上を実現できます。詳細については、「外部指標の取り込みの設定 (p. 31)」を参照し
てください。

メトリクスの要件
外部メモリ使用率メトリクスを使用して EC2 の適正化に関する推奨事項を生成するには、Compute 
Optimizer がオブザーバビリティ製品から少なくとも 30 時間連続してメモリ使用率メトリクスを取得する
必要があります。外部メモリ使用率メトリクスの時間が足りない場合、Compute Optimizer は、外部メモ
リメトリクスの要件に達するまで、CloudWatchメトリクスを分析して推奨事項を生成します。

Note

外部メトリクスの取り込みが有効になっている場合、Compute Optimizer はメモリデータよりも
外部メモリ使用率メトリクスを優先しますCloudWatch。外部メトリクスの取り込みをオプトアウ
トすると、Compute Optimizer はデフォルトに戻り、CloudWatchメトリクスに基づいて分析とレ
コメンデーションを生成します。

組織とアカウントレベル
外部指標の取り込みは、組織レベルとアカウントレベルの両方で設定できます。AWS外部指標の取り込
みを設定した組織のメンバーアカウントであれば、この機能をオプトアウトできます。詳細については、
「外部メトリクスの取り込みのオプトアウト (p. 32)」を参照してください。

AWSあなたがすでに外部指標の取り込みを設定している組織の新しいメンバーだとします。次に、AWS 
アカウント外部メトリクスの取り込みを手動で設定する必要があります。詳細については、「外部指標の
取り込みの設定 (p. 31)」を参照してください。
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外部指標の取り込みの設定
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. 「外部指標の取り込みに関する組織レベルの設定」または「外部指標の取り込みに関するアカウ

ントレベルの設定」セクションで、「編集」を選択します。

4. 表示されるプロンプトで、EC2 インスタンスの外部メトリックスプロバイダーを選択しま
す。[Confirm] (確認) を選択します。

5. 「外部指標の取り込みに関する組織レベルの設定」または「外部指標の取り込みに関するアカウ
ントレベルの設定」セクションで、外部指標のソースリンクを選択します。

Note

このリンクをクリックすると、外部メトリクスプロバイダーのウェブサイトに移動しま
す。

6. 外部メトリクスプロバイダーのウェブサイトで設定手順を完了します。

CLI

1. ターミナルまたはコマンドプロントを開きます。
2. 次の API オペレーションを呼び出します。

• MyRegion をソースに置き換えてくださいAWS リージョン。
• 123456789012 は自分のアカウント ID に置き換えます。
• ExternalMetricsProvider外部の指標プロバイダーに置き換えてください。

aws compute-optimizer put-recommendation-preferences --region myRegion --resource-
type=Ec2Instance --scope='{"name":"AccountId", "value":"123456789012"}' --external-
metrics-preference='{"source":"ExternalMetricsProvider"}'

3. https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きま
す。
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4. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。
5. 「外部指標の取り込みに関する組織レベルの設定」または「外部指標の取り込みに関するアカウ

ントレベルの設定」セクションで、外部指標のソースリンクを選択します。

Note

このリンクをクリックすると、外部メトリクスプロバイダーのウェブサイトに移動しま
す。

6. 外部メトリクスプロバイダーのウェブサイトで設定手順を完了します。

外部メトリクスの取り込みのオプトアウト
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. 「外部指標の取り込みに関する組織レベルの設定」または「外部指標の取り込みに関するアカウ

ントレベルの設定」セクションで、「編集」を選択します。

4. 表示されるプロンプトで、「外部メトリクスプロバイダーなし」を選択します。[Confirm] (確認) 
を選択します。

CLI

1. ターミナルまたはコマンドプロントを開きます。
2. 次の API オペレーションを呼び出します。

• MyRegion をソースに置き換えてくださいAWS リージョン。
• 123456789012 は自分のアカウント ID に置き換えます。

aws compute-optimizer delete-recommendation-preferences --
region myRegion --resource-type=Ec2Instance --recommendation-preference-
names='["ExternalMetricsPreference"]' --scope='{"name":"AccountId", 
 "value":"123456789012"}'

32

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/


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

拡張インフラストラクチャメトリクス
拡張インフラストラクチャメトリクスは、Amazon EC2 インスタンスに適用されるCompute Optimizer の
有料機能です。これには、Auto Scaling グループの一部であるインスタンスが含まれます。これは、14 日 
(2 週間) を除いて、使用率メトリクス分析のルックバック期間を最大 3 か月 (23 日) に延長するレコメン
デーション設定です。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。デフォルトでは、拡張インフラストラクチャメトリクスが非アクティブとなっているため、
手動でアクティブにする必要があります。この機能の料金の詳細については、Compute Optimizer の料金
表をご覧ください。

内容
• 必要なアクセス許可 (p. 33)
• 拡張インフラストラクチャメトリクスのアクティブ化 (p. 33)
• 拡張インフラストラクチャメトリクスのステータスを確認する (p. 41)
• 拡張インフラストラクチャメトリクスのトラブルシューティング (p. 41)

必要なアクセス許可
拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティブ化/非アクティブ化するには、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クスのアクティブ化
Compute Optimizer コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および AWS SDK 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。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。

• リソースレベルのレコメンデーション設定 - 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クスをアクティブ化できます。例えば、個々の EC2 インス
タンスのインスタンスの詳細ページは、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クスをアクティブ化する (p. 34)を参照してくださ
い。

Note

リソースレベルの設定はアカウントレベルの設定よりも優先され、アカウントレベルの設定は
組織レベルの設定よりも優先されます。Auto Scaling グループの一部である EC2 インスタン
スの場合、 Auto Scaling グループのレコメンデーションは個々のインスタンスのレコメンデー
ション設定を上書きします。

• アカウントレベルのレコメンデーション設定-個人の [アカウント] ページではAWS アカウント、リソー
スタイプとAWS リージョン基準を満たすアカウント内のすべての 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アクティブ化できます。アカウントレベルの EC2 インスタンスの
設定は、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拡張インフラストラクチャメトリク
スをアクティブ化する (p. 36)を参照してください。

• 組織レベルのレコメンデーション設定-組織の管理アカウントの [アカウント] ページでは、リソースタイ
プとAWS リージョン基準を満たす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対して、
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できます。組織レベルの EC2 インスタンスの
設定は、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拡張イン
フラストラクチャメトリクスをアクティブ化する (p. 39)を参照してください。
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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 は次のレコメン
デーションの更新時に設定を適用します。これには最長で 24 時間かかることがあります。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有効になっていることを確認するには、を参照
してください拡張インフラストラクチャメトリクスのステータスを確認する (p. 41)。

Note

Compute Optimizer のレコメンデーション品質向上のために、AWSCloudWatchメトリクスと設定
データを使用する場合があります。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。Compute Optimizer のレコメン
デーション品質向上のため、AWSCloudWatchメトリクスと設定データを使用するのを止めたい
場合は、AWS Supportまでお問合せください。

リソースレベルでの拡張インフラストラクチャメトリクスをアク
ティブ化する
リソースレベル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/非アクティブ化するには、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設定は、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. Compute Optimizer コンソールの [ダッシュボード] 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/非アクティブ化する拡張インフラストラクチャメトリクスの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。

• Amazon EC2 の各インスタンスの機能をアクティブ化する場合は、EC2 インスタンスの [レコメン
デーションの表示] を選択します。

• 各Auto Scaling グループに対して機能をアクティブ化する場合は、Auto Scaling グループの [レコメ
ンデーションの表示] を選択します。

Note

Auto Scaling グループの一部である EC2 インスタンスの場合、Auto Scaling グループのレ
コメンデーションは個々のインスタンスの設定を上書きします。

3. 表示されたリソースレコメンデーションページで、拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティ
ブ化/非アクティブ化する拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティブ化/非アクティブ化するリ
ソースを選択します。Amazon EC2 インスタンスまたはAuto Scaling グループのいずれかを選択でき
ます。

4. 表示された[Resource details] (リソースの詳細) ページで、[Recommendation preferences] (レコメン
デーション設定) セクションの [Edit] (編集) を選択します。
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拡張インフラストラクチャメトリクスは、表示されているリソースの機能が有効になっている場合に
チェックされます。このオプションが非アクティブになっている場合、このオプションはチェックさ
れません。

5. 拡張インフラストラクチャメトリクス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
化します。

6. [保存] をクリックして、個々のリソースの最新のレコメンデーション設定を保存します。

Note

設定を保存すると、個々のリソースの拡張インフラストラクチャメトリクスのメータリン
グが開始されます。この機能の料金に関する詳細については、「Compute Optimizer pricing
(Compute Optimizer 料金表)」を参照してください。

Compute Optimizer は、次にレコメンデーションを生成するときに、更新された設定を考慮します。それ
までは、保留中のステータスが最新の設定 (例: アクティブな保留または非アクティブな保留) に付加され
ます。リソースの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クスが考慮されているかどうか
を確認するには、「拡張インフラストラクチャメトリクスのステータスを確認する (p. 41)」を参照して
ください。
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アカウントレベルで拡張インフラストラクチャメトリクスをアク
ティブ化する
アカウントレベル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/非アクティブ化するには、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設定は、リソースタイプおよび
AWS アカウントAWS リージョン基準を満たすリソースすべてに適用されます。

1. https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[アカウント] 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
アカウントと次の例に示されるレコメンデーション設定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レコメンデーション設定のみが表示さ
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クスをアク
ティブ化するアカウントを選択します。次に、「環境設定を表示」 を選択します。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. このページのレコメンデーション設定セクションには、個々のアカウントの現在の設定 (ある場合) が
一覧表示されます。レコメンデーション設定セクションの [Edit] (編集) を選択します。

5. 次のいずれかのステップを完了します。

• 特定のリソースタイプに関する拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティブ化するには、
[リソースタイプ] ドロップダウンメニューでリソースタイプAWS リージョン、[リソースタイプ]
ドロップダウンメニューでリソースタイプ、[リソースタイプ]AWS リージョン ドロップダウンメ
ニューでリソースタイプ、[リソースタイプ] ドロップダウンメニューでリソースタイプ、[リソース
タイプ] ドロップダウンメニューで

Note

EC2 インスタンスオプションには、すべての EC2 リソースが含まれます。このオプショ
ンには、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
スの両方が含まれます。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、Auto Scaling グループオプションは含まれ
ません。
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• 特定のリソースタイプに関する拡張インフラストラクチャメトリクスを非アクティブ化するには
AWS リージョン、無効にする設定の [アクティブ化] オプションをクリアにします。

6. [Save] (保存) をクリックして、アカウントの最新のレコメンデーション設定を保存します。

Note

設定を保存すると、選択したリージョンおよび選択したアカウントで選択したリソースタイ
プの全リソースについて、拡張インフラストラクチャメトリクスのメータリングが開始さ
れます。この機能の料金に関する詳細については、「Compute Optimizer pricing (Compute 
Optimizer の料金)」を参照してください。

Compute Optimizer は、次にレコメンデーションを生成するときに、更新された設定を考慮します。そ
れまで、保留中ステータスは、更新の設定 (例: アクティブな保留または非アクティブな保留)に付加され
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クス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クスのステータスを確認す
る (p. 41)。
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組織レベルで拡張インフラストラクチャメトリクスをアクティブ
化する
組織レベル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/非アクティブ化するには、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の設定は、リソースタイプとAWS リージョン基
準を満たす組織の全メンバーアカウントのリソースすべてに適用されます。

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. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) 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。ページの レコメンデーション設定セクションには、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設定 (ある場合) が一覧表示されます。

3. ページの レコメンデーション設定セクションの [Edit] (編集) を選択します。
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4. 次のいずれかのステップを完了します。

• の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クスをアクティブ化するには
AWS リージョン、[リソースタイプ] ドロップダウンメニューでリソースタイプ、[リソースタイプ]
AWS リージョンドロップダウンメニューでリソースタイプ、[アクティブ化] オプションをクリック
します。

• の特定のリソースタイプに関する機能を非アクティブ化するにはAWS リージョン、無効にする設定
の [アクティブ化] オプションをクリアにします。
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5. [Save] (保存) をクリックして、組織内の全アカウントの最新のレコメンデーション設定を保存しま
す。

Note

設定を保存すると、選択したリージョンおよび組織の全メンバーアカウントで選択したリ
ソースタイプのリソースすべてについて、拡張インフラストラクチャメトリクスのメータ
リングが開始されます。この機能の料金に関する詳細については、「Compute Optimizer 
pricing (Compute Optimizer の料金)」を参照してください。

Compute Optimizer は、次にレコメンデーションを生成するときに、更新された設定を考慮します。それ
まで、保留中ステータスは、更新の設定 (例: アクティブな保留または非アクティブな保留)に付加されま
す。リソースレコメンデーションに拡張インフラストラクチャメトリクスが考慮されているかどうかを確
認するには、「拡張インフラストラクチャメトリクスのステータスを確認する (p. 41)」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ステータスを
確認する
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アクティブ化すると、Compute 
Optimizer は次のレコメンデーションの更新時に設定を適用します。これには最長で 24 時間かかることが
あります。「リソースに関する推奨事項」ページの「効果的な強化インフラストラクチャー指標」列を見
ると、記載されている推奨事項が3か月の振り返り期間を考慮に入れていることがわかります。アクティ
ブステータス は、表示されたレコメンデーションがより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。非アクティブステータスは、レコメンデーションがより長いルックバック期間をまだ考慮してい
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クスのトラブル
シューティング
次のセクションでは、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で発生する可能性
のある問題について説明します。これらのセクションでは、これらの問題を抑制するための方法について
も説明します。

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。
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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。

推定ワークロードタイプ
推定ワークロードタイプは、EC2 インスタンスや Auto Scaling グループなどのAWSリソースで実行さ
れている可能性のあるアプリケーションを推測するための機能です。AWS Compute Optimizer推定ワー
クロードタイプは、リソースの属性を分析することでこれを行います。これらのリソースには、リソー
ス名、タグ、設定が含まれます。Compute Optimizer は現在、インスタンスが Amazon EMR、Apache 
Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINX、PostgreSQL、Redis、Kafka、または SQLServer 
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
ケーションを推測することで、ワークロードを x86 ベースのインスタンスタイプから ARM ベースのAWS 
Graviton インスタンスタイプに移行する作業を特定できます。デフォルトでは、推定ワークロードタイプ
機能が有効になっています。ただし、レコメンデーション設定を作成して機能を非アクティブ化すること
はできます。

Note

中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ケープタウン) を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ミラノ) 
を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ミラ
ノ) を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (ミラノ) を除いて、中東 (

推定されるワークロードタイプと移行作業量は、EC2 インスタンスと Auto Scaling グループの推奨ページ
の「推定ワークロードタイプ」列と「移行工数」列に記載されています。詳細については、「EC2 インス
タンスのレコメンデーションを表示する (p. 57)」および「Auto Scaling グループのレコメンデーション
を表示する (p. 70)」を参照してください。

内容
• 必要な許可 (p. 42)
• 推定ワークロードタイプ機能のステータスの管理 (p. 42)

必要な許可
推定ワークロードタイプ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。

推定ワークロードタイプ機能のステータスの管理
デフォルトでは、推定ワークロードタイプが有効になっています。ただし、レコメンデーション設定を
作成して機能を非アクティブ化することはできます。Compute Optimizer コンソール、AWS Command 
Line Interface (AWS CLI)、またはAWS SDK を使用して、推定ワークロードタイプを非アクティブ化でき
ます。コンソールでは、次の領域で機能を非アクティブ化できます。各エリアで非アクティブ化すると、
非アクティブ化のレベルが異なります。

• アカウントレベルのレコメンデーション設定-アカウントページでは、AWSAWS リージョン基準を満た
すアカウントのリソースすべてについて、推定ワークロードタイプ機能を非アクティブ化できます。詳
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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定ワークロードタイプ機能のステータス
の管理 (p. 43)を参照してください。

• 組織レベルのレコメンデーション設定 -組織の管理アカウントの [アカウント] ページでは、AWS リー
ジョン基準を満たす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対して、推定ワーク
ロードタイプ機能をアクティブ化できます。詳細については、このガイドで後述する組織レベルでの推
定ワークロードタイプ機能のステータスの管理 (p. 43)を参照してください。

推定ワークロードタイプ機能を無効にすると、Compute Optimizer は次回推奨が更新されたときにワーク
ロードタイプの推測を停止します。これがアクティブになるまでに最大 24 時間かかることがあります。

アカウントレベルでの推定ワークロードタイプ機能のステータス
の管理
次の手順に従って、推定ワークロードタイプ機能のステータスをアカウントレベルで管理します。アカウ
ントレベルで作成されたレコメンデーション設定は、AWS リージョン基準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。

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。

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設定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レコメンデーション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、「環境設定を表示」 を選択します。スタンドアロンアカウン
トにサインインしている場合は、この手順のステップ 4 に進みます。

4. このページのレコメンデーション設定セクションには、個々のアカウントの現在の設定 (ある場合) が
一覧表示されます。レコメンデーション設定セクションの [Edit] (編集) を選択します。

5. 次のいずれかのステップを完了します。

• 特定のワークロードタイプで推定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、AWS リージョンリージョンドロップダウンメニューでを選択し、アクティブ化オプションをオ
フにします。

• 推定ワークロードをアクティブ化するには、AWS リージョンその機能を以前に非アクティブ化した
特定の場所を入力し、アクティブ化オプションを選択します。

6. [Save] (保存) をクリックして、アカウントの最新のレコメンデーション設定を保存します。

組織レベルでの推定ワークロードタイプ機能のステータスの管理
組織レベルで推定ワークロードタイプ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設定は、AWS リージョン基準を満たす組織の全メンバーアカウント
のリソースすべてに適用されます。

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. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) 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。ページの レコメンデーション設定セクションには、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設定 (ある場合) が一覧表示されます。
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3. レコメンデーション設定セクションの [Edit] (編集) を選択します。
4. 次のいずれかのステップを完了します。

• 特定のワークロードタイプで推定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、AWS リージョンドロップダウンメニューでリージョンを選択し、アクティブオプションをオフ
にします。

• AWS リージョン以前に機能を非アクティブ化した特定のワークロードタイプで推定ワークロードを
アクティブ化するには、「アクティブ化」オプションを選択します。

5. [Save] (保存) をクリックして、組織内の全アカウントの最新のレコメンデーション設定を保存しま
す。

AWS Graviton ベースのインスタンスのレコメン
デーション

Amazon EC2 インスタンスと Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示するときに、ワークロー
ドを AWS Graviton ベースのインスタンスで実行することによる料金とパフォーマンスへの影響を確認
できます。これを行うには、[CPU アーキテクチャ設定] ドロップダウンリストで [Graviton (aws-arm64)]
を選択します。それ以外の場合は、[Current] (最新) 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レコメンデーションを表示します。Amazon EC2 インスタンス
および Auto Scaling グループに関するレコメンデーションの詳細については、「EC2 インスタンスのレ
コメンデーションを表示する (p. 57)」および「Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示す
る (p. 70)」を参照してください。

Note

[Current price] (現在の料金)、[Recommended price] (推奨料金)、[Price difference] (価格
差)、[Price difference (%)] (価格差 (%))、および [Estimated monthly savings] (月間削減額の見積
り) 列が更新され、現在のインスタンスタイプと選択した CPU アーキテクチャ設定のインスタン
スタイプとの料金の比較が表示されます。例えば、[Graviton (aws-arm64)] を選択すると、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の料金が比較されます。
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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ある場合、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。管理アカウントは、組織のメンバーアカウント
を (p. 7)登録 (組織のメンバーアカウントを登録) することができます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がサポートしているリソー
スを分析して、最適化の可能性を探します。

Compute Optimizer コンソールのアカウントページで、以下の操作を実行できます。

• レコメンデーション設定を表示します (p. 45)。
• アカウントのオプトインと設定の表示方法 (p. 46)
• 管理者アカウントを委任します (p. 47)。
• 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. 48)

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、「拡張インフラストラクチャメトリクス (p. 33)」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、Compute Optimizer にオプトインされていると、構成されたレコメンデーション設定の表示方法を説
明します。

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. 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」列と「ステータスの説明」列には、リスト
されている各アカウント 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. 48)」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。
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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
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、「拡張インフ
ラストラクチャメトリクス (p. 33)」を参照してください。

管理者アカウントを委任されたアカウントのみです
組織内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、組織全体の推奨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。一度に設定できる委任管理者は 1 人だけですが、1 つの組織につき 1 人だけの
みです。

委任管理者は、レコメンデーションの取得とエクスポート、レコメンデーションプリファレンスの設定、
メンバーアカウントのオプトインステータスの設定、および予測使用率指標の取得を行うことができま
す。

Note

IAM ポリシーで適切な IAM 権限を設定することで、委任された管理者の 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、「IAM のポリシーとアクセス許可」を参
照してください。

委任された管理者としてアカウントを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. 「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. [委任] で、[委任管理者として登録] を選択します。
5. 表示されるプロンプトで、変更に同意し、委任管理者を追加する場合は [確認] を選択します。

CLI

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を開きます。
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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。

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

委任された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. 「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. [委任] で、[委任管理者として登録解除] を選択します。
5. 表示されるプロンプトで、変更に同意し、委任管理者を削除する場合は [確認] を選択します。

CLI

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。

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理由について説明します。このセクションで提供するソリューション
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 Optimizer はAWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。これらのロールには、AWS のサービスサービスがユーザーに代わって他ののサービスを呼び出す
ために必要なすべての権限が含まれます。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 (ロールなど) 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 
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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

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は、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. 8)」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
ボードを表示する

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、優先順位を付けます。ダッシュボードには、毎日更新され、リソースの
仕様と使用率メトリクスを分析して生成される次の情報が表示されます。

コスト削減の機会
コスト削減の機会セクションには、アカウントのリソースに対して Compute Optimizer のレコメンデー
ションを実装した場合に推定される削減可能な月々の料金とパーセンテージ (オンデマンドインスタンス
の料金に基づく) が表示されます。また、それぞれのリソースタイプの月間削減額の見積りも表示されま
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

コスト削減の機会に関するデータを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、Cost Explorer 
の設定ページで Amazon EC2 リソースレコメンデーションを受け取るを有効化する必要があり
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、既存リソースの料金、推奨するリソースの料金、および使用データの履
歴を考慮したコスト削減の見積りを生成します。月間削減額の見積りは、生成された各レコメン
デーションに関連するドル削減額の予測を反映します。詳細については、「コスト管理ユーザー
ガイド」の「Cost Explorerを有効にする」および「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」を参照してください。
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個々の EC2 インスタンスの月間コスト削減額の見積り、およびコスト削減の機会は、[Estimated monthly 
savings (On-Demand)] (月間削減額の見積り (オンデマンド))、 および [Savings opportunity (%)] (コスト削
減の機会 (%)) 列の下にあるEC2 インスタンスのレコメンデーションページに表示されています。推定さ
れる月間削減額の計算方法などの詳細については、「月間削減額の見積りとコスト削減の機会 (p. 65)」
を参照してください。

パフォーマンス改善の機会
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断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、それぞれの
リソースタイプのパフォーマンスリスクの分類も表示されます。リソースのパフォーマンスリスクには、
非常に高い、普通、非常に高い、普通、非常に低いがあります。パフォーマンス改善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、[Current 
performance risk] (現在のパフォーマンスリスク) 列の下にある EC2 インスタンスの詳細ページに表示され
ます。詳細については、「Current performance risk for EC2 instances (p. 66) (EC2 インスタンスの現在
のパフォーマンスリスク)」を参照してください。

結果
[結果] セクションには、アカウントのリソースタイプの結果の分類の数と割合が表示されます。Auto 
Scaling Fargate の Amazon ECS サービスの詳細] Lambda Amazon EBS ボリュームは、最適化されて
いる、または最適化されていない、に分類されます。詳細については、このガイドで後述する結果の分
類 (p. 52)を参照してください。
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結果の分類
Compute Optimizer コンソールの結果の分類で、 at-a-glance 分析期間中のリソースの実行状況が表示され
ます。結果の分類は、リソースタイプによって異なります。次の分類は、Compute Optimizer でサポート
されているサービスとリソースに適用されます。

EC2 インスタンスの結果の分類

分類 説明

プロビジョニング不足 CPU、メモリ、ネットワークなど、インスタンスの1 つ以上の要素
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、EC2 

52



AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
Auto Scaling グループの結果の分類

分類 説明
インスタンスは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。

過剰なプロビジョニング CPU、メモリ、ネットワークなど、1 つ以上の要素をサイズダウン
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
様もプロビジョニング不足でない場合、EC2 インスタンスは過剰
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 CPU、メモリ、ネットワークなど、インスタンスのすべての要素
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でない場合、EC2 インスタンスは最適化され
ていると見なされます。インスタンスの最適化のために、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

例えば、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
ニングとなった理由をより詳細に説明する [結果の理由] を生成します。詳細については、「EC2 
インスタンスのレコメンデーションを表示する (p. 57)」トピックの「結果の原因 (p. 59)」
を参照してください。

Auto Scaling グループの結果の分類

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およびコスト
を改善するレコメンデーションを特定した場合、Auto Scaling グ
ループは、最適化されていないとみなされます。

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。Auto Scaling グループの最適化のた
め、Compute Optimizer が新世代のインスタンスタイプを推奨する
ことがあります。

Note

Auto Scaling グループのインスタンスでは、Compute Optimizer は、Auto Scaling グループが最適
化されていないと検出された理由をより詳細に説明する [結果の理由]を生成します。詳細につい
ては、「EC2 インスタンスのレコメンデーションを表示する (p. 57)」トピックの「結果の原
因 (p. 59)」を参照してください。
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EBS ボリュームの結果の分類

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とコストを
改善できるボリュームタイプ、ボリュームサイズ、または IOPS の
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。

最適化 Compute Optimizer が、選択したボリュームタイプ、ボリューム
サイズ、IOPS の仕様に基づき、ワークロードを実行するボリュー
ムが正しくプロビジョニングされていると判断した場合、EBS ボ
リュームは最適化されていると見なされます。リソースの最適化の
ため、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。

Lambda 関数の結果の分類

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改善するレコメンデー
ションを生成します。

関数が最適化されていない場合、Compute Optimizer は [メモリのプ
ロビジョニング不足] または [メモリの過剰プロビジョニング] のいず
れかの結果の理由を表示します。

最適化 Lambda 関数は、Compute Optimizer がワークロードを実行するため
に構成済みのメモリまたは CPU パワー (構成メモリに比例する) 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。

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. 6) をみたしていない、または関数がレコメンデーション対象
にならないことによるものと考えられます。

この結果の分類で、Compute Optimizer は次のいずれかの結果の理
由を表示します。

• [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です。

• [不確定]: 関数が 1,792 MB を超えるメモリで構成されているため
に、レコメンデーション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
です。
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分類 説明

Note

Compute Optimizer コンソールには、[使用不可] の結果と
なった関数は表示されません。

[Fargate の Amazon ECS サービスの詳細] ページ

分類 説明

プロビジョニング不足 Compute Optimizer が十分なメモリまたは CPU がないことを検出す
ると、Amazon ECS サービスはプロビジョニングが不十分であると
見なされます。Compute Optimizer は、CPU のプロビジョニング不
足、またはメモリの過剰プロビジョニングのいずれかの結果の理由
を表示します。Amazon ECS サービスのプロビジョニングが不十分
だと、アプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があり
ます。

過剰なプロビジョニング Compute Optimizer が過剰なメモリまたは CPU を検出する
と、Amazon ECS サービスはオーバープロビジョニングされている
と見なされます。Compute Optimizer は、CPU の過剰プロビジョニ
ング、またはメモリの過剰プロビジョニングのいずれかの結果の理
由を表示します。Amazon ECS サービスが過剰にプロビジョニング
されると、追加のインフラストラクチャコストが発生する可能性が
あります。

最適化 Amazon ECS サービスの CPU とメモリの両方がワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしている場合、サービスは最適化されてい
ると見なされます。

Fargate での Amazon ECS サービスのプロビジョニングが不十分または過度にプロビジョニング
されている方法の詳細については、結果の原因 (p. 86)Amazon ECS サービスに関するレコメン
Fargate (p. 84)トピックのを参照してください。

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. 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、[Dashboard] (ダッシュボード) を選択します。

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AWSAWS 
リージョンリソースの最適化の結果の概要が表示されます。

3. 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、[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の結果を表示する機能は、組織の管理アカウントにサ
インインしている状態で、組織のすべてのメンバーアカウントをオプトインし、Compute 
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Optimizer による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. 7)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。

• ダッシュボードの [コスト削減の機会] および [パフォーマンス改善の機会] 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/非表示にしたいセクションを選んで、[Apply] (適
用) を選択します。

• ダッシュボード上の結果を 1 つ以上に絞り込むにはAWS リージョン、「1 つ以上の地域によるフィ
ルター」テキストボックスに地域の名前を入力するか、表示されるドロップダウンリストから 1 つ
以上の地域を選択します。

• 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。

• 最適化のレコメンデーションを表示するには、表示されているリソースタイプの [View 
recommendations] (レコメンデーションの表示) 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
レコメンデーションの表示 (p. 57)」を参照してください。
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リソースのレコメンデーションの表
示

AWS リソースのレコメンデーションは、AWS Compute Optimizer コンソールの次のページに表示されま
す。

• リソースのレコメンデーションページには、実行中の各リソースと Compute Optimizer によって生成さ
れた上位のレコメンデーションが表示されます。

• リソース詳細ページには、特定のリソースの上位推奨オプションと、そのリソースの使用率メトリック
グラフが表示されます。このページには、おすすめページからアクセスできます。

レコメンデーションページとリソースの詳細ページは、Compute Optimizerによってサポートされている次
の各 AWS リソースで使用できます。

• Amazon EC2 インスタンス
• Auto Scaling グループ
• Amazon EBS ボリューム
• AWS Lambda 関数
• [Fargate の Amazon ECS サービスの詳細] ウェブサイト

EC2 インスタンスのレコメンデーションを表示す
る

AWS Compute Optimizer は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス用のインス
タンスタイプのレコメンデーションを生成します。Amazon EC2 インスタンスのレコメンデーション
は、Compute Optimizer コンソールの次のページに表示されます。

• [EC2 instances recommendations] (EC2 インスタンスのレコメンデーション) ページには、現在の各イ
ンスタンス、結果の分類 (p. 58)、結果の原因 (p. 59)、プラットフォームの違い (p. 62)、現在
のインスタンスタイプ、および選択した購入オプション (p. 64)の現在の時間単価が一覧表示されま
す。Compute Optimizer の一番のおすすめは、各インスタンスの横に表示されます。このレコメンデー
ションには、推奨される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、および現在のイン
スタンスとの価格差が含まれます。推奨ページを使用して、現在のインスタンスを最も推奨されている
インスタンスと比較してください。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
かどうかを判断できます。

• EC2 インスタンスの詳細ページには、特定のインスタンスに関する最適化レコメンデーションが 3 つま
で表示されます。このページには、EC2 インスタンスの推奨ページからアクセスできます。このページ
には、各レコメンデーションの仕様、パフォーマンスリスク (p. 65)、選択した購入オプションの時間
単価が表示されます。詳細ページには、現在のインスタンスの使用率メトリクスグラフも表示され、推
奨されるオプションの予測使用率メトリクスがオーバーレイされます。

レコメンデーションは毎日更新されます。これらのレコメンデーションは、過去 14 日間の仕様および使
用率メトリクスを分析することによって生成されます。また、拡張インフラストラクチャーメトリクスの
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有料機能を有効にすると (p. 33)、より長い期間の分析によってレコメンデーションが生成されます。詳細
については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 26)」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レコメンデーションを生成しま
す。レコメンデーションの生成には最長で 24 時間かかることがあります。さらに、レコメンデーション
を生成するには、十分な指標データを蓄積する必要があります。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。

内容
• 結果の分類 (p. 58)
• 結果の原因 (p. 59)
• AWS Graviton ベースのインスタンスのレコメンデーション (p. 61)
• 推定されるワークロードタイプ (p. 62)
• 、、、、、 (p. 62)
• プラットフォームの違い (p. 62)
• 料金と購入オプション (p. 64)
• 月間削減額の見積りとコスト削減の機会 (p. 65)
• パフォーマンスリスク (p. 65)
• 現在のパフォーマンスリスク (p. 66)
• 使用率グラフ (p. 66)
• EC2 インスタンスレコメンデーションの表示 (p. 68)
• EC2インスタンスの詳細の表示 (p. 69)

結果の分類
[EC2 instances recommendations] (EC2 インスタンスのレコメンデーション) ページの [Finding] (結果) 列
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。

EC2 インスタンスには、次の結果の分類が当てはまります。

分類 説明

プロビジョニング不足 CPU、メモリ、ネットワークなど、インスタンスの1 つ以上の要素
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、EC2 
インスタンスは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。

過剰なプロビジョニング CPU、メモリ、ネットワークなど、1 つ以上の要素をサイズダウン
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
様もプロビジョニング不足でない場合、EC2 インスタンスは過剰
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 CPU、メモリ、ネットワークなど、インスタンスのすべての要素
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でない場合、EC2 インスタンスは最適化され
ていると見なされます。インスタンスの最適化のために、Compute 
Optimizer は新しい世代のインスタンスタイプを推奨する場合があり
ます。
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結果の原因
[EC2 instances recommendations] (EC2 インスタンスのレコメンデーション) の [Finding reasons] (結果の
原因) 列および [EC2 instance details] (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
は過剰に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、次の結果の原因が当てはまります。

結果の原因 説明

CPU の過剰プロビジョニング インスタンスの CPU 設定は、ワークロードのパフォーマンス要件を
満たしたまま、サイズダウンができます。これは、ルックバック期
間中の現在のインスタンスの CPUUtilization メトリクスを分析
することで特定されます。

CPU のプロビジョニング不足 インスタンスの CPU 設定がワークロードのパフォーマンス要件を満
たしていません。CPU パフォーマンスを改善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の現在のインスタ
ンスの CPUUtilization メトリクスを分析することで特定されま
す。

メモリの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
を満たしたまま、サイズダウンができます。これは、ルックバック
期間中の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
ことで特定されます。

Note

メモリ使用率は、CloudWatch統合されたエージェントが
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、「AmazonCloudWatch エージェント
によるメモリ使用の有効化」を参照してください。

メモリのプロビジョニング不足 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
満たしていません。メモリパフォーマンスを改善する代替インス
タンスタイプがあります。これは、ルックバック期間中の現在のイ
ンスタンスのメモリ使用率メトリクスを分析することで特定されま
す。

Note

メモリ使用率は、CloudWatch統合されたエージェントが
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、「AmazonCloudWatch エージェント
によるメモリ使用の有効化」を参照してください。

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 スループットの構成は、ワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしたまま、サイズダウンができます。これ
は、ルックバック期間中に現在のインスタンスにアタッチされた 
EBS ボリュームの VolumeReadBytes および VolumeWriteBytes
メトリクスを分析することで特定されます。

EBS スループットのプロビジョ
ニング不足

インスタンスの EBS スループットの構成がワークロードのパフォー
マンス要件を満たしていません。また、EBS スループットパフォー
マンスを向上させる代替インスタンスタイプもあります。これ
は、ルックバック期間中に現在のインスタンスにアタッチされた 
EBSVolumeWriteBytes ボリュームのメトリクスを分析すること
で特定されます。VolumeReadBytes
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結果の原因 説明

EBS IOPS の過剰プロビジョニン
グ

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
ス要件を満たしたまま、サイズダウンができます。これは、ルック
バック期間中に現在のインスタンスにアタッチされた EBS ボリュー
ムの VolumeReadOps および VolumeWriteOps メトリクスを分析
することで特定されます。

EBS IOPS のプロビジョニング不
足

インスタンスの EBS IOPS 設定がワークロードのパフォーマンス要
件を満たしていません。また、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もあります。これは、ルックバック
期間中に現在のインスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの
VolumeReadOps および VolumeWriteOps メトリクスを分析する
ことで特定されます。

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の構成は、ワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしたまま、サイズダウンができます。これ
は、ルックバック期間中の現在のインスタンスの NetworkIn およ
び NetworkOut  メトリクスを分析することで特定されます。

ネットワーク帯域幅のプロビ
ジョニング不足

インスタンスのネットワーク帯域幅の構成がワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしていません。また、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もあ
ります。これは、ルックバック期間中の現在のインスタンスの
NetworkIn および NetworkOut メトリクスを分析することで特定
されます。この結果の原因は、インスタンスの NetworkIn または
NetworkOut パフォーマンスに影響があった場合に起こります。

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 (パケット数/秒) 構成は、サイズダ
ウンができます。これは、ルックバック期間中の現在のインスタン
スの NetworkPacketsIn および NetworkPacketsOut メトリク
スを分析することで特定されます。

ネットワーク PPS のプロビジョ
ニング不足

インスタンスのネットワーク PPS (パケット数/秒) 構成がワークロー
ドのパフォーマンス要件を満たしていません。また、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も
あります。これは、ルックバック期間中の現在のインスタンスの
NetworkPacketsIn および NetworkPacketsOut メトリクスを分
析することで特定されます。

ディスク IOPS の過剰プロビジョ
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たまま、サイズダウンができます。これは、
ルックバック期間中の現在のインスタンスの DiskReadOps および
DiskWriteOps メトリクスを分析することで特定されます。

ディスク IOPS のプロビジョニン
グ不足

インスタンスのディスク IOPS 設定がワークロードのパフォーマン
ス要件を満たしていません。また、ディスク 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もあります。これは、
ルックバック期間中の現在のインスタンスの DiskReadOps および
DiskWriteOps メトリクスを分析することで特定されます。

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の構成は、ワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしたまま、サイズダウンができます。これ
は、ルックバック期間中の現在のインスタンスの DiskReadBytes
および DiskWriteBytes メトリクスを分析することで特定されま
す。
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結果の原因 説明

ディスクスループットのプロビ
ジョニング不足

インスタンスのディスクスループットの構成がワークロードの
パフォーマンス要件を満たしていません。また、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も
あります。これは、ルックバック期間中の現在のインスタンスの
DiskReadBytes および DiskWriteBytes メトリクスを分析する
ことで特定されます。

Note

インスタンスメトリクスの詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの
「CloudWatchインスタンスで使用可能なメトリックスを一覧表示する」を参照してくださ
い。EBS ボリュームメトリクスの詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイ
ドの「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の Amazon EBSCloudWatch メトリクス
を参照してください。

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。例えば、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改善させることができます。詳細については、「EC2 ユーザーガイド」の「Change 
the instance type guide for Linux (Linux のインスタンスタイプガイドを変更する)」および「Change the 
instance type guide for Windows (Windows のインスタンスタイプガイドを変更する)」を参照してくださ
い。

EBS ボリュームの IOPS またはスループットの仕様は、Amazon EBS Elastic ボリュームを使って変更
できます。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「Amazon EBS Elastic 
Volume」を参照してください。

AWS Graviton ベースのインスタンスのレコメンデー
ション
AWS Graviton ベースのインスタンスで Amazon EC2 インスタンスのレコメンデーションを表示する
と、ワークロードの実行による料金とパフォーマンスへの影響を確認できます。これを行うには、[CPU 
architecture preference] (CPU アーキテクチャの設定) ドロップダウンリストの [Graviton (aws-arm64)] を
選択します。それ以外の場合は、[Current] (最新) を選択して、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レコメンデーションを表示します。
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Note

[Current price] (現在の料金)、[Recommended price] (推奨料金)、[Price difference] (価格
差)、[Price difference (%)] (価格差 (%))、および [Estimated monthly savings] (月間削減額の見積
り) 列が更新され、現在のインスタンスタイプと選択した CPU アーキテクチャ設定のインスタン
スタイプとの料金の比較が表示されます。例えば、[Graviton (aws-arm64)] を選択すると、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料金を比較します。

推定されるワークロードタイプ
EC2 インスタンスの推奨ページの「推定ワークロードタイプ」列には、Compute Optimizer が推測した
とおりに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。この列で
は、インスタンスの属性を分析することでこれを実現しています。これらの属性には、インスタンス名、
タグ、設定が含まれます。Compute Optimizer は現在、インスタンスが Amazon EMR、、、、、Apache 
Cassandra、Apache Hadoop、Memcached、NGINXPostgreSQLRedisKafka、またはを実行しているかど
うかを推測できますSQLServer。Compute Optimizer は、インスタンスで実行されるアプリケーションを
推測することで、ワークロードを x86ArmAWSGraviton ベースのインスタンスタイプからベースのインス
タンスタイプに移行する作業を特定できます。詳細については、このガイドの次のセクションのセクショ
ンのを参照してください、、、、、 (p. 62)。

Note

中東 (バーレーン)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (香港)、欧州 (ミラノ)、アジ
アパシフィック (ジャカルタ) の各リージョンの SqlServer アプリケーションを推測することはで
きません。

、、、、、
EC2 インスタンスの推奨事項ページと EC2 インスタンスの詳細ページの [移行作業量] 列には、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への移行に必要となる可能性のある作業レベルが一覧表示
されます。たとえば、ワークロードタイプを推測できないが、AWSGravitonインスタンスタイプが推奨
される場合、移行作業は「中」になります。Amazon EMR が推定ワークロードタイプで、AWSGraviton
インスタンスタイプが推奨されている場合、移行作業は少なくて済みます。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両方が同じ CPU アーキテクチャであれば、移行作業は非常に少なくて済みま
す。x86Arm ベースのインスタンスタイプからベースのインスタンスタイプへの移行の詳細については、
『AWSGravitonはじめに』AWSGravitonの「AWSGraviton2ワークロードをベースの Amazon EC2 インス
タンスに移行する際の考慮事項」を参照してくださいGitHub。

プラットフォームの違い
[EC2 instance details] (EC2 インスタンスの詳細) ページの [Platform differences] (プラットフォームの違
い) 列では、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違いについて説明します。現在のイ
ンスタンスから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前に、設定の違いを考慮してく
ださい。

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 推奨される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。例え
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度コンパイルすること
を検討してください。または、新しいアーキテクチャをサポートす
る Amazon マシンイメージ (AMI) に切り替えることができます。
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プラットフォームの違い 説明
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、
「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照してください。

Hypervisor 推奨される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。例えば、Nitro推奨さ
れるインスタンスタイプはハイパーバイザーを使用し、Xen現在の
インスタンスでは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できる違いについては、Amazon 
EC2 に関するよくある質問の「Nitroハイパーバイザー」セクショ
ンを参照してください。詳細については、『Amazon EC2 ユー
ザーガイド』の「Nitroシステム上に構築されたインスタンス」を
Linux、Windows 版の Amazon EC2 ユーザーガイドの「Nitroシステ
ム上に構築されたインスタンス」を参照してください。

インスタンスストアの可用性 推奨されるインスタンスタイプはインスタンスストアボリューム
をサポートしていませんが、現在のインスタンスではサポートさ
れています。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のデータのバックアッ
プが必要な場合があります。詳細については、「AWS ナレッジセ
ンター」の「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方法」を参照してくだ
さい。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユー
ザーガイド」の「ネットワーキング機能とストレージ機能」および
「Amazon EC2 インスタンスストア」を参照してください。また
は、「Amazon EC2 Windows インスタンス用ユーザーガイド」の
「ネットワーキング機能とストレージ機能」および「Amazon EC2 
インスタンスストア」を参照してください。

ネットワークインターフェイス 推奨される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。例えば、推奨されるインスタンスタイプは拡張ネットワー
キングを使用しますが、現在のインスタンスでは使用しない場合が
あります。推奨される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 Intel 82599 Virtual Function ドライバーをインストールします。
詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガ
イド」の「ネットワーキング機能とストレージ機能」および「拡
張ネットワーキング」を参照してください。または「Amazon EC2 
　Windows インスタンス用ユーザーガイド」の「ネットワーキング
機能とストレージ機能」および「拡張ネットワーキング」を参照し
てください。

ストレージインターフェイス 推奨される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。例えば、推奨される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。
推奨される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 ドライバーをインストールまたはアップグレードし
ます。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユー
ザーガイド」の「ネットワーキング機能とストレージ機能」および
「Amazon EBS および Linux インスタンス上の NVMe」を参照して
ください。または、「Amazon EC2 Windows インスタンス用ユー
ザーガイド」の「ネットワーキング機能とストレージ機能」および
「Amazon EBS および Windows インスタンス上の NVMe」を参照
してください。
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プラットフォームの違い 説明

仮想化タイプ 推奨される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タイプは準仮想化 の 
(PV) 仮想化タイプを使用します。インスタンスの仮想化タイプの
詳細については、Linux 用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Linux 
AMI 仮想化タイプ」またはWindows Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Windows AMI 仮想化タイプ」を参照してください。

料金と購入オプション
[EC2 instances recommendations] (EC2 インスタンスのレコメンデーション) および [EC2 instance details]
(EC2 インスタンスの詳細) ページでは、異なる Amazon EC2 購入オプションにおける現在のインスタンス
と推奨されるインスタンスの時間単価を選択して表示することができます。例えば、リザーブインスタン
ス (スタンダード、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されるインスタンスの料
金を表示できます。料金の情報を使用して、現在のインスタンスと推奨されるインスタンスとの料金の違
いを確認します。

Important

レコメンデーション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料金を調べる方法の詳細については、
「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon EC2 使用レポート」を参照して
ください。

レコメンデーションページでは、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。つまり、いつ起動、停止、休止、再起動、または終了
するかを決定できます。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、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「オンデマンドインスタンス」を参照
してください。料金の詳細については、「 Amazon EC2 オンデマンドインスタンスの料金」を参照して
ください。

• リザーブドインスタンス (スタンダード: 1 年または 3 年間の契約、前払いなし) - リザーブドインスタ
ンスは、オンデマンドインスタンスの料金よりも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discount 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、「Amazon Elastic 
Compute Cloud ユーザーガイド」の「リザーブドインスタンス」を参照してください。料金の詳細につ
いては、「Amazon EC2 リザーブドインスタンスの料金」を参照してください。

購入オプションの詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloudユーザーガイド」の「インスタンス
購入オプション」を参照してください。
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月間削減額の見積りとコスト削減の機会
推定月額節約額 (オンデマンド) 列と推定月額節約額 (RI と節約プラン) 列には、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されるインスタンスタイプに移行することで得られるお
およその月額コスト削減額が表示されます。[Savings opportunity (%)] (コスト削減の機会 (%)) 列には、現
在のインスタンスのオンデマンド料金と推奨インスタンスタイプの料金との差がパーセンテージで表示さ
れます。

Important

貯蓄機会データを使用するには、Cost Explorer にオプトインする必要があります。このデータを
使用するには、Cost Explorer の設定ページで Amazon EC2 リソースレコメンデーションを受け
取るを有効化する必要があります。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、既存リソースの料金、推奨するリソースの料
金、および使用データの履歴を考慮したコスト削減の見積りを生成します。月間削減額の見積り
は、生成された各レコメンデーションに関連するドル削減額の予測を反映します。詳細について
は、「コスト管理ユーザーガイド」の「Cost Explorer を有効にする」および「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」を参照してください。

月間削減額の見積りの計算
レコメンデーションごとに、新しいインスタンスを操作するためのコストが計算されます。月間削減額の
見積もりは、現在のインスタンスの実行時間数、および現在のインスタンスタイプと推奨インスタンスタ
イプ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
で見積もられる月額削減額の合計です。

パフォーマンスリスク
[EC2 instance details] (EC2 インスタンスの詳細) ページの [Performance risk] (パフォーマンスリスク) 列
は、推奨されるそれぞれの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、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。これには、CPU、メモリ、EBS スループット、EBS スループット、EBS スループット、
ネットワークスループット、ネットワーク PPS、ネットワークスループット、ネットワーク PPS、ネット
ワークスループット、ネットワーク PPS、ネットワーク PPS などの仕様が含まれます。推奨されるイン
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、低い、普通、高い、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レコメンデーション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、レコメンデーションがワーク
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ことを強く推奨します。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 つの組み合わせのために最適
化するかを決定します。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「インス
タンスタイプの変更」を参照してください。

Note

Compute Optimizer API、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および AWS SDK では、パ
フォーマンスリスクは 0 (非常に低い) から 4 (非常に高い) までのスケールで計測されます。
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現在のパフォーマンスリスク
[EC2 instances recommendations] (EC2 インスタンスのレコメンデーション) ページの[Current 
performance risk] (現在のパフォーマンスリスク) 列では、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の範囲は、非常に低い、低
い、普通、高い、非常に高いです。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レコメンデーションを検討すべき可能性が高くなります。

使用率グラフ
[EC2 instance details] (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。Compute Optimizer は、5 分ごと
の最大使用ポイントを使用して EC2 インスタンスの推奨を生成します。

グラフを変更して、過去 24 時間、3 日、1 週間、2 週間のデータを表示できます。拡張インフラストラク
チャメトリクスの有料機能 (p. 33)を有効にすると、3 か月間のデータを閲覧できます。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。

Note

インスタンスが停止状態にある期間中、使用率グラフには値が 0 と表示されます。

詳細ページに、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 (%) 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 使用率のデータと、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、分析期間中に選択され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、推奨される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の範囲
内にあるかどうかを識別するのに役立ちます。

Note

バースタブルベースラインは T インス
タンスの場合にのみ表示されます。この
ベースラインパフォーマンスから、CPU 
使用率が特定の T インスタンスのベース
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グラフ名 説明
ライン使用率とどのように関係している
かを知ることができます。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイドの「バースト可能なパ
フォーマンスインスタンスの主な概念と
定義」を参照してください。

CPU 使用率 (%) 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。

メモリ使用率のグラフには、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、分析期間中に選択された推奨インスタ
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、推奨されるインスタンスタ
イプがワークロードのパフォーマンスしきい値の
範囲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、CloudWatch
統合されたエージェントがインス
トールされているインスタンスにつ
いてのみ表示されます。詳細について
は、Amazon CloudWatchユーザーガイド
の「CloudWatchエージェントを使用して 
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」を参照してください。

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上で、イ
ンスタンスが受信した 1 秒あたりのメビバイト 
(MiB) 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上で、イ
ンスタンスから送信された1 秒あたりのメビバイト 
(MiB) 数。

ネットワークパケット数 (毎秒) すべてのネットワークインターフェイス上で、イ
ンスタンスが受信したパケット数。

ネットワークパケットアウト (毎秒) すべてのネットワークインターフェイス上で、イ
ンスタンスから送信されたパケット数。

ディスク読み取りオペレーション(毎秒) 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 秒あたりの完了済み読み取りオペレーショ
ン。

ディスク書き込みオペレーション (毎秒) 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
らの 1 秒あたりの読み取りメビバイト (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ビバイト (MiB)。
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グラフ名 説明

EBS 読み取りオペレーション (毎秒) 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 秒あたりの完了済み読み取りオ
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。

EBS 書き込みオペレーション (毎秒) 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ビバイト 
(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 インスタンスレコメンデーションの表示
[EC2 instances recommendations] (EC2 インスタンスのレコメンデーション) ページにアクセスして、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するには、以下の手順に従います。

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 [EC2 instances] (EC2 インスタンス) を選択します。

レコメンデーションページには、現在のインスタンスの仕様と結果の分類、推奨されるリソースの仕
様が表示されます。表示される現在のインスタンスは、選択したアカウントで現在選択している AWS 
リージョンのものです。

3. レコメンデーションページでは、次のアクションを実行できます。

• AWSGraviton ベースのインスタンスでワークロードを実行することによる料金とパフォーマンス
への影響を表示します。これを行うには、[CPU アーキテクチャの設定] ドロップダウンリストの 
[Graviton (aws-arm64)] を選択します。それ以外の場合は、[Current] (最新)(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レコメンデーション
を表示します。

• 推奨事項をAWS リージョン、調査結果、検出理由、または推定ワークロードタイプでフィルタリン
グします。そのためには、まず 1 つまたは複数のプロパティによるフィルターテキストボックスを
選択します。次に、表示されるドロップダウンリストでプロパティと値を選択します。

• おすすめをタグで絞り込みます。これを行うには、まず [タグキー] または [タグ値] テキストボック
スを選択します。次に、EC2 インスタンスの推奨を絞り込む基準となるキーまたは値を入力しま
す。

たとえば、キーがで、Owner値がのタグを含むすべてのレコメンデーションを検索するに
はTeamA、TeamAフィルター名とフィルター値にを指定しますtag:Owner。

• 別のアカウントのインスタンスに関する推奨事項を表示します。これを行うには、[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。
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Note

組織の管理アカウントにサインインしていて、Compute Optimizer による信頼できるアク
セスが有効になっている場合は、他のアカウントのリソースに関するレコメンデーショ
ンを表示できます。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. 7)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。

• 選択したフィルターをクリアします。これを行うには、フィルターの横にある [フィルターをクリ
ア] を選択します。

• 表示される購入オプションを変更します。これを行うには、[設定] (歯車アイコン) を選択し、[オン
デマンドインスタンス]、[リザーブドインスタンス] (標準 1 年前払いなし)、またはリザーブドイン
スタンス (標準 3 年前払いなし) を選択します。

• 特定のインスタンスの EC2 インスタンスの詳細ページにアクセスします。これを行うには、アクセ
スするインスタンスの横に示される結果の分類を選択します。

EC2インスタンスの詳細の表示
[EC2 instance details] (EC2 インスタンスの詳細) ページにアクセスして、特定のインスタンスとそのレコ
メンデーションの詳細を表示するには、以下の手順に従います。

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 [EC2 instances] (EC2 インスタンス) を選択します。
3. 詳細情報を表示するインスタンスの横に示される結果の分類を選択します。

詳細ページには、選択したインスタンスに関する最適化レコメンデーションが 3 つまで一覧表示され
ます。このページには、現在のインスタンスの仕様、推奨されるリソースの仕様とパフォーマンスリ
スク、および使用率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。

• AWS Graviton ベースのインスタンスでワークロードの実行による料金とパフォーマンスへの影響を
表示するには、[CPU アーキテクチャのプリファレンス] ドロップダウンの [Graviton (aws-arm64)]
を選択します。それ以外の場合、[Current] (最新) (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レコメンデーションを表示します。

• 拡張インフラストラクチャメトリクスの有料機能をアクティブ化して、表示している EC2 インスタ
ンスのメトリクス分析のルックバック期間を最大 3 か月まで (デフォルトの 14 日間と比較) 延長し
ます。詳細については、「拡張インフラストラクチャメトリクス (p. 33)」を参照してください。

• レコメンデーションオプションを選択して、現在のインスタンスと推奨されるインスタンスとの使
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。オレンジ色の点線は、分析期間中に選択した推奨インスタンス
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。オレンジ色の点線は、CPU 使用率
とメモリ使用率のグラフに表示されます。

• 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。拡張インフラストラクチャーメトリクスの推奨設定を有効にすると (p. 33)、「過去 3 
か月」を選択することもできます。

短い時間範囲を選択すると、データポイントが高い細度で表示され、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一般的なリソース使用率を判断で
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
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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時の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、[設定] (歯車アイコン) を選択し、[オンデマンドインス
タンス]、[リザーブドインスタンス (標準 1 年前払いなし)] または [リザーブドインスタンス (標準 3 
年前払いなし)] を選択します。

Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示
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
のレコメンデーションを生成します。Auto Scaling グループのレコメンデーションは、AWS Compute 
Optimizer コンソールの次のページに表示されます。

• [Auto Scaling groups recommendations] (Auto Scaling グループのレコメンデーション) ページは、現
在の各 Auto Scaling グループ、結果の分類 (p. 71)、現在のインスタンスタイプ、選択した購入オプ
ション (p. 72)の現在の時間単価、および現在の設定を一覧表示します。Compute Optimizer からの上
位のレコメンデーションを各 Auto Scaling グループの横に表示し、推奨する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、および現在のインスタンスとレコメンデーションとの価格差を示しま
す。レコメンデーションページを使用して Auto Scaling グループの現在のインスタンスと最上位のレコ
メンデーションと最上位のレコメンデーションページを使用して、現在のインスタンスと最上位のレコ
メンデーションページを使用して Auto Scaling グループの現在のインスタンスと最上位のレコメンデー
ションと最上位のレコメンデーションページと最上位

• [Auto Scaling group details] (Auto Scaling グループの詳細) ページは、Auto Scaling グループのレコメ
ンデーションページからアクセスします。特定の Auto Scaling グループについて最大 3 つの最適化
レコメンデーションが表示されます。そこには、各レコメンデーションの仕様、パフォーマンスリス
ク (p. 74)、および選択した購入オプションの時間単価が表示されます。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。

レコメンデーションは毎日更新されます。レコメンデーションは、過去 14 日間、または拡張インフラス
トラクチャメトリクスの有料機能をアクティブにした場合は更に長い期間における現在の 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 (p. 33)。詳細については、「AWS 
Compute Optimizer で分析されたメトリクス (p. 26)」を参照してください。

Compute Optimizer は、特定の要件を満たす Auto Scaling グループに関するレコメンデーションを生成し
ます。レコメンデーションの生成には最大 24 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。

内容
• 結果の分類 (p. 71)
• AWS Graviton ベースのインスタンスのレコメンデーション (p. 71)
• 推定ワークロードタイプ (p. 72)
• Migration effort (p. 72)
• 料金と購入オプション (p. 72)
• 月間削減額の見積りとコスト削減の機会 (p. 73)
• パフォーマンスリスク (p. 74)
• 現在のパフォーマンスリスク (p. 74)
• 使用率グラフ (p. 74)
• Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示する (p. 75)
• Auto Scaling グループの詳細を表示する (p. 76)
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結果の分類
[Auto Scaling グループのレコメンデーション] ページの [結果] 列には、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およびコスト
を改善するレコメンデーションを特定した場合、Auto Scaling グ
ループは、最適化されていないとみなされます。

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グループで
は、Compute Optimizer が新世代のインスタンスタイプを推奨する
ことがあります。

AWS Graviton ベースのインスタンスのレコメンデー
ション
Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示すると、AWS Graviton ベースのインスタンスでワー
クロードを実行することによる料金とパフォーマンスへの影響を確認できます。これを行うには、[CPU 
アーキテクチャの設定] のドロップダウンで [Graviton (aws-arm64)] を選択します。それ以外の場合
は、[Current] (最新) を選択して、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
くレコメンデーションを表示します。

Note

[Current price] (現在の料金)、[Recommended price] (推奨料金)、[Price difference] (価格
差)、[Price difference (%)] (価格差 (%))、および [Estimated monthly savings] (月間削減額の見積
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り) 列が更新され、現在のインスタンスタイプと選択した CPU アーキテクチャ設定のインスタン
スタイプとの料金の比較が表示されます。例えば、[Graviton (aws-arm64)] を選択すると、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料金を比較します。

推定ワークロードタイプ
Auto Scaling グループの推奨事項ページの「推定ワークロードタイプ」列には、Compute Optimizer に
よって推測された Auto Scaling グループ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。これは、Auto Scaling グループ内のインスタンスの属性 (インスタンス名、タ
グ、設定など) 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、Redis、Kafka、ま
たは SQLServer 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測することで、ワークロードを x86 ベースのインスタンスタイプか
ら ARM ベースのAWS Graviton インスタンスタイプに移行する作業を特定できます。詳細については、
「Migration effort (p. 72)」を参照してください。

Note

中東 (バーレーン)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (香港)、欧州 (ミラノ)、アジ
アパシフィック (ジャカルタ) の各リージョンでの SqlServer アプリケーションを推測することは
できません。

Migration effort
Auto Scaling グループの推奨事項ページと Auto Scaling グループの詳細ページの [移行作業量] 列には、
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への移行に必要となる可能性のある作業レ
ベルが一覧表示されます。たとえば、ワークロードタイプを推測できないが、AWS Graviton インスタン
スタイプが推奨される場合は、移行作業は「中」になります。Amazon EMR が推定ワークロードタイプ
で、AWS Graviton インスタンスタイプが推奨されている場合、移行作業は少なくて済みます。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両方が同じ CPU アーキテクチャであれば、移行作業は非常
に少なくて済みます。x86 ベースのインスタンスタイプから ARM ベースのAWS Graviton インスタンスタ
イプへの移行の詳細については、『AWSGraviton 入門ガイド』の「ワークロードをAWS Graviton2 ベース
の Amazon EC2 インスタンスに移行する際の考慮事項」を参照してくださいGitHub。

料金と購入オプション
[Auto Scaling groups recommendations] (Auto Scaling グループのレコメンデーション) および [Auto 
Scaling group details] (Auto Scaling グループの詳細) ページで、Auto Scaling グループの現在の EC2 イン
スタンスと、別の Amazon EC2 購入オプションの推奨インスタンスの時間単価を選択して表示できます。
例えば、リザーブインスタンス (スタンダード: 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
奨されるインスタンスの料金を表示できます。料金情報を使用して、現在のインスタンスと推奨されるイ
ンスタンスとの料金の違いを確認します。
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Important

レコメンデーション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料金を調べる方法の詳細については、
「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon EC2 使用レポート」を参照して
ください。

レコメンデーションページでは、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、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「オンデマンドインスタンス」を参照
してください。料金の詳細については、「 Amazon EC2 オンデマンドインスタンスの料金」を参照して
ください。

• リザーブドインスタンス (スタンダード: 1 年または 3 年間の契約、前払いなし) - リザーブドインスタン
スは、オンデマンドインスタンスの料金よりも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、「Amazon Elastic Compute 
Cloud ユーザーガイド」の「リザーブドインスタンス」を参照してください。料金の詳細については、
「Amazon EC2 リザーブドインスタンスの料金」を参照してください。

購入オプションの詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloudユーザーガイド」の「インスタンス
購入オプション」を参照してください。

月間削減額の見積りとコスト削減の機会
[Estimated monthly savings (On-Demand)] (月間削減額の見積り (オンデマンド))、及び [Estimated monthly 
savings (RI and Savings Plans)] (月間削減額の見積り (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これらの料金モデルが推奨するインスタンスタイ
プに移行することにより発生する月間コストのおよその削減額を記載しています。[Savings opportunity 
(%)] (コスト削減の機会 (%)) 列には、Auto Scaling グループの現在のインスタンスのオンデマンド料金と
推奨されるインスタンスタイプの料金との差をパーセンテージで表示します。

Important

コスト削減の機会に関するデータを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、Cost Explorer 
の設定ページで Amazon EC2 リソースレコメンデーションを受け取るを有効化する必要があり
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、既存リソースの料金、推奨するリソースの料金、および使用データの履
歴を考慮したコスト削減の見積りを生成します。月間削減額の見積りは、生成された各レコメン
デーションに関連するドル削減額の予測を反映します。詳細については、「コスト管理ユーザー
ガイド」の「Cost Explorer を有効にする」および「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」を参照してください。

月間削減額の見積りの計算
レコメンデーションごとに、推奨されるインスタンスタイプを使っ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。月間削減額の見積りは、Auto Scaling グループ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される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りは、ア
カウントにある Auto Scaling グループ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
減見積り額の合計です。
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パフォーマンスリスク
[Auto Scaling group details] (Auto Scaling グループの詳細) ページの [Performance risk] (パフォーマンス
リスク) 列では、それぞれの推奨される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、推奨されるインスタンスの仕様ごとに、CPU、メモ
リ、EBS スループット、EBS IOPS、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、個別のパフォーマンスリスクスコアを計算します。推奨されるインスタンス
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、低い、普通、高い、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レコメンデーション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、レコメンデーションがワーク
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 つの組み合わせのために最適化する
かを決定します。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「インスタンス
タイプの変更」を参照してください。

Note

Compute Optimizer API では、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および AWS SDK、パ
フォーマンスリスクは、0(非常に低い) から4(非常に高い)のスケールで測定されます。

現在のパフォーマンスリスク
[Auto Scaling groups recommendations] (Auto Scaling グループのレコメンデーション) ページの [Current 
performance risk] (現在のパフォーマンスリスク) 列で、それぞれの現在の 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の範囲は、
非常に低い、低い、普通、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、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レコメンデーションを検討すべき可能性が高くなりま
す。

使用率グラフ
[Auto Scaling group details] (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、分析期間のデータが表示されます。Compute 
Optimizer は、5 分ごとの最大使用率ポイントを使用して Auto Scaling グループの推奨事項を生成します。

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クスの有料機能でアクティブ化すると拡張インフラストラクチャメ
トリクスの有料機能 (p. 33)をアクティブ化すると拡張インフラストラクチャメトリクスの有料機能をアク
ティブ化すると拡張インフラストラクチャメトリクスの有料機能をアクティブ

詳細ページに、次の使用率グラフが表示されます。
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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が使用する 
EC2 コンピュートユニット (ECU)に割り当てられ
た平均比率。

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が受信した 1 秒あ
たりのメビバイト (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によって送信され
た 1 秒あたりのメビバイト (MiB) 数。

Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示す
る
[Auto Scaling groups recommendations] (Auto Scaling グループのレコメンデーション) ページにアクセス
して、現在の Auto Scaling グループのレコメンデーションを表示するには、次の手順を使用します。

1. https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Auto Scaling Groups] をクリックします。

レコメンデーションページには、Auto Scaling グループの使用と結果の分類、推奨するグループの仕
様が表示されます。表示される現在のAuto Scaling グループは、選択したアカウントで現在選択され
ている AWS リージョンのものです。

3. レコメンデーションページでは、次のアクションを実行できます。

• AWSGraviton ベースのインスタンスでワークロードを実行することによる料金とパフォーマンスへ
の影響を表示します。これを行うには、CPU アーキテクチャプリファレンスドロップダウンリス
トの Graviton (aws-arm64 64) 64 64 64 64) を選択します。それ以外の場合は、[Current] (最新)(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
レコメンデーションを表示します。

• レコメンデーションをAWS リージョン、「結果」または「理由を見つけた」でフィルタリングし
ます。これを行うには、まず 1 つ以上のプロパティによるフィルターテキストボックスを選択しま
す。次に、表示されるドロップダウンリストでプロパティと値を選択します。

• 別のアカウントのインスタンスに関する推奨事項を表示します。これを行うには、[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

組織の管理アカウントにサインインしていて、Compute Optimizer による信頼済みアク
セスが有効になっている場合は、他のアカウントのリソースに関するレコメンデーショ
ンを表示できます。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. 7)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。

• 選択したフィルターをクリアします。これを行うには、フィルターの横にある [フィルターをクリ
ア] を選択します。

• 表示される購入オプションを変更します。これを行うには、まず [設定] (歯アイコン) を選択してか
ら [オンデマンドインスタンス]、リザーブドインスタンス、リザーブドインスタンス、スタンダー
ド 1 年間の前またはリザーブドインスタンス、標準の 3 年間の前またはリザーブドインスタンスを
選択します。

• 特定の Auto Scaling グループに関する Auto Scaling グループの詳細ページにアクセスします。これ
を行うには、目的のグループの横に表示された結果の分類を選択します。
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Auto Scaling グループの詳細を表示する
[Auto Scaling group details] (Auto Scaling グループの詳細) ページにアクセスして、特定のグループとレコ
メンデーションの詳細を表示するには、以下の手順に従います。

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、[Auto Scaling Groups] をクリックします。
3. 詳細情報を表示したいAuto Scaling グループの横にリストされている [結果の分類] を選択します。

詳細ページには、選択した Auto Scaling グループの最適化レコメンデーションが 3 つまで表示されま
す。これには、Auto Scaling グループ内の現在のインスタンスの仕様、推奨されるインスタンスの仕
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。

• AWS Graviton ベースのインスタンスでワークロードの実行による料金とパフォーマンスへの影響を
表示するには、[CPU アーキテクチャのプリファレンス] ドロップダウンの [Graviton (aws-arm64)]
を選択します。それ以外の場合は、[Current] (最新)(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レコメンデーションを表示します。

• 拡張インフラストラクチャメトリ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て) 延長
します。詳細については、「拡張インフラストラクチャメトリクス (p. 33)」を参照してください。

• 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。青い実線
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。拡張インフラストラクチャメトリクスの推奨設定を有効にすると (p. 33)、「過去 3 か
月」を選択することもできます。

短い時間範囲を選択すると、データポイントが高い細度で表示され、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、[On-

Demand 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 3-
year 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 ボリュームに関するレコメンデー
ションの表示

AWS Compute Optimizer は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのボリュームタイ
プ、ボリュームサイズ、IOPS、スループットレコメンデーションを生成します。EBS ボリュームのレコ
メンデーションは、AWS Compute Optimizer コンソールの次のページに表示されます。

• [EBS volumes recommendations] (EBS ボリュームのレコメンデーション) ページには、現在のボリュー
ム、結果の分類 (p. 77)、現在のボリュームタイプ、および現在の時間あたりの料金が一覧表示されま
す。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、これには推奨
されるボリュームタイプ、推奨されるボリュームサイズ、推奨される IOPS、レコメンデーションの月
額、現在のボリュームとレコメンデーションとの価格差が含まれます。レコメンデーションページを使
用して、現在のボリュームと最上位のレコメンデーションとを比較します。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 ボリュームのレコメンデーションページからアクセスできる[EBS volume details] (EBS ボリュー
ムの詳細) ページには、特定のボリュームに関する最適化のレコメンデーションが最大 3 つ表示されま
す。各レコメンデーションの仕様、パフォーマンスリスク (p. 78)、月額料金が一覧表示されます。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も表示されます。
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レコメンデーションは毎日更新されます。これらは、過去 14 日間の仕様および現在のボリュームの使用
率メトリクスを分析して生成されます。詳細については、「AWS Compute Optimizer で分析されたメトリ
クス (p. 26)」を参照してください。

Compute Optimizer は、特定の要件を満たすEBS ボリュームのレコメンデーションを生成します。レコメ
ンデーションの生成には最大 24 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。

内容
• 結果の分類 (p. 77)
• 推定される月々のコスト削減とコスト削減の機会 (p. 77)
• パフォーマンスリスク (p. 78)
• 現在のパフォーマンスリスク (p. 78)
• 使用率グラフ (p. 78)
• EBS ボリュームレコメンデーションの表示 (p. 79)
• EBS ボリュームの詳細の表示 (p. 80)

結果の分類
[EBS volumes recommendations] (EBS ボリュームに関するレコメンデーション) ページの [Finding] (結果) 
列には、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とコストを
改善できるボリュームタイプ、ボリュームサイズ、または IOPS の
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。

最適化 Compute Optimizer が、選択したボリュームタイプ、ボリューム
サイズ、IOPS の仕様に基づき、ワークロードを実行するボリュー
ムが正しくプロビジョニングされていると判断した場合、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、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。

推定される月々のコスト削減とコスト削減の機会
[Estimated monthly savings (On-Demand)] (月間削減額の見積り (オンデマンド)) 列には、EBS のボリュー
ムを現在の仕様から推奨される仕様に移行することで削減できる、月々のコスト削減の概算が表示されま
す。[Savings opportunity (%)] (コスト削減の機会 (%)) 列には、現在の EBS ボリュームの仕様に対するオ
ンデマンド料金と推奨されるボリュームの仕様に対する料金との差が比率で表示されます。

Important

コスト削減の機会に関するデータを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、Cost Explorer 
の設定ページで Amazon EC2 リソースレコメンデーションを受け取るを有効化する必要があり
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、既存リソースの料金、推奨するリソースの料金、および使用データの履
歴を考慮したコスト削減の見積りを生成します。月間削減額の見積りは、生成された各レコメン
デーションに関連するドル削減額の予測を反映します。詳細については、「コスト管理ユーザー
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ガイド」の「Cost Explorer を有効にする」および「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」を参照してください。

月間削減額の見積りの計算
推奨されるボリュームの仕様を使って、レコメンデーションごとに新しい EBS ボリュームの運用コストを
計算します。月間削減額の見積りは、現在のボリュームの稼働時間数と、現在のボリュームの仕様と推奨
されるボリュームの仕様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 ボリュームの月間削減額の見積りは、結果の分類が 最適化されていない であるアカウント
内のすべての EBS ボリュームの推定月額削減額の合計です。

パフォーマンスリスク
[EBS volume details] (EBS ボリュームの詳細) ページの [Performance risk] (パフォーマンスリスク) 列は、
各 EBS ボリュームのレコメンデーション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 ボリュームのレコメンデーション
に対する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 ボリュームのレコメンデー
ションに対する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、低い、普通、高い、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、EBS ボリュームのレコメンデーション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、レコメンデーションがワークロー
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、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「EBS ボリュームへの変更
のリクエスト」を参照してください。

現在のパフォーマンスリスク
[EBS volumes recommendations] (EBS ボリュームの推奨) ページの[Current performance risk] (現在のパ
フォーマンスリスク) 列には、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。現在のパフォーマンスリスク値の範囲は、非常に低い、低い、普通、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、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レコ
メンデーション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、グラフには、グラフには、分析期間のデータが表示されます。Compute Optimizer は、5 分ごとの
最大使用率ポイントを使用して EBS ボリュームの推奨を生成します。

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 (毎秒) 現在の EBS ボリュームが 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。
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グラフ名 説明

書き込みオペレーション 現在の EBS ボリュームが 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。

読み込み帯域幅 (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)。

バースト残量 (%) 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、 Compute Optimizer コンソー
ルの汎用 SSD (gp2) ボリュームに表示されます。

EBS ボリュームレコメンデーションの表示
EBS ボリュームのレコメンデーションページにアクセスして、現在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、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の [EBS ボリューム] を選択します。

レコメンデーションページには、ボリュームの仕様と結果の分類、推奨されるリソースの仕様が表示
されます。現在のボリュームは、選択したアカウント内で現在選択されている AWS リージョンのも
のです。

3. レコメンデーションページでは、次のアクションを実行できます。

• レコメンデーションをAWS リージョン、「結果」または「理由を見つけた」でフィルタリングしま
す。そのためには、まず 1 つまたは複数のプロパティによるフィルターテキストボックスを選択し
ます。次に、表示されるドロップダウンリストでプロパティと値を選択します。

• おすすめをタグで絞り込みます。これを行うには、「タグキー」または「タグ値」 テキストボック
スを選択します。次に、EBS ボリュームの推奨をフィルタリングする基準となるキーまたは値を入
力します。

たとえば、キーがで、Owner値がのタグを含むすべてのレコメンデーションを検索するに
はTeamA、TeamAフィルター名とフィルター値にを指定しますtag:Owner。

• 別のアカウントのボリュームに関する推奨事項を表示します。そのためには、[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

組織の管理アカウントにサインインしていて、Compute Optimizer による信頼できるアク
セスが有効になっている場合は、別のアカウントでリソースのレコメンデーションを表
示する機能は、Compute Optimizer による信頼できるアクセスが有効になっている状態
で、Compute Optimizer による信頼できるアクセスが有効になっている状態で、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. 7)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。

• 選択したフィルターをクリアします。これを行うには、フィルターの横にある [フィルターをクリ
ア] を選択します。
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• 特定のボリュームの EBS ボリューム詳細ページにアクセスします。そのためには、目的のボリュー
ムの横にある、結果の分類をクリックします。

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、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon EBS Elastic ボリュー
ム」を参照してください。

EBS ボリュームの詳細の表示
EBS ボリュームの詳細ページにアクセスして特定のボリュームとそのレコメンデーションの詳細を表示す
るには、以下の手順に従います。

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の [EBSボリューム] を選択します。
3. 詳細情報を表示するボリュームの横にある [結果の分類] 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レコメンデーションが 3 つまで表示されます。
現在のボリュームの仕様、推奨される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。

• 現在のボリュームと推奨されるボリュームに対する使用率の比較を表示するには、レコメンデー
ションオプションを選択します。

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一般的なボリュームの使用率を測
定できます。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時のボリューム使用率を判断できま
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、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Amazon EBS Elastic ボリュー
ム」を参照してください。

Lambda 関数のレコメンデーションの表示
AWS Compute Optimizer は、AWS Lambda 関数の推奨メモリサイズを生成します。関数のレコメンデー
ションは、Compute Optimizer コンソールの以下のページに表示されます。

• [Lambda functions recommendations] (Lambda 関数のレコメンデーション) ページには、現在の関
数、結果の分類 (p. 81)、結果の理由、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
ストがそれぞれ一覧表示されます。Compute Optimizer の上位のレコメンデーションが各関数の横に表
示されます。これには、推奨される設定済みメモリ、推奨コスト、現在の関数とレコメンデーションの
価格差が含まれます。推奨コストは、コンソール内の[推奨コスト (高)] と [推奨コスト (低)] 列の下に表
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示される範囲です。レコメンデーションページを使用して、現在の関数と上位のレコメンデーションを
比較します。これにより、関数の構成済みメモリをアップサイズ/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 function details] (Lambda 関数の詳細) ページに、Lambda 関数のレコメンデーションページか
らアクセスして、関数の最適化に関する上位のレコメンデーションを一覧表示します。現在の関数と推
奨オプションの設定が表示されます。詳細ページには、現在の関数の使用率メトリクスグラフも表示さ
れます。

レコメンデーションは毎日更新されます。レコメンデーションは、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. 26)」を参照してください。

Compute Optimizer は、特定の要件を満たすLambda 関数のレコメンデーションを生成します。レコメン
デーションの生成には最大 24 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。

内容
• 結果の分類 (p. 81)
• 月間削減額の見積もり額とコスト削減の機会 (p. 82)
• 現在のパフォーマンスリスク (p. 82)
• 使用率グラフ (p. 83)
• Lambda 関数のレコメンデーションの表示 (p. 83)
• Lambda 関数の詳細の表示 (p. 84)

結果の分類
[Lambda functions recommendations] (Lambda 関数のレコメンデーション) ページの結果 列には、分析期
間中に各機能がどのように実行されたのか、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改善するレコメンデー
ションを生成します。

関数が最適化されていない場合、Compute Optimizer は [メモリのプ
ロビジョニング不足] または [メモリの過剰プロビジョニング] のいず
れかの結果の理由を表示します。

最適化 Lambda 関数は、Compute Optimizer がワークロードを実行するため
に構成済みのメモリまたは CPU パワー (構成メモリに比例する) 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。

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. 6) をみたしていない、または関数がレコメンデーション対象
にならないことによるものと考えられます。

81



AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
月間削減額の見積もり額とコスト削減の機会

分類 説明
この結果の分類で、Compute Optimizer は次のいずれかの結果の理
由を表示します。

• [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です。

• [不確定]: 関数が 1,792 MB を超えるメモリで構成されているため
に、レコメンデーション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
です。

Note

Compute Optimizer コンソールには、[使用不可] の結果と
なった関数は表示されません。

月間削減額の見積もり額とコスト削減の機会
[Estimated monthly savings (On-Demand)] (月間削減額の見積り (オンデマンド)) 列には、現在の Lambda 
関数メモリの仕様から推奨されるメモリの仕様にワークロードを移行することによって生じる月間削減額
の概算が表示されています。[Savings opportunity (%)] (コスト削減の機会 (%)) 列には、現在の Lambda 関
数メモリの仕様のオンデマンド料金と、推奨される Lambda 関数メモリ仕様の料金との差が、パーセン
テージで一覧表示されます。

Important

コスト削減の機会に関するデータを使用するには、Cost Explorer にオプトインし、Cost Explorer 
の設定ページで Amazon EC2 リソースレコメンデーションを受け取るを有効化する必要があり
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、既存リソースの料金、推奨するリソースの料金、および使用データの履
歴を考慮したコスト削減の見積りを生成します。月間削減額の見積りは、生成された各レコメン
デーションに関連するドル削減額の予測を反映します。詳細については、「コスト管理ユーザー
ガイド」の「Cost Explorer を有効にする」および「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」を参照してください。

推定される月間削減額の計算
レコメンデーションごとに、推奨されるメモリの仕様を使って、新しい Lambda 関数を操作するためのコ
ストを計算します。推定される月間削減額は、現在の Lambda 関数の実行時間数と、現在のメモリの仕様
と推奨されるメモリの仕様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 Lambda 関数の月間削減額の見積もりは、結果の分類が最適化されていないであるアカウン
ト内のすべての Lambda 関数の推定される月額削減額の合計です。

現在のパフォーマンスリスク
[Lambda functions recommendations] (Lambda 関数のレコメンデーション) ページの現在のパフォーマン
スリスク 列では、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の範囲は、非常に低い、低い、普通、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、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レコメンデーション
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 function details] (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、分析期間のデータが表示されます。Compute Optimizer は、5 分ごとの最大使用
ポイントを使用して Lambda 関数の推奨事項を生成します。

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 関数のレコメンデーションの表示
[Lambda functions recommendations] (Lambda 関数のレコメンデーション) ページにアクセスして、現在
の機能に関するレコメンデーションを表示するには、次の手順を実行します。

1. https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Lambda functions] (Lambda 関数) を選択します。

レコメンデーションページには、関数の仕様と結果の分類が、推奨される関数の仕様と共に表示され
ます。表示される現在の関数は、選択したアカウントで現在選択されている AWS リージョンのもの
です。

3. レコメンデーションページでは、次のアクションを実行できます。

• レコメンデーションをAWS リージョン、「結果」または「理由を見つけた」でフィルタリングし
ます。これを行うには、まず 1 つ以上のプロパティによるフィルターテキストボックスを選択しま
す。次に、表示されるドロップダウンリストからオプションを選択します。

• おすすめをタグで絞り込みます。これを行うには、「タグキー」または「タグ値」 テキストボック
スを選択します。次に、Lambda 関数の推奨をフィルタリングする基準となるキーまたは値を入力
します。

たとえば、キーがで、Owner値がのタグを含むすべてのレコメンデーションを検索するに
はTeamA、TeamAフィルター名とフィルター値にを指定しますtag:Owner。

• 別のアカウントの機能のレコメンデーションを表示します。これを行うには、[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

組織の管理アカウントにサインインしている状態で、Compute Optimizer による信頼で
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. 7)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。
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Lambda 関数の詳細の表示

• 選択したフィルターをクリアします。これを行うには、フィルターの横にある [フィルターをクリ
ア] を選択します。

• 特定の関数の Lambda 関数の詳細ページにアクセスします。これを行うには、アクセスする関数の
横に示される結果の分類を選択します。

準備ができたら、Lambda 関数の構成メモリを変更します。詳細については、「AWS Lambda デベ
ロッパーガイド」の「Lambda 関数メモリの設定」を参照してください。

Lambda 関数の詳細の表示
[Lambda function details] (Lambda 関数の詳細) ページにアクセスして、特定の関数とそのレコメンデー
ションの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Lambda functions] (Lambda 関数) を選択します。
3. 表示したい詳細情報の関数の横に示される結果の分類を選択します。

詳細ページには、選択した関数の最適化に関するレコメンデーションの上位が一覧表示されます。現
在の関数の仕様、推奨関数の構成、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。

• [レコメンデーション] オプションを選択して、現在の関数と推奨される関数の使用率の比較を表示
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、「AWS Lambda デ
ベロッパーガイド」の「Lambda 関数メモリの設定」を参照してください。

Amazon ECS サービスに関するレコメンFargate
AWS Compute OptimizerFargate の Amazon ECS サービスに関するレコメンデーションを生成します。こ
れらの推奨事項は、Compute Optimizer コンソールの以下のページにそれぞれ表示されます。

Fargate の Amazon ECS サービスの推奨事項ページには、各 ECS サービスに関する次の情報が記載され
ています。

• 結果の分類
• 結果の原因
• 月間削減額の見積もり
• コスト削減の機会
• 現在のパフォーマンスリスク

Compute Optimizer からの推奨事項は、各 Amazon ECS サービスの横に表示されます。提供される情報に
は、Amazon ECS サービスでの CPU とメモリの推奨事項、選択した購入オプションの時間単価、現在の 
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結果の分類

Amazon ECS サービスと Compute Opte Opte Optite Optite Optite Optimizer の推奨される設定のサービス
との価格差が含まれます。この情報は、Fargate で Amazon ECS サービスを拡大するか縮小するかを決定
するのに役立ちます。Fargate の Amazon ECS サービスに関する推奨事項Amazon ECS サービスに関する
レコメンFargate (p. 89)

Note

レコメンデーションは毎日更新され、生成されるまでに最大 24 時間かかる場合がありま
す。Compute Optimizer が Fargate の Amazon ECS サービスのレコメンデーションを生成するに
は、過去 14 日間にわたって 24 時間のメトリックスが必要であることに注意してください。詳細
については、「Fargate の Amazon ECS サービスの要件 (p. 6)」を参照してください。

Amazon ECS サービスの詳細ページには、Amazon ECS サービスに関する次の情報が表示されます。

• 現在の Amazon ECS サービスタスクサイズ設定と Compute Optimizer の推奨タスクサイズ設定。この
表を使用して、CPU サイズ、メモリサイズ、価格の詳細などの現在のタスク設定と Compute Optimizer 
の推奨事項を比較してください。

• 現在のコンテナサイズ設定と Compute Optimizer の推奨コンテナサイズ設定。この表を使用して、CPU 
サイズ、メモリサイズ、予約メモリなど、現在のコンテナ設定と Compute Optimizer の推奨事項を比較
してください。

• 使用率グラフを使用して、現在の Amazon ECS サービスの CPU とメモリの使用率メトリクスを
Compute Optite Optite Optimiのレコメンデーションと比較 グラフは、これらの推奨事項の影響を視覚的
に示しています。

Fargate の Amazon ECS サービスの詳細 Amazon ECS サービスの詳細 Amazon ECS サービスの詳
細Amazon ECS サービスレコメンデーションの詳細 (p. 90)

内容
• 結果の分類 (p. 85)
• 結果の原因 (p. 86)
• 月間削減額の見積りとコスト削減の機会 (p. 86)
• 現在のパフォーマンスリスク (p. 87)
• 現在の設定と推奨タスクサイズを比較 (p. 87)
• 現在の設定と推奨コンテナサイズを比較  (p. 88)
• 使用率グラフ (p. 89)
• Amazon ECS サービスに関するレコメンFargate (p. 89)
• Amazon ECS サービスレコメンデーションの詳細 (p. 90)

結果の分類
[Fargate の Amazon ECS サービスに関する推奨事項] ページ

Fargate の Amazon ECS サービスには、次の結果の分類が適用されます。

分類 説明

プロビジョニング不足 Compute Optimizer が十分なメモリまたは CPU がないことを検出す
ると、Amazon ECS サービスはプロビジョニングが不十分であると
見なされます。Compute Optimizer ter は Amazon ECS サービスの
プロビジョニングが不十分だと、アプリケーションのパフォーマン
スが低下する可能性があります。
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結果の原因

分類 説明

過剰なプロビジョニング Compute Optimizer が過剰なメモリまたは CPU を検出する
と、Amazon ECS サービスはオーバープロビジョニングされている
と見なされます。Compute Optimizer Optimiter は Amazon ECS サー
ビスが過剰にプロビジョニングされると、追加のインフラストラク
チャコストが発生する可能性があります。

最適化 Amazon ECS サービスの CPU とメモリの両方がワークロードのパ
フォーマンス要件を満たしている場合、サービスは最適化されてい
ると見なされます。

Fargate での Amazon ECS サービスのプロビジョニング不足と過剰プロビジョニングの詳細について
は、結果の原因 (p. 86)Amazon ECS サービスに関するレコメンFargate (p. 84)トピックのを参照し
てください。

結果の原因
「Fargate での Amazon ECS サービスの推奨事項」ページの「原因究明」列には、Fargate の Amazon 
ECS サービスのどの仕様がプロビジョニング不足か、または過度にプロビジョニングされているかがわか
ります。

Fargate の Amazon ECS サービスには、次の結果の原因が当てはまります。

結果の原因 説明

CPU の過剰プロビジョニング ECS サービスの CPU 設定は、ワークロードのパフォーマ
ンス要件を満たしたまま、サイズダウンができます。これ
は、CPUUtilizationルックバック期間中の現在のサービスのメト
リクスを分析することで特定されます。

CPU のプロビジョニング不足 ECS サービスの CPU 設定は、ワークロードのパフォーマ
ンスを向上させるためにサイズダウンができます。これ
は、CPUUtilizationルックバック期間中の現在のサービスのメト
リクスを分析することで特定されます。

メモリの過剰プロビジョニング ECS サービスメモリの構成は、ワークロードのパフォーマ
ンス要件を満たしたまま、サイズダウンができます。これ
は、MemoryUtilizationルックバック期間中の現在のサービスの
メトリクスを分析することで特定されます。

メモリのプロビジョニング不足 ECS サービスメモリ構成は、ワークロードのパフォーマ
ンスを向上させるためにサイズダウンができます。これ
は、MemoryUtilizationルックバック期間中の現在のサービスの
メトリクスを分析することで特定されます。

これらのメトリックスの詳細については、『Amazon ECS ユーザーガイド』の「Amazon 
ECSCloudWatch メトリックス」を参照してくださいAWS Fargate。

月間削減額の見積りとコスト削減の機会
[Estimated (オンデマンド)] (月間削減額の見積り (オンデマンド) 列には、Amazon ECS サービスの設定を
推奨される設定に合わせて Amazon ECS サービスの構成を調整した月々のコスト削減額の概算が表示され
ます。割引額は、公開されているオンデマンド価格と過去の利用パターンに基づいています。
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現在のパフォーマンスリスク

[Fargate の ECS サービスのオンデマンド料金との差が、%] (Fargate の現在の ECS サービスのオンデマ
ンド料金との差が、パーセンテージで一覧表示されます。

月間削減額の見積りの計算
Compute Optimizer は、推奨されるサービス仕様を使用して Fargate で新しい Amazon ECS サービスを操
作するためのコストを計算します。推定月額節約額は、現在の Amazon ECS サービスの推定月間稼働時間
に基づいて計算されます。節約額は、現在の Amazon ECS サービスと推奨構成のサービスの料金の違いに
も基づいています。

Note

Fargate での Amazon ECS サービスの推定月間実行時間を計算するために、Compute Optimizer 
は過去 14 日間の使用率データを分析します。次に、Compute Optimizer は分析結果を使用して毎
月の使用量を推定します。

Compute Optimizer ter ダッシュボードに表示される Amazon ECS サービスで月間削減額の概算は、アカ
ウント内のすべてのオーバープロビジョニングサービスの月額削減額の概算です。

現在のパフォーマンスリスク
「Fargate での Amazon ECS サービスの推奨事項」ページの「現在のパフォーマンスリスク」列は、現在
の Amazon ECS サービスがワークロードリソースのニーズを満たしていない可能性を示しています。現在
のパフォーマンスリスクの値は、「非常に低い」、「低」、「中」、「高」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 Amazon ECS サービ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。パフォーマンスのリスクが高いのは、CPU またはメモリの使用率
が高いことが原因と考えられます。Amazon ECS サービスが常にキャパシティで稼働している場合、サー
ビスのレイテンシーが高くなったり、パフォーマンスが低下したりする可能性が高くなります。Compute 
Optimizer の推奨により、ワークロードを効率的に実行するのに十分な容量を確保できます。

現在の設定と推奨タスクサイズを比較
Amazon ECS サービスの詳細ページで、現在の Amazon ECS サービスタスクサイズと Compute 
Optimizer のリソースの推奨タスクサイズを比較します。Amazon ECS サービスの節約額とパフォーマン
スリスクに関する情報も表に記載されています。次の表では、コンソールの各コラムセクションについて
説明します。

[Column] (列) [Description] (説明)

CPU サイズ 現在の Amazon ECS サービスタスクの CPU サイ
ズと、コンピュートオプティマイザーが推奨する 
CPU サイズ設定。

メモリサイズ 現在の Amazon ECS サービスタスクのメモリサイ
ズと Compute Optimizer が推奨するメモリサイズ
設定。

料金詳細 Fargate および Compute Opte Optimiの推奨設定で
のAmazon ECS サービスのオンデマンド料金 詳細
については、「AWSFargate の料金」を参照して
ください。

月間削減額の見積もり Amazon ECS サービスの構成を Compute 
Optimizer の推奨構成に合わせて調整した場合の、
おおよその毎月のコスト削減額です。詳細につ
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現在の設定と推奨コンテナサイズを比較 

[Column] (列) [Description] (説明)
いては、「月間削減額の見積りとコスト削減の機
会 (p. 86)」を参照してください。

コスト削減の機会 現在の Amazon ECS サービスの価格と、Compute 
Optimizer の推奨構成でのサービスの価格との差
の割合。詳細については、「月間削減額の見積り
とコスト削減の機会 (p. 86)」を参照してくださ
い。

料金の違い Fargate の現在の Amazon ECS サービスの公開
価格と、Compute Optimizer の推奨構成を使用し
たサービスの価格との違い。詳細については、
「AWSFargate の料金」を参照してください。

パフォーマンスリスク これにより、現在の Amazon ECS サービスと 
Compute Optimizer の推奨がワークロードリソー
スのニーズを満たしていない可能性が決まりま
す。パフォーマンスリスクの値は、「非常に低
い」、「低」、「中」、「高」です。詳細につい
ては、「現在のパフォーマンスリスク (p. 87)」
を参照してください。

Auto Scaling 設定 現在の Amazon ECS サービスの Auto Scaling 設
定とコンピュートオプティマイザーの推奨タスク
サイズ。サービスに CPU とメモリの両方にステッ
プスケーリングポリシーまたはターゲット追跡ポ
リシーがある場合、Compute Optimizer は Auto 
Scaling の推奨事項を生成できません。

ターゲット追跡ポリシーがサービスの CPU のみ
に適用されている場合、Compute Optimizer は推
奨メモリサイズのみを生成します。または、ター
ゲットの追跡ポリシーがサービスのメモリのみを
対象としている場合、Compute Optimizer は CPU 
サイズの推奨のみを生成します。

ステップスケーリングとターゲットスケーリン
グポリシーの詳細については、Application Auto
Scaling ユーザーガイドの Application Auto Scaling 
のステップスケーリングポリシーおよびターゲッ
ト追跡Application Auto Scaling ポリシーを参照し
てください。

現在の設定と推奨コンテナサイズを比較
Amazon ECS サービスの詳細ページで、現在の Amazon ECS サービスのコンテナサイズを推奨コンテナ
サイズオプションと比較します。この表には、現在の CPU サイズと Compute Optimizer の推奨される 
CPU サイズ、メモリサイズ、およびメモリ予約構成が示されています。Compute Optimizer は、推奨され
るタスクサイズと互換性のあるコンテナレベルの推奨事項を生成します。

Note

Compute Optimizer は、Amazon ECS サービスタスクに合わせてコンテナサイズ設定を調整
する必要がある場合のみ、コンテナサイズ設定の推奨事項を提供します。たとえば、Compute 
Optimizer がタスクサイズの縮小を推奨しているとします。次に、Compute Optimizer がコンテナ

88

http://aws.amazon.com/../fargate/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-step-scaling-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-step-scaling-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-target-tracking.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-target-tracking.html


AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
使用率グラフ

レベルの推奨設定を提示して、タスクサイズとコンテナサイズの設定が相互に互換性があること
を確認します。

使用率グラフ
Amazon ECS サービスの詳細ページには、Fargate と Compute Optimizer の推奨事項に基づく Amazon 
ECS サービスの使用率メトリックグラフが表示されます。グラフには、分析期間中の現在および推奨され
る CPU とメモリのデータが表示されます。Compute Optimizer は、1 分間隔ごとに最大利用ポイントを使
用して、Fargate 上の推奨の ECS サービスを生成します。

青色の実線は、現在のサービスの使用率です。分析期間中に推奨事項を使用した場合、緑の線は予測され
た上限値で、灰色の線は予測された下限値です。

Note

Amazon ECS サービスの使用率は、Fargate が使用するインフラストラクチャによって異なる場
合があります。Compute Optimizer には、考えられるすべての動作条件を検討するのに役立つ使
用率範囲が用意されています。

グラフを変更して、過去 24 時間、3 週間、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

CPU 使用率 (%) サービスで使用されている CPU 容量のパーセン
テージ。

グラフは、推奨構成が適用された場合の、現在
の Amazon ECS サービスの CPU 使用率データを
サービスと比較します。この比較では、分析期間
中に CPU を推奨設定した場合に CPU の使用率が
示されます。この比較では、推奨される Amazon 
ECS サービス設定がワークロードのパフォーマ
ンスしきい値の範囲内にあるかどうかが示されま
す。

CPU 使用率 (%) サービスで利用されるメモリの割合

グラフは、推奨構成が適用された場合の、現在の 
Amazon ECS サービスのメモリ使用率データを
サービスと比較します。この比較では、分析期間
中にメモリを推奨設定した場合のメモリ使用率が
示されます。この比較では、推奨される Amazon 
ECS サービス設定がワークロードのパフォーマ
ンスしきい値の範囲内にあるかどうかが示されま
す。

Amazon ECS サービスに関するレコメンFargate
Fargate の Amazon ECS サービスに関する推奨ページにアクセスして、現在のサービスに関するレコメン
デーションを表示するには、以下の手順に従います。

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、[Fargate の ECS サービス] を選択します。
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Amazon ECS サービスレコメンデーションの詳細

Note

表示される現在のサービスには、選択したアカウントで現在選択されているサービスが含ま
れます。AWS リージョン

3. レコメンデーションページでは、次のアクションを実行できます。

• レコメンデーションをAWS リージョン、「結果」または「理由を見つけた」でフィルタリングしま
す。そのためには、まず 1 つまたは複数のプロパティによるフィルターテキストボックスを選択し
ます。次に、表示されるドロップダウンリストからプロパティと値を選択します。

• おすすめをタグで絞り込みます。これを行うには、「タグキー」または「タグ値」 テキストボック
スを選択します。次に、ECS サービスの推奨事項を絞り込む基準となるキーまたは値を入力しま
す。

たとえば、キーがで、Owner値がのタグを含むすべてのレコメンデーションを検索するに
はTeamA、TeamAフィルター名とフィルター値にを指定しますtag:Owner。

• 別のアカウントのサービスに関する推奨事項を表示します。これを行うには、[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

組織の管理アカウントにサインインしていて、Compute Optimizer の信頼済みアクセ
スが有効になっている場合は、他のアカウントでリソースに関するレコメンデーショ
ンが表示されます。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. 7)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。

• 選択したフィルターをクリアします。これを行うには、フィルターの横にある [フィルターをクリ
ア] を選択します。

Amazon ECS サービスレコメンデーションの詳細
Amazon ECS サービスの詳細ページにアクセスして特定のサービスとそのレコメンデーションの詳細を表
示するには、以下の手順に従います。

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、[Fargate の ECS サービス] を選択します。
3. 詳細情報を表示 次に、[詳細を表示] を選択します。
4. 詳細ページでは、次のアクションを実行できます。

• 使用率グラフでは、グラフにカーソルを合わせると、分析期間中の特定の日付の正確な値が表示さ
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一般的なAmazon ECS サービス使
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時のサービス使用率を判
断できます。
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レコメンデーションのエクスポート
レコメンデーション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。レコメンデーションは CSV ファイルで、そのメタデータは JSON ファイルで、指定した既存
の [Simple Storage Service (Amazon S3)] バケットにエクスポートされます。

内容
• 制限事項 (p. 91)
• Amazon S3 バケットへのアクセス許可要件 (p. 91)
• レコメンデーションのエクスポート (p. 91)
• エクスポートジョブの表示 (p. 93)
• エクスポートされたファイル (p. 94)
• 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. 148)

制限事項
レコメンデーションをエクスポートする場合、次の制限が適用されます。

• 進行できるレコメンデーションエクスポートジョブは、各リソースタイプ、および各リソースタイプに
つき 1 つだけですAWS リージョン。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む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. 93)」を参照してください。

• 各リソースタイプとそれぞれのレコメンデーションは、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レコメンデーションを 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、完了までに数時間かかる場合があります。待ち時間を短縮するには、
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 バケットへのアクセス許可要件
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をエクスポートする宛先の 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のエクス
ポート先として指定する 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 バケットの作成後、バケットにエクスポートファイルの書き込みを許可
するために必要なアクセス許可ポリシーが Compute Optimizer に設定されていることを確認します。レコ
メンデーションの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てください。詳細については、「AWS 
Compute Optimizer の Amazon S3 バケットポリシー (p. 21)」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
以下の手順に従って、レコメンデーションをエクスポートします。
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レコメンデーション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、EC2 インスタンス、Auto Scaling 

グループ、EBS ボリューム、Lambda 関数、または Fargate の ECS サービスを選択します。
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。

a. 「リージョン」には、AWS リージョンエクスポートする対象を指定します。
b. [宛先 S3 バケット名] に、特定のリージョンの既存の S3 バケット名を指定します。
c. (オプション) 別のレコメンデーションにレコメンデーションをエクスポートするには、[Add 

Region] を選択しますAWS リージョン。
d. (オプション) 特定のリージョンと S3 バケット名の横にある [Remove] 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ス) には、すべてのエクスポート

ファイルの宛先である 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。日付プレフィックス (例:2020/april)、リソースタイプのプレフィックス (例:ec2-
instances)、または両方の組み合わせ (例:2020/april/ec2-instances) を指定できます。

5. [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、レコメンデーション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レコメンデーションを含める
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. 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するには、Graviton アーキテク
チャaws-arm64 (AWSGraviton に基づくレコメンデーションに基づくレコメンデーションをエク
スポートします。それ以外の場合は、[最新]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、レコメンデーションのエクスポートに含めるレコメンデーション
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. 94)」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、[エクスポート] を選択します。また
は、エクスポートジョブを作成せずに「推奨事項」ページに戻るには、「キャンセル」を選択しま
す。エクスポートジョブ構成をキャンセルすると、構成は削除されます。

Note

AWS リージョン複数のレコメンデーションを一度にエクスポートする場合、それらは別々
のエクスポートジョブとして扱われ、それらは別々のエクスポートジョブとして扱われま
す。Compute Optimizer はそれら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
の開始に失敗すると、「エクスポートの推奨事項」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引き続き処理されます。ただし、再度開始する前に、失敗
したジョブのエラーを解決する前に、失敗したジョブのエラーを解決する必要があります。

レコメンデーションのエクスポートジョブが完了するまでに数時間かかる場合があります。[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、「エク
スポートジョブの表示 (p. 93)」を参照してください。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。以下に、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
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トキーの例を示します。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、「エクスポートされたファイル (p. 94)」を参照してください。

s3://<BucketName>/<OptionalPrefix>/compute-
optimizer/<AccountId>/<AWSRegion>-<CreatedTimestamp>-<UniqueJobID>.csv

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

例:

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

s3://compute-optimizer-exports/ec2-instance-recommendations/compute-
optimizer/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。

• Queued-エクスポートジョブはまだ開始されていません。進行できるレコメンデーションエクス
ポートジョブは、各リソースタイプ、および各リソースタイプにつき 1 つだけですAWS リージョ
ン。

• 進行中-エクスポートジョブは開始されましたが、完了していません。エクスポートジョブは、完了
するまでに数分から数時間かかる場合があります。これは、エクスポートジョブに含まれるレコメ
ンデーションとフィールドの数によって異なります。

• 完了-エクスポートジョブが完了しました。エクスポートジョブが完了すると、エクスポートジョブ
ごとに、エクスポート先である Amazon S3 バケット内のエクスポートする CSV ファイルへのリン
クが表示されます。

• 処理できませんでした - エクスポートジョブを開始または完了できませんでした。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失敗した理由に
関する補足情報が表示されます。例えば、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、エクスポートに失敗した可能性があります。問題を解決したら、レコメン
デーションをもう一度エクスポートしてみます。詳細については、「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. 148)」を参照してください。

3. このページでは、次のアクションを実行できます。

• S3 バケットにアクセスするには、完了したジョブのエクスポート先リンクを選択してください。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。

• 失敗したエクスポートジョブの理由を表示するには、右にスクロールしてください。失敗の理由を
使用して、エクスポートジョブが完了しない要因を特定します。

93

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/


AWS Compute Optimizer ユーザーガイド
エクスポートされたファイル

エクスポートされたファイル
推奨事項は CSV ファイルで、メタデータは JSON ファイルで、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
ができるすべてのレコメンデーション列を示します。

次の表の 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ています。[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 ファイルに記載された列の名前を表します。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、CSV ファイルのレコメンデーションデータ列に
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。例えば、[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

デフォルトでは、すべてのエクスポートファイルには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-リソースに対してレコメンデーションが生成されなかった場合のレコメンデーショ

ンが生成されなかった場合のレコメンデーションが生成されなかった場合のエラーコード。
• errorMessage - [errorCode] 列に表示される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 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、[Account ID] 列としてCompute 
Optimizer コンソールの EC2 インスタンスのレコ
メンデーション、およびインスタンスの詳細ペー
ジに表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Account ID]、[エクスポー
トする] accountIdファイルでは [Account ID] とラ
ベルが付けられています。

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、Compute Optimizer コンソー
ルの EC2 インスタンスのレコメンデーション、
およびインスタンスの詳細ページで [Current 
instance type] (現在のインスタンスタイプ) 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは、[Current instance type]、
[エクスポートCSV] currentInstanceTypeファイル
では [Instance type] とラベルが付けられていま
す。
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API フィールド名 説明

CurrentMemory 現在のインスタンスのメモリ

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページに
[Memory] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページ
では [Current memory]、[エクスポートする]
current_memoryファイルでは [Current memory] と
ラベルが付けられています。

CurrentNetwork 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、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページに
[Network] 列として表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Current]、
[エクスポートする] current_networkファイルでは 
[Current] とラベルが付けられています。

CurrentOnDemandPrice 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Current On-Demand price] 列として表示
されます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current On-demand price]、[エクス
ポートCSV] current_onDemandPriceファイルでは 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current

CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice リザーブドインスタンス、現在のインスタンスの
前払いなしの年間スタンダード料金 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、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスのレコメンデー
ション] ページに [Current 1-year RI price]
列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current 1-year RI price]、[エクスポートCSV]
current_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Urent 1-year RI price] とラベルが付けら
れています。
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API フィールド名 説明

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice リザーブドインスタンス、現在のインスタンスの
前払いなしの 3 年間のスタンダード料金 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、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスのレコメンデー
ション] ページに [Current 3-year RI price]
列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current 3-year RI price]、[エクスポートCSV]
current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Enrent 3-year RI price] とラベルが付け
られています。

CurrentStorage 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、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページに
[Storage] 列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Current 
storage]、[エクスポートする] current_storageファ
イルでは [Current storage] とラベルが付けられて
います。

CurrentVCpus 現在のインスタンスの vCPUs の数

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページに
[vCPUs] 列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Current 
vCPUs]、[エクスポートする] current_vcpusファイ
ルでは [Current vCPU] とラベルが付けられていま
す。

Finding 現在のインスタンスの分類検索 インスタンスは、
[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、「インスタンスの分類検索 (p. 58)」を参照し
てください。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Finding] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Finding]、[エクスポートする] findingファイルでは 
[Finding] とラベルが付けられています。
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FindingReasonCodes 分類された要因は、現在のインスタンスのどの仕
様が十分にプロビジョニングされていなかった
か、あるいは過剰にプロビジョニングされている
かを説明します。仕様には、CPU、メモリ IOPS 
ボリュームスループット、EBS ボリュームスルー
プット、EBS ボリュームスループット、EBS ボ
リュームスループット、EBS ボリュームスルー
プット、EBS ボリュームスループット、EBS ボ
リュームスループット、EBS ボリュームスルー
プット packets-per-second

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Finding reasons] 列として表示されま
す。このフィールドには、Compute Optimizer コ
ンソールのエクスポートレコメンデーションペー
ジや <code>CSV ファイルのエクスポートと同様
にfindingReasonCodes_、「理由コード」という
ラベルが付いています。ラベルの <code> の部分
は、プロビジョニングが過剰/不足であるインスタ
ンスの仕様 (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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Instance 
ARN]、[エクスポートする] instanceArnファイルで
は [Instance ARN] とラベルが付けられています。

InstanceState レコメンデーションが生成されたときのインスタ
ンスの状態。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスのレコメンデー
ション]、および詳細ページに [Recommended] 
列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで
は [Recommendation instance status]、[エ
クスポートCSV] instanceArnファイルでは 
[Recommendationinstance] とラベルが付けられて
います。
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InstanceName 現在のインスタンスの名前

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Instance name] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは [Instance]、[エクスポートする]
instanceNameファイルでは [Instance] とラベルが
付けられています。

LastRefreshTimestamp リソー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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[Last 
refresh timestamp]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
lastRefreshTimestamp_UTCページでは [Last 
refresh timestamp] とラベル

LookbackPeriodInDays Compute Optimizer がレコメンデーションを生成
するために現在のインスタンスからのメトリクス
データを分析した日数

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[エクス
ポートCSV] ファイルでは [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは、[Lookback period
lookBackPeriodInDaysin days]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [

RecommendationOptionsInstanceType 現在の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、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Recommended instance type] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommendation 
options Instance type]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__instanceTypeファイ
ルでは [Recommendation options Instance type] と
ラベルが付けられています。
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RecommendationOptionsMemory 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、Compute Optimizer コ
ンソールの [EC2 インスタンスの詳細] ペー
ジに [Memory] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options memory]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__memoryファイルでは 
[Recommendation options memory] とラベルが付
けられています。

RecommendationOptionsNetwork 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またはデー
タ転送速度です。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [EC2 インスタンスの詳細] ペー
ジに [Network] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options network]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__networkファイルでは 
[Recommendation options network] とラベルが付
けられています。

RecommendationOptionsOnDemandPrice 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Recommended On-Demand price] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Recommendation options 
On-Demand price]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__onDemandPriceファ
イルでは [recommendation options On-Demand 
price] とラベルが付けられています

RecommendationOptionsPerformanceRisk 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、Compute Optimizer コ
ンソールの [EC2 インスタンスの詳細] ペー
ジに [Performance risk] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクス
ポート] ページでは [Recommendation options 
performance risk]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__performanceRiskファ
イルでは [recommendation options performance 
risk] とラベルが付けられています。
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RecommendationOptionsPlatformDifferences [Platform differences] 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。推奨するインスタンスタ
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、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページに
[Platform differences] 列として表示されます。
このフィールドには、Compute Optimizer コン
ソールのレコメンデーションのエクスポート
ページや CSV ファイルのエクスポートと同様に
recommendationOptions__platformDifferences_、
レコメンデーションオプションプラット
フォームの違いというラベルが付いていま
す<rank><difference>。<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
プとで異なる設定を識別します。

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximumインスタンスレコメンデーションの予測される
最大 CPU 使用率のメトリクス 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最大の CPU 使用率を
定義します。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの EC2 インスタンスの詳細 ペー
ジの [CPU utilization (percent)] メトリクス
グラフ上でオーバーレイとして表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options projected utilization metrics CPU 
maximum]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUMファ
イルでは [recommendation options projected 
utilization metrics CPU maximum] とラベルが付け
られています。
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RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximumインスタンスレコメンデーションの予測される最
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最大のメモリ使用率を定
義します。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページ
の [Memory utilization (percent)] メトリクス
グラフ上でオーバーレイとして表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options projected utilization metrics memory 
maximum]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMファ
イルでは [Recommendation options projected 
utilization metrics memory maximum] とラベルが付
けられています。

RecommendationOptionsStandardOneYearNoUpfrontReservedPriceリザーブドインスタンス、インスタンスレコメン
デーションの前払いなしの年間スタンダード料金

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Recommended 1-year RI price] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Recommended options 
1-year RI price]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__standardOneYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Recommended options 1-year RI price] 
とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsStandardThreeYearNoUpfrontReservedPriceリザーブドインスタンス、インスタンスレコメン
デーションの前払いなしの3 年間のスタンダード料
金

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Recommended 3-year RI price] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Recommended options 
3-year RI price]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Recommended options 3-year RI price] 
とラベルが付けられています。
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RecommendationOptionsStorage 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、Compute Optimizer コ
ンソールの [EC2 インスタンスの詳細] ペー
ジに [Storage] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options storage]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__storageファイルでは 
[Recommendation options storage] とラベルが付け
られています。

RecommendationOptionsVcpus 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、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスの詳細] ページに
[vCPUs] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Recommendation options vCPUs]、[<rank>エクス
ポートCSV] recommendationOptions__vcpusファ
イルでは [Recommendation options vCPUs] とラベ
ルが付けられています。

RecommendationsSourcesRecommendationSourceArn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
フィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [レコメンデーションのエクス
ポート] ページでは [Recommendation 
source ARN]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationsSources__recommendationSourceArnファ
イルでは [Recommendation source ARN] とラベル
が付けられています。

RecommendationsSourcesRecommendationSourceType現在のリソースのリソースタイプ (例えば、インス
タンス)。

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
フィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [レコメンデーションのエクス
ポート] ページでは [Recommendation 
source type]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationsSources__recommendationSourceTypeファ
イルでは [Recommendation source type] とラベル
が付けられています。
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UtilizationMetricsCpuMaximum 現在のインスタンスのルックバック期間中の最大 
CPU 使用率メトリクス (最大 14 日間)。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [CPU utilization (percent)] グラフとし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーショ
ンのエクスポート] ページでは、[Utilization 
metrics CPU maximum]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMファイルでは 
[Utilization metrics CPU maximum] とラベルが付け
られています。

UtilizationMetricsDiskReadBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスの読み取り最大バイト数/
秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [Disk read (MiB/second)] グラフとし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページで、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは、[Utilization metrics disk read 
bytes per second (second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [U

UtilizationMetricsDiskReadOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスのディスク読み取りオペ
レーションの最大数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Disk read (operations/second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics disk read operations 
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsDiskWriteBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) 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/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [Disk write (MiB/second)] グラフとし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページで、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは、[Utilization metrics disk write 
bytes per second (second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [U
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UtilizationMetricsDiskWriteOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスのディスク書き込みオペ
レーションの最大数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Disk write (operations/second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics disk write operations 
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsEbsReadBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中(最大 14 日間) に観測されたイ
ンスタンスにアタッチされたボリュームの 読み取
り最大バイト数/秒

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [EBS read bandwidth (MiB/second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics EBS read bytes per 
second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS read bandwidth
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsEbsReadOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中(最大 14 日間) に観測されたの
インスタンスにアタッチされたボリュームの読み
取りオペレーション最大数/秒

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [EBS read operations (per second)]
グラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Utilization metrics EBS read operations per 
second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS read operations 
per second] とラベルが付けられています。
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UtilizationMetricsEbsWriteBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測された
インスタンスにアタッチされたボリュームの書き
込み最大バイト数/秒

このフィールドは、[EC2 インスタンスの
詳細] ページに [EBS write bandwidth (MiB/
second)]グラフとして表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics EBS write bytes 
per second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS write bytes per 
second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsEbsWriteOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測された
インスタンスにアタッチされたボリュームの書き
込みオペレーションの最大数/秒

このフィールドは、 [EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [EBS write operations (per second)]
グラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Utilization metrics EBS write operations per 
second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS write operations 
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsMemoryMaximum ルックバック期間中(最大 14 日間) に観測された現
在のインスタンスの最大メモリ使用率メトリクス

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [Memory utilization (percent)] グラフと
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページでは、[Utilization metrics 
memory maximum]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMページでは 
[Utilization metrics memory maximum]

UtilizationMetricsNetworkInBytesPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスの最大ネットワークバイ
ト数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [Network in (MiB/second)] グラフとし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページでは、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [レコメンデーションのエクスポート]
utilizationMetrics_NETWORK_IN_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMペー
ジでは、[Utilization metrics network] とラベルが付
けられています。
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API フィールド名 説明

UtilizationMetricsNetworkOutBytesPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) 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/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの
詳細] ページに [Network out (MiB/second)]
グラフとして表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Utilization metrics network 
out bytes per second]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_OUT_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network out bytes per 
second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsNetworkPacketsInPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測された
現在のインスタンスのネットワークパケットの最
大数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Network out (MiB/second)] グ
ラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics Network packets per 
second (maximum)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_IN_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network packets per 
second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsNetworkPacketsOutPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) 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/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Network out (MiB/second)] グ
ラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics Network packets per 
second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_OUT_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network packets per 
second] とラベルが付けられています。
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API フィールド名 説明

EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetricsレコメンデーションに記載された拡張インフラス
トラクチャメトリクスの推奨プリファレンスのス
テータス [Active] ステータス は、レコメンデー
ションが更に長い 3 か月のルックバック期間を検
討していることを示します [Inactive] ステータス
は、レコメンデーションが更に長いルックバック
期間をまだ検討していないことを示します。詳細
については、「拡張インフラストラクチャメトリ
クス (p. 33)」を参照してください。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [EC2 インスタンスのレコメンデーショ
ン] ページに [Effective enhanced infrastructure 
metrics] 列として表示されます。Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページで、このフィールドは、
[Effective recommendation preferences enhanced 
infrastructure metrics]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Effective recommendation preferences 
enhanced infrastructure metrics]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics。

EffectiveRecommendationPreferencesExternalMetricsSourceレコメンデーションに記載された外部メトリクス
の推奨事項の推奨プリファレンスの推奨プリファ
レンスの推奨プリファレンスの推奨プリファレン
スの 詳しくは、「外部指標の取り込み」を参照し
てください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Effective recommendation 
preferences 外部metrics source]、[エク
スポートCSV] ファイル形式では [エクス
ポートCSV] とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesExternalMetricsSource。

EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitecturesEC2 インスタンスレコメンデーションの CPU ベ
ンダーおよびアーキテクチャ

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィールド
は、[Effective recommendation preferences CPU 
vendor architectures]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Effective recommendation preferences 
CPU vendor architectures]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures。
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API フィールド名 説明

CurrentPerformanceRisk 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [EC2 インスタンスのレコメンデーション] 
ページに [Current performance risk] 列として表示
されます。Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Current performance risk]、[エク
スポート CSV] ファイルでは [エクスポート] ファ
イルでは [エクスポート] ファイルでは [] とラベル
が付けられていますCurrentPerformanceRisk。

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageインスタンスに Compute Optimizer のレコメン
デーションを取り入れることにより見積もりされ
る月間コストの削減割合 (パーセンテージ)。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options savings 
ountage]、[エクスポートCSV] ファイルで
は [エクスポート] とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency月間削減額の見積もりの通貨

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue月間削減額の見積もり値

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。
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API フィールド名 説明

EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypesレコメンデーションに記載された推定されるワー
クロードタイプレコメンデーションの推奨プリ
ファレンスの推奨プリファレンスの推奨プリファ
レンスの推奨プリファレンスの推奨プリファレン
スの 詳細については、「推定ワークロードタイ
プ (p. 42)」を参照してください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Effective recommendation 
preferences 推測ワークロードタイプ]、[エ
クスポートCSV] ファイルでは [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Effective recommendation 
preferences estimated]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes。

InferredWorkloadTypes 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、「推定されるワーク
ロードタイプ (p. 62)」を参照してください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィールド
は、[Inferred memory type]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [エクスポート] ファイルでは [エクス
ポート] ファイルでは [] とラベルが付けられていま
すInferredWorkloadTypes。

RecommendationOptionsMigrationEffort 現在のインスタンスタイプから推奨されるインス
タンスタイプから推奨されるインスタンスタイプ
に移行するために必要となる可能性のあるインス
タンスタイプから推奨されるインスタンスタイプ
から推奨される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 詳細については、
「推定されるワークロードタイプ (p. 62)」を参照
してください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options migration
duration]、[エクスポートCSV] ファイルで
は [エクスポート] とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsMigrationEffort。

Auto Scaling group recommendation fields

API フィールド名 説明

AccountId 現在の Auto Scaling グループが作成されている ア
カウント ID。
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API フィールド名 説明
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーション]
及び[グループの詳細] ページに [Account ID]列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Account ID]、[エクスポー
トする] accountIdファイルでは [Account ID] とラ
ベルが付けられています。

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Auto Scaling group ARN]、[エクスポートCSV]
autoScalingGroupArnファイルでは [Uto Scaling 
group ARN] とラベルが付けられています。

AutoScalingGroupName Auto Scaling グループの名前

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーション]
ページに [Auto Scaling group name] 列として表示
されます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Auto Scaling group name]、[エクス
ポート CSV] autoScalingGroupNameファイルでは 
[Uto Scaling group name] とラベルが付けられてい
ます。

CurrentConfigurationDesiredCapacity 現在の Auto Scaling グループに必要とされる容量

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Auto Scaling グループのレコメ
ンデーション]ページに [Desired number of 
instances] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページ
では、[Current price]、[エクスポートCSV]
currentConfiguration_desiredCapacityファイルでは 
[Urent price] とラベルが付けられています。

CurrentConfigurationInstanceType 現在の Auto Scaling グループ内にあるインスタン
スのインスタンスタイプ

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーション]
ページに [Current instancce type] 列として表示さ
れます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current instance type]、[エクスポー
トCSV] currentConfiguration_instanceTypeファイ
ルでは [Instance type] とラベルが付けられていま
す。
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API フィールド名 説明

CurrentConfigurationMaxSize 現在の Auto Scaling グループの最大サイズ

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーション]
ページに [Current maximum size]列として表示され
ます。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current maximum size]、[エクスポー
トCSV] currentConfiguration_maxSizeファイルで
は [Indurent maximum size] とラベルが付けられて
います。

CurrentConfigurationMinSize 現在の Auto Scaling グループの最小サイズ

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーション]
ページに [Current minimum size] 列として表示され
ます。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current maximum size]、[エクスポー
トCSV] currentConfiguration_minSizeファイルでは 
[Indurent maximum size] とラベルが付けられてい
ます。

CurrentMemory 現在の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
メモリ

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ペー
ジに [Memory] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは [Current memory]、[エクスポートする]
current_memoryファイルでは [Current memory] と
ラベルが付けられています。

CurrentNetwork 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、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ページに
[Network]列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Current]、
[エクスポートする] current_networkファイルでは 
[Current] とラベルが付けられています。
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API フィールド名 説明

CurrentOnDemandPrice 現在の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
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、Compute Optimizer コンソー
ルの[Auto Scaling グループのレコメンデーション] 
ページに [Current On-Demand price] 列として表示
されます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current On-demand price]、[エクス
ポートCSV] current_onDemandPriceファイルでは 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current

CurrentStandardOneYearNoUpfrontReservedPrice リザーブドインスタンス、現在の Auto Scaling グ
ループ内にあるインスタンスの前払いなしの年間
スタンダード料金 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、Compute Optimizer コ
ンソールの[Auto Scaling グループのレコメ
ンデーション] ページに [Current 1-year RI 
price] 列として表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current 1-year RI price]、[エクスポートCSV]
current_standardOneYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Urent 1-year RI price] とラベルが付けら
れています。

CurrentStandardThreeYearNoUpfrontReservedPrice リザーブドインスタンス、現在の Auto Scaling グ
ループ内にあるインスタンスの前払いなしの 3 年
間のスタンダード料金 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、Compute Optimizer コ
ンソールの [Auto Scaling グループのレコメ
ンデーション] ページに [Current 3-year RI 
price] 列として表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current 3-year RI price]、[エクスポートCSV]
current_standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Enrent 3-year RI price] とラベルが付け
られています。
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CurrentStorage 現在の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
ローカルストレージボリューム

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ページに
[Storage] 列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Current 
storage]、[エクスポートする] current_storageファ
イルでは [Current storage] とラベルが付けられて
います。

CurrentVCpus 現在の Auto Scaling グループ内にあるインスタン
スの vCPUs の数

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ページに
[vCPUs] 列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Current 
vCPUs]、[エクスポートする] current_vcpusファイ
ルでは [Current vCPU] とラベルが付けられていま
す。

Finding 現在の Auto Scaling グループの結果の分類 Auto 
Scaling グループは、最適化されている、または
最適化されている、に分類できます。詳細につ
いては、「Auto Scaling グループの分類を見つ
ける (p. 71)」を参照してください。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの[Auto 
Scaling グループのレコメンデーション] ページに
[Finding] 列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Finding]、
[エクスポートする] findingファイルでは [Finding] 
とラベルが付けられています。

LastRefreshTimestamp Auto Scaling グループのレコメンデーション最終
更新時のタイムスタンプ

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[Last 
refresh timestamp]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
lastRefreshTimestampページでは [Last refresh 
timestamp] とラベル
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API フィールド名 説明

LookbackPeriodInDays Compute Optimizer がレコメンデーションを生成
するために現在の Auto Scaling グループからメト
リクスデータを分析した日数

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[エクス
ポートCSV] ファイルでは [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは、[Lookback period
lookBackPeriodInDaysin days]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [

RecommendationOptionsConfigurationDesiredCapacityAuto Scaling グループのレコメンデーションに必
要とされる容量

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ページ
に [Desired number of instances] 列として表示さ
れます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクス
ポート] ページでは [Recommendation options 
desired capacity]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__configuration_desiredCapacityファ
イルでは [recommendation options desired 
capacity] とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsConfigurationInstanceType Auto Scaling グループ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、Compute Optimizer コンソー
ルの[Auto Scaling グループのレコメンデーショ
ン] ページに [Recommendation instance type] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommendation 
options Instance type]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__configuration_instanceTypeファ
イルでは [Recommendation options Instance type] 
とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsConfigurationMaxSize 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、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ページに
[Maximum number of instances] 列として表示さ
れます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクス
ポート] ページでは [Recommendation options 
maximum size]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__configuration_maxSizeファ
イルでは [Recommendation options maximum size] 
とラベルが付けられています。
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API フィールド名 説明

RecommendationOptionsConfigurationMinSize 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、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ペー
ジに [Minimum number of instances] 列として
表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommendation 
options minimum size]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__configuration_minSizeファ
イルでは [Recommendation options minimum size] 
とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsMemory Auto Scaling グループのレコメンデーションのメ
モリ

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Auto Scaling グループの詳細] 
ページに [Memory] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options memory]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__memoryファイルでは 
[Recommendation options memory] とラベルが付
けられています。

RecommendationOptionsNetwork Auto Scaling グループ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、Compute Optimizer コ
ンソールの[Auto Scaling グループの詳細] 
ページに [Network] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options network]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__networkファイルでは 
[Recommendation options network] とラベルが付
けられています。

RecommendationOptionsOnDemandPrice 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーション] 
ページに [Recommended On-Demand price] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Recommendation options 
On-Demand price]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__onDemandPriceファ
イルでは [recommendation options On-Demand 
price] とラベルが付けられています

115



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

RecommendationOptionsPerformanceRisk 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、Compute Optimizer コン
ソールの[Auto Scaling グループの詳細] ペー
ジに [Performance risk] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクス
ポート] ページでは [Recommendation options 
performance risk]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__performanceRiskファ
イルでは [recommendation options performance 
risk] とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximumAuto Scaling グループレコメンデーションの予測
される最大 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最大の CPU 使
用率を定義します。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Auto Scaling グループの詳細] ペー
ジの [CPU utilization (percent)] メトリクス
グラフ上でオーバーレイとして表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options projected utilization metrics CPU 
maximum]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUMファ
イルでは [recommendation options projected 
utilization metrics CPU maximum] とラベルが付け
られています。

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximumAuto Scaling グループレコメンデーションの予測
される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最大のメモリ
使用率を定義します。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Auto Scaling グループの詳細] 
ページの [Memory utilization (percent)] メ
トリクスグラフ上でオーバーレイとして表
示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommendation 
options projected utilization metrics memory 
maximum]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMファ
イルでは [Recommendation options projected 
utilization metrics memory maximum] とラベルが付
けられています。
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RecommendationOptionsStandardOneYearNoUpfrontReservedPriceリザーブドインスタンス、Auto Scaling グループ
レコメンデーションの前払いなしの年間スタン
ダード料金

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの[Auto Scaling グループのレコメンデーショ
ン] ページに [Recommended 1-year RI price] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Recommended options 
1-year RI price]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__standardOneYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Recommended options 1-year RI price] 
とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsStandardThreeYearNoUpfrontReservedPriceリザーブドインスタンス、Auto Scaling グループ
レコメンデーションの前払いなしの 3 年間のスタ
ンダード料金

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループのレコメンデーショ
ン] ページに [Recommended 3-year RI price] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Recommended options 
3-year RI price]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__standardThreeYearNoUpfrontReservedPriceファ
イルでは [Recommended options 3-year RI price] 
とラベルが付けられています。

RecommendationOptionsStorage 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、Compute Optimizer コ
ンソールの [Auto Scaling グループの詳細] 
ページに [Storage] 列として表示されます。
このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options storage]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__storageファイルでは 
[Recommendation options storage] とラベルが付け
られています。

RecommendationOptionsVcpus 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、Compute Optimizer コン
ソールの [Auto Scaling グループの詳細] ページ
に [Storage] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Recommendation options vCPUs]、[<rank>エクス
ポートCSV] recommendationOptions__vcpusファ
イルでは [Recommendation options vCPUs] とラベ
ルが付けられています。
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UtilizationMetricsCpuMaximum ルックバック期間中 (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 使用率メトリクス。

このフィールドは、[Auto Scaling グループの詳
細] ページに [CPU utilization (percent)] グラフと
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーショ
ンのエクスポート] ページでは、[Utilization 
metrics CPU maximum]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMファイルでは 
[Utilization metrics CPU maximum] とラベルが付け
られています。

UtilizationMetricsDiskReadBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスの読み取り最大バイト数/
秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [Disk read (MiB/second)] グラフとし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページで、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは、[Utilization metrics disk read 
bytes per second (second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [U

UtilizationMetricsDiskReadOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスのディスク読み取りオペ
レーションの最大数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Disk read (operations/second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics disk read operations 
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsDiskWriteBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) 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/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳細] 
ページに [Disk write (MiB/second)] グラフとし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページでは、[Utilization metrics 
Disk write bytes per second]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics disk write bytes per 
second] とラベルが付けられています。
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UtilizationMetricsDiskWriteOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスのディスク書き込みオペ
レーションの最大数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Disk write (operations/second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_DISK_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics disk write operations 
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsEbsReadBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (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最大読み取りバイ
ト数/秒。

このフィールドは、[Auto Scaling グループ
の詳細] ページに [EBS read bandwidth (MiB/
second)]グラフとして表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics EBS read bytes 
per second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_READ_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS read bandwidth
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsEbsReadOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (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読み取りオペレー
ションの最大数/秒

このフィールドは、[Auto Scaling グループ
の詳細] ページに [EBS read operations (per 
second)] グラフとして表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics EBS read operations 
per second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_READ_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS read operations 
per second] とラベルが付けられています。
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UtilizationMetricsEbsWriteBytesPerSecondMaximum ルックバック期間中 (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最大書き込みバイ
ト数/秒。

このフィールドは、[Auto Scaling グループ
の詳細] ページに [EBS write bandwidth (MiB/
second)] グラフとして表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics EBS write bytes 
per second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_WRITE_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS write bytes per 
second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsEbsWriteOpsPerSecondMaximum ルックバック期間中 (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書き込みオペレー
ションの最大数/秒。

このフィールドは、[Auto Scaling グループ
の詳細] ページに [EBS write operations (per 
second)] グラフとして表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics EBS write operations 
per second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_EBS_WRITE_OPS_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics EBS write operations 
per second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsMemoryMaximum ルックバック期間中 (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クス。

このフィールドは、Auto Scaling グループの詳細
ページに [Memory utilization (percent)] グラフと
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページでは、[Utilization metrics 
memory maximum]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMページでは 
[Utilization metrics memory maximum]
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UtilizationMetricsNetworkInBytesPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在のインスタンスの最大ネットワークバイ
ト数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Network in (MiB/second)] グ
ラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Utilization metrics network]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_IN_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network] とラベルが付
けられています。

UtilizationMetricsNetworkOutBytesPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) 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/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの
詳細] ページに [Network out (MiB/second)]
グラフとして表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Utilization metrics network 
out bytes per second]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_OUT_BYTES_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network out bytes per 
second] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsNetworkPacketsInPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測された
現在のインスタンスのネットワークパケットの最
大数/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Network out (MiB/second)] グ
ラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics Network packets per 
second (maximum)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_IN_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network packets per 
second] とラベルが付けられています。
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UtilizationMetricsNetworkPacketsOutPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) 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/秒。

このフィールドは、[EC2 インスタンスの詳
細] ページに [Network out (MiB/second)] グ
ラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics Network packets per 
second (per second)]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_NETWORK_PACKETS_OUT_PER_SECOND_MAXIMUMファ
イルでは [Utilization metrics network packets per 
second] とラベルが付けられています。

EffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetricsレコメンデーションに記載された拡張インフラス
トラクチャメトリクスの推奨プリファレンスのス
テータス [Active] ステータス は、レコメンデー
ションが更に長い 3 か月のルックバック期間を
検討していることを示します [Inactive] ステータ
スは、レコメンデーションが更に長いルックバッ
ク期間を考慮していないレコメンデーションが付
けられていることを示します。詳細については、
「拡張インフラストラクチャメトリクス (p. 33)」
を参照してください。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Auto Scaling グループレコメンデーショ
ン] ページに [Effective enhanced infrastructure 
metrics] 列として表示されます。Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションの
エクスポート] ページで、このフィールドは、
[Effective recommendation preferences enhanced 
infrastructure metrics]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Effective recommendation preferences 
enhanced infrastructure metrics]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesEnhancedInfrastructureMetrics。

EffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitecturesAuto Scaling グループレコメンデーションの CPU 
ベンダーおよびアーキテクチャ

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィールド
は、[Effective recommendation preferences CPU 
vendor architectures]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Effective recommendation preferences 
CPU vendor architectures]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesCpuVendorArchitectures。
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CurrentPerformanceRisk 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、Compute Optimizer コンソー
ルの[Auto Scaling グループレコメンデーション] 
ページに [Current performance risk] 列として表示
されます。Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Current performance risk]、[エク
スポート CSV] ファイルでは [エクスポート] ファ
イルでは [エクスポート] ファイルでは [] とラベル
が付けられていますCurrentPerformanceRisk。

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageAuto Scaling グループに Compute Optimizer のレ
コメンデーションを取り入れることにより推定さ
れる月次コストの削減割合 (パーセンテージ)。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options savings 
ountage]、[エクスポートCSV] ファイルで
は [エクスポート] とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency月間削減額の見積もりの通貨

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue月間削減額の見積もり値

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。
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EffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypesレコメンデーションに記載された推定されるワー
クロードタイプレコメンデーションの推奨プリ
ファレンスの推奨プリファレンスの推奨プリファ
レンスの推奨プリファレンスの推奨プリファレン
スの 詳細については、「推定ワークロードタイ
プ (p. 42)」を参照してください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Effective recommendation 
preferences 推測ワークロードタイプ]、[エ
クスポートCSV] ファイルでは [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Effective recommendation 
preferences estimated]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [とラベルが付けられていま
すEffectiveRecommendationPreferencesInferredWorkloadTypes。

InferredWorkloadTypes Compute Optimizer によって検出された、Auto 
Scaling グループ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、「推定されるワークロードタイプ (p. 62)」を
参照してください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィールド
は、[Inferred memory type]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [エクスポート] ファイルでは [エクス
ポート] ファイルでは [] とラベルが付けられていま
すInferredWorkloadTypes。

RecommendationOptionsMigrationEffort 現在のインスタンスタイプから推奨されるインス
タンスタイプから推奨されるインスタンスタイプ
に移行するために必要となる可能性のあるインス
タンスタイプから推奨されるインスタンスタイプ
から推奨される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 詳細については、
「推定されるワークロードタイプ (p. 62)」を参照
してください。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options migration
duration]、[エクスポートCSV] ファイルで
は [エクスポート] とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsMigrationEffort。

EBS ボリュームレコメンデーションフィールド

API フィールド名 説明

AccountId 現在の EBS ボリュームが作成されたAWSアカウン
ト ID。
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このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] および [ボリュームの詳細] ページに [Account 
ID] 列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Account 
ID]、[エクスポートする] accountIdファイルでは 
[Account ID] とラベルが付けられています。

CurrentConfigurationVolumeBaselineIOPS 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 (IOPS)。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon EBSボリュームレコ
メンデーション] ページに [Current IOPS]
列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current baseline IOPS]、[エクスポートCSV]
CurrentConfigurationVolumeBaselineIOPSファイ
ルでは [Urenrent baseline IOPS] とラベルが付けら
れています。

CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughput 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、Compute Optimizer コン
ソールの [Amazon EBSボリュームレコメンデー
ション] ページに [Current throughput] 列として
表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーショ
ンのエクスポート] ページでは、[Current 
baseline throughput]、[エクスポートCSV]
CurrentConfigurationVolumeBaselineThroughputファ
イルでは [Urenrent baseline throughput] とラベル
が付けられています。

CurrentConfigurationVolumeBurstIOPS 現在の EBS ボリュームの 1 秒あたりのバースト入
力/出力オペレーション (IOPS)。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Amazon EBSボリュームの詳細] ペー
ジに [Burst IOPS] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では、[Current burst IOPS]、[エクスポートCSV]
CurrentConfigurationVolumeBurstIOPSファイルで
は [Urenrent burst IOPS] とラベルが付けられてい
ます。
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API フィールド名 説明

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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームの詳細] ページに
[Burst throughput] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは、
[Current burst throughput]、[エクスポートCSV]
CurrentConfigurationVolumeBurstThroughputファ
イルでは [Urenrent burst throughput] とラベルが付
けられています。

CurrentConfigurationVolumeSize 現在の EBS ボリュームの最新のサイズ (GB)

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] ページに [Current size] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current volume size]、[エクスポート
CSV] CurrentConfigurationVolumeSizeファイルで
は [Urenrent volume size] とラベルが付けられてい
ます。

CurrentConfigurationVolumeType 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーション] 
ページに [Current volume type] 列として表示され
ます。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current volume type]、[エクスポート
CSV] CurrentConfigurationVolumeTypeファイルで
は [Urenrent volume type] とラベルが付けられてい
ます。

CurrentMonthlyPrice 現在の EBS ボリュームの最新の月額料金

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーション] 
ページに [Current monthly price] 列として表示され
ます。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current monthly price]、[エクスポー
トCSV] ファイルでは [レコメンデーションのエク
スポート] currentMonthlyPriceページでは [Current 
monthly price]
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Finding 現在の EBS ボリュームの分類検索 EBS ボリュー
ムは、[最適化済み] または [最適化されていな
い] と分類できます。詳細については、「EBS ボ
リューム分類検索 (p. 77)」を参照してください。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] ページに [Finding] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページで
は [Finding]、[エクスポートする] findingファイル
では [Finding] とラベルが付けられています。

LastRefreshTimestamp EBSボリュームレコメンデーションの最終更新時
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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[Last 
refresh timestamp]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
lastRefreshTimestampページでは [Last refresh 
timestamp] とラベル

LookbackPeriodInDays Compute Optimizer がレコメンデーションを生成
するために現在の EBS ボリュームからメトリクス
データを分析した日数

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[Look-
back period in days]、[エクスポートCSV] ファイル
では [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では、[Look-back period lookBackPeriodInDaysin 
days]、

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineIOPSEBS 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 (IOPS)。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Amazon EBSボリュームレコメンデー
ション] ページに [Recommended IOPS] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
baseline IOPS]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBaselineIOPSファ
イルでは [Recommended baseline IOPS] とラベル
が付けられています。
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RecommendationOptionsConfigurationVolumeBaselineThroughputEBS 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] ページに [Recommended throughput] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
baseline throughput]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBaselineThroughputファ
イルでは [Recommended baseline throughput] と
ラベルが付けられています。

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstIOPSEBS ボリュームレコメンデーションの 1 秒あたり
のバースト入力/出力オペレーション (IOPS)。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon EBSボリュームの詳
細] ページに [Burst IOPS] 列として表示
されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
burst IOPS]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBurstIOPSファ
イルでは [Recommended burst IOPS] とラベルが
付けられています。

RecommendationOptionsConfigurationVolumeBurstThroughputEBS ボリュームレコメンデーションのボリューム
バーストスループット

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon EBSボリュームの詳
細] ページに [Burst throughput] 列として表
示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
burst throughput]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeBurstThroughputファ
イルでは [Recommended burst throughput] とラベ
ルが付けられています。

RecommendationOptionsConfigurationVolumeSize EBS ボリュームレコメンデーションの現在のサイ
ズ (GB)。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Amazon EBSボリュームレコメンデー
ション] ページに [Recommended size] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
volume size]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeSizeファ
イルでは [Recommended volume size] とラベルが
付けられています。
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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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] ページに [Recommended volume type] とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
volume type]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationVolumeTypeファ
イルでは [Recommended volume type] とラベルが
付けられています。

RecommendationOptionsMonthlyPrice 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] ページに [Recommended monthly price] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
monthly price]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__MonthlyPriceファイ
ルでは [Recommended monthly price] とラベルが
付けられています。

RecommendationOptionsPerformanceRisk 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームの詳細] ページに
[Performance risk] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Performance risk]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__performanceRiskファ
イルでは [Enformance risk] とラベルが付けられて
います。

UtilizationMetricsVolumeReadBytesPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在の EBS ボリュームの最大読み取りバイト
数/秒。

このフィールドは、[Amazon EBSボリュー
ムの詳細] ページに [Read bandwidth (KiB/
second)] グラフとして表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics EBS read bytes 
per second (maximum)]、[エクスポートCSV]
UtilizationMetricsVolumeReadBytesPerSecondMaximumファ
イルでは [Utilization metrics EBS read bytes per 
second (maximum)] とラベルが付けられていま
す。
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UtilizationMetricsVolumeReadOpsPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在の EBS ボリュームの最大読み取りオペ
レーションメトリクス/秒。

このフィールドは、[Amazon EBSボリュームの
詳細] ページに [Read operations (per second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics EBS read operations 
per second (maximum)]、[エクスポートCSV]
UtilizationMetricsVolumeReadOpsPerSecondMaximumファ
イルでは [Utilization metrics EBS read operations 
per second (maximum)] とラベルが付けられていま
す。

UtilizationMetricsVolumeWriteBytesPerSecondMaximumルックバック期間中 (最大 14 日間) に観測され
た、現在の EBS ボリュームの最大書き込みバイト
数/秒。

このフィールドは、[Amazon EBSボリュー
ムの詳細] ページに [Write bandwidth (KiB/
second)] グラフとして表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics EBS write bytes 
per second (maximum)]、[エクスポートCSV]
UtilizationMetricsVolumeWriteBytesPerSecondMaximumファ
イルでは [Utilization metrics EBS write bytes per 
second (maximum)] とラベルが付けられていま
す。

UtilizationMetricsVolumeWriteOpsPerSecondMaximumルックバック期間 (最大 14 日間) に観測された、
現在の EBS ボリュームの書き込みオペレーション
の最大数/秒

このフィールドは、[Amazon EBSボリュームの
詳細] ページに [Write operations (per second)]
グラフとして表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Utilization metrics EBS write operations 
per second (maximum)]、[エクスポートCSV]
UtilizationMetricsVolumeWriteOpsPerSecondMaximumファ
イルでは [Utilization metrics EBS write operations 
per second (maximum)] とラベルが付けられていま
す。
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RootVolume 起動時にインスタンスを起動するために使用され
るインスタンスがブートされるイメージが含まれ
ます。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームレコメンデーショ
ン] および [ボリュームの詳細] ページに [Root] 列と
して表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Root volume]、[エクス
ポートする] rootVolumeファイルでは [ラベルが付
けられています] とラベルが付けられています。

VolumeArn 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
は、Compute Optimizer コンソールの [ARN コメン
デーションのエクスポート] ページでは [EBS]、[エ
クスポートする] VolumeArnファイルでは [EBS]]] 
とラベルが付けられています。

CurrentPerformanceRisk 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、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon EBSボリュームのレコメンデーショ
ン] ページに [Current performance risk] 列として表
示されます。Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Current performance risk]、[エク
スポート CSV] ファイルでは [エクスポート] ファ
イルでは [エクスポート] ファイルでは [] とラベル
が付けられていますCurrentPerformanceRisk。

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageEBS ボリュームに対してCompute Optimizer のレ
コメンデーションを取り入れることにより推定さ
れる月次コストの削減割合 (パーセンテージ)。

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options savings 
ountage]、[エクスポートCSV] ファイルで
は [エクスポート] とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。
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RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency月間削減額の見積もりの通貨

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue月間削減額の見積もり値

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。

Lambda 関数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 現在の Lambda 関数が作成されたAWSアカウント 
ID。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] および 
[関数の詳細] ページに [Account ID] 列として表示
されます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは [Account ID]、[エクスポートする]
accountIdファイルでは [Account ID] とラベルが付
けられています。

CurrentConfigurationMemorySize 現在の Lambda 関数に設定されている最新のメモ
リ量 (MB)。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Lambda 関数のレコメンデーション] 
ページに [Current configured memory] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーショ
ンのエクスポート] ページでは、[Current 
configured memory]、[エクスポート CSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
CurrentConfigurationMemorySizeページでは 
[Current configured memory]
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CurrentConfigurationTimeout 現在の Lambda 関数に設定されている現在のタイ
ムアウト時間に設定されている最新のLambda 関
数に設定されているタイムアウト時間

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Lambda 関数のレコメンデーション] 
ページに [Timeout] 列として表示されます。
このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは [Timeout]、[エクスポートす
る] CurrentConfigurationTimeoutファイルでは 
[Timeout] とラベルが付けられています。

CurrentCostAverage 現在の Lambda 関数の平均現行コスト

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] ペー
ジに [Current cost (average)] 列として表示され
ます。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは、[Current cost (average)]、[エクス
ポートCSV] ファイルでは [レコメンデーションの
エクスポート] CurrentCostAverageページでは、
[Current cost (average)

CurrentCostTotal 現在の Lambda 関数の現行コスト (トータル)

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] ペー
ジに [Current cost] 列として記載されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では、[Current cost (total)]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [レコメンデーションのエクスポート]
CurrentCostTotalページでは、[Current cost (total)

Finding 現在の Lambda 関数の分類検索 Lambda 関数は、
[プロビジョニングの不足]、[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、「Lambda 関数の分類検索 (p. 81)」を参照し
てください。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] ページ
に [Finding] 列として記載されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Finding]、
[エクスポートする] findingファイルでは [Finding] 
とラベルが付けられています。
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FindingReasonCodes 現在の Lambda 関数の原因の検索 Lambda 関数
で、[メモリのプロビジョニング不足]、[メモリの
過剰プロビジョニング]、[データ不足]、または [原
因不明] の原因検索ができます。詳細については、
「Lambda の分類検索 (p. 81)」を参照してくださ
い。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Lambda 関数のレコメンデーション] 
ページに [Finding reason] 列として記載されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは [Finding]、[エクスポートする]
FindingReasonCodesファイルでは [Finding] とラ
ベルが付けられています。

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Function 
ARN]、[エクスポートする] FunctionArnファイルで
は [Function ARN] とラベルが付けられています。

FunctionVersion 現在の Lambda 関数のバージョン

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] ペー
ジに [Function version]列として記載されます。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Function version]、[エクスポートCSV]
FunctionVersionファイルでは [Unction version] と
ラベルが付けられています。

LastRefreshTimestamp Lambda 関数レコメンデーションの最終更新時の
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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[Last 
refresh timestamp]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
lastRefreshTimestampページでは [Last refresh 
timestamp] とラベル
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LookbackPeriodInDays Compute Optimizer がレコメンデーションを生成
するために現在の Lambda 関数からメトリクス
データを分析した日数

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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは、[Look-
back period in days]、[エクスポートCSV] ファイル
では [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では、[Look-back period lookBackPeriodInDaysin 
days]、

NumberOfInvocations 現在の Lambda 関数のルックバック期間中の呼び
出し回数

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数の詳細] ページに [Invocations 
(count)] グラフとして表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Number of invocations]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [レコメンデーションのエクスポー
ト] NumberOfInvocationsページでは [Number of 
invocations]、

RecommendationOptionsConfigurationMemorySize Lambda 関数レコメンデーションのメモリ量 (MB)

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] ペー
ジに [Recommended configured memory] とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
configured memory]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__ConfigurationMemorySizeファ
イルでは [Recommended configured memory] とラ
ベルが付けられています。

RecommendationOptionsCostHigh Lambda 関数レコメンデーションの上限コスト

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Lambda 関数のレコメンデーション] 
ページに [Recommended cost (high)] 列として
表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommended
cost (high)]、[<rank>エクスポートCSV]
RecommendationOptions__CostHighファイルで
は [Recommended cost (high)] とラベルが付けられ
ています。
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RecommendationOptionsCostLow Lambda 関数レコメンデーションの下限コスト

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Lambda 関数のレコメンデー
ション] ページに [Recommended cost (low)]
列として表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページでは 
[Recommended cost (low)]、[<rank>エクスポート
CSV] RecommendationOptions__CostLowファイ
ルでは [Recommended cost (low)] とラベルが付け
られています。

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationExpectedLambda 関数レコメンデーションの予測時間

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数の詳細] ページに [Projected 
duration (expected)] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda duration 
milliseconds]、[<rank>エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
RecommendationOptions__ProjectedUtilizationMetricsDurationExpectedペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda duration 
milliseconds

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationLowerBoundルックバック期間中に推奨する Lambda 関数を使
用した場合に、推奨する 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 関数のレコメンデーションオプショ
ンがイベントの処理に費やすと予測される時間の
幅を表します。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数の詳細] ページに [Projected 
duration (low)] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レコ
メンデーションのエクスポート] ページでは、
[Utilization metrics Lambda duration milliseconds 
(lower bound)]、[<rank>エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
RecommendationOptions__ProjectedUtilizationMetricsDurationLowerBoundペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda duration 
milliseconds (lower
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API フィールド名 説明

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsDurationUpperBoundルックバック期間中に推奨する Lambda 関数を使
用した場合に、推奨する 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 関数のレコメンデーションオプショ
ンがイベントの処理に費やすと予測される時間の
幅を表します。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数の詳細] ページに [Projected 
duration (high)] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは、
[Utilization metrics Lambda duration milliseconds 
(upper bound)]、[<rank>エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
RecommendationOptions__ProjectedUtilizationMetricsDurationUpperBoundペー
ジでは [Utilization metrics Lambda duration 
milliseconds (upper bound

UtilizationMetricsDurationAverage ルックバック期間中 (最大 14 日間)に観測された、
現在の Lambda 関数の平均の時間メトリクス。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Lambda 関数の詳細] ページに
[Duration (average)] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda duration 
milliseconds (average)]、[エクスポートCSV]
UtilizationMetricsDurationAverageファイルでは 
[Utilization metrics Lambda duration milliseconds 
(average)] とラベルが付けられています。

UtilizationMetricsDurationMaximum ルックバック期間中(最大 14 日間)に観測された、
現在の Lambda 関数の最大時間のメトリクス。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数の詳細] ページに [Duration 
(maximum)] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda duration 
milliseconds (maximum)]、[エクスポートCSV]
UtilizationMetricsDurationMaximumファイルでは 
[Utilization metrics Lambda duration milliseconds 
(maximum)] とラベルが付けられています。
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UtilizationMetricsMemoryAverage ルックバック期間中(最大 14 日間)に観測された、
現在の Lambda 関数のメモリ使用率メトリクス。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Lambda 関数の詳細] ページに [Used 
memory (average)] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [レコメンデーションのエクスポート] ペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda memory 
used MB (average)]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
UtilizationMetricsMemoryAverageページでは 
[Utilization metrics Lambda memory used MB 
(average

UtilizationMetricsMemoryMaximum ルックバック期間中(最大 14 日間)に観測された、
現在の Lambda 関数の最大メモリ使用率メトリク
ス。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数の詳細] ページに [Memory 
(maximum)] 列として表示されます。このフィール
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、[エクスポー
トCSV] ファイルでは [レコメンデーションのエク
スポート] UtilizationMetricsMemoryMaximumペー
ジでは、[Utilization metrics Lambda memory used 
MB (maximum)] とラベルが付けられています。

CurrentPerformanceRisk 現在の Lambda 関数のパフォーマンスパフォーマ
ンスリスクパフォーマンスパフォーマンスリスク
パフォーマンスパフォーマンスリスクレーティン
グ

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Lambda 関数のレコメンデーション] ページ
に [Current performance risk] 列として表示されま
す。Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Current performance risk]、[エクスポー
ト CSV] ファイルでは [エクスポート] ファイルで
は [エクスポート] ファイルでは [] とラベルが付け
られていますCurrentPerformanceRisk。

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageLambda 関数にCompute Optimizer のレコメンデー
ションを取り入れることにより推定される月次コ
ストの削減割合 (パーセンテージ)。

Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページで、この
フィールドは、[Recommendation options 
savings percentage]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Recommendation options savings 
percentage]、[エクスポートCSV] ファイル
では [Effective] とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentage。
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RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency月間削減額の見積もりの通貨

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポート
CSV] ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue月間削減額の見積もり値

Compute Optimizer コンソールの [レコメンデー
ションのエクスポート] ページで、このフィー
ルドは、[Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV] 
ファイルでは [とラベルが付けられていま
すRecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue。

[Fargate の Amazon ECS サービスでの Amazon ECS サービスのレコメンデー
ションフィールド]

API フィールド名 説明

AccountId Fargate で現在の Amazon ECSAWS サービスを作
成したアカウント ID。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスのレコメンデー
ション、および詳細ページに [Account ID] 列とし
て表示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーションのエ
クスポート] ページでは [Account ID]、[エクスポー
トする] accountIdファイルでは [ラベルが付られて
います] とラベルが付けられています。

ServiceArn 現在の Amazon ECS サービスの Amazon リソース
ネーム (ARN) アマゾンリソースネーム (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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメン
デーションのエクスポート] ページでは [Service 
ARN]、[エクスポートCSV] ファイルでは [エクス
ポートCSV] serviceArnファイルでは [ラベルが付
けられています。

LookbackPeriodInDays Compute Optimizer がレコメンデーションを生成
するために現在のサービスからメトリクスデータ
を分析した日数
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API フィールド名 説明
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
ドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Lookback period in days]、[エクスポー
トCSV] ファイルでは [レコメンデーションの
エクスポート] ページでは、[Lookback period
lookBackPeriodInDaysin days]、

LastRefreshTimestamp Amazon ECS サービスレコメンデーションが最後
に更新されたときのサービスレコメンデーション
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
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[Last refresh timestamp]、[エクスポートCSV]
lastRefreshTimestamp_UTCファイルでは [ラベル
が付けられています。

LaunchType 現在の Amazon ECS サービスのキャパシティプロ
バイダー。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスレコメンデーション] 
ページに [Launch] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Launch]、[エクスポートする] launchTypeファイル
では [Launch] とラベルが付けられています。

CurrentPerformanceRisk 現在の Amazon ECS サービスのパフォーマンス
パフォーマンスリスクパフォーマンスパフォーマ
ンスリスクパフォーマンスパフォーマンスリスク
レーティング

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスのレコメンデーショ
ン] ページに [Current] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では、[Current performance risk]、[エクスポート
CSV] CurrentPerformanceRiskファイルでは [ラベ
ルが付けられています。
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CurrentServiceConfigurationMemory 現在の Amazon ECS サービスタスクのメモリサイ
ズ。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスのレコメンデーショ
ン] ページに [Current] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Current configured memory]、[エクスポート
CSV] currentServiceConfiguration_memoryファイ
ルでは [ラベルが付けられています] とラベルが付
けられています。

CurrentServiceConfigurationCpu 現在の Amazon ECS サービスタスクの CPU サイ
ズ。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスのレコメンデーショ
ン] ページに [Current] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページで
は、[Current configured CPU]、[エクスポートCSV]
currentServiceConfiguration_cpuファイルでは [ラ
ベルが付けられています] とラベルが付けられてい
ます。

CurrentServiceConfigurationTaskDefinitionArn 現在の Amazon ECS サービスのタスク定義 
ARN。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスレコメンデーショ
ン] ページに [Task] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Task definition name]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
currentServiceConfiguration_taskDefinitionArnペー
ジでは [Task definition name]、[エクスポートCSV

CurrentServiceConfigurationAutoScalingConfiguration現在の Amazon ECS サービスの自動スケーリング
サービスの自動スケーリングの設定。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスの詳細ページに 
[Auto Scaling] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Auto Scaling configuration]、[エクスポートCSV]
currentServiceConfiguration_autoScalingConfigurationファ
イルでは [ラベルが付けられています] とラベルが
付けられています。

141



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

CurrentServiceContainerConfigurations 現在の Amazon ECS サービスタスクの現在のコン
テナ設定。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルのサービス詳細ページの「現在の設定と推奨コ
ンテナサイズの比較」テーブルに表示されます。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では [Configurationのレコメンデーションのエクス
ポート]、[ エクスポートする CSV ファイルには、
次のラベルが入力されます。

• currentServiceContainerConfiguration_#####
#_containerName

• currentServiceContainerConfiguration_#####
#_memory

• currentServiceContainerConfiguration_#####
#_memoryReservation

• currentServiceContainerConfiguration_#####
#_cpu

UtilizationMetricsCpuMaximum Amazon ECS サービスで使用される CPU キャパ
シティの最大パーセンテージ。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスの詳細ページに 
[CPU utilization] (percent)] グラフとして表示さ
れます。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは、[Compute Utilization maximum 
maximum CPU metrics]、[エクスポートCSV]
utilizationMetrics_CPU_MAXIMUMファイルでは [ラ
ベルが付けられています。

UtilizationMetricsMemoryMaximum Amazon ECS サービスで使用されるメモリ容量の
最大パーセンテージ。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon ECS] サービスの詳細
ページに [Memory utilization (percent)] グ
ラフとして表示されます。このフィールド
は、Compute Optimizer コンソールの [レコメ
ンデーションのエクスポート] ページでは、
[MEMORY metrics]、[エクスポートCSV] ファ
イルでは [レコメンデーションのエクスポート]
utilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMページ
では、[Projected Utilization maximum memory
metrics]、[エクスポート
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Findings Amazon ECS サービスの分類検索 Fargate の 
Amazon ECS サービスは、[プロビジョニング不
足]、[過剰プロビジョニング]、[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、「結果の分類 (p. 85)」を参照してくださ
い。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスレコメンデーション] 
ページに [Finding] 列として表示されます。この
フィールドは、Compute Optimizer コンソールの 
[レコメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Finding]、[エクスポートする] findingsファイルで
は [ラベルが付けられています] とラベルが付けら
れています。

FindingReasonCodes 原因の検索で、現在の [Amazon ECS] サービスの
どの仕様のプロビジョニングが不足/過剰であった
かを示します。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [Amazon ECS] サービスレコメンデーショ
ン] ページに [Finding] 列として表示されます。こ
のフィールドは、Compute Optimizer コンソール
の [レコメンデーションのエクスポート] ページで
は [Finding reason code]、[<code>エクスポート
CSV] findingReasonCodes_ファイルでは [ラベル
が付けられています] とラベルが付けられていま
す。<code>ラベルの一部は、プロビジョニングが
不十分、過度にプロビジョニングされている、ま
たは最適化されているサービス仕様 (CPU または
メモリ) を識別します。

RecommendationOptionsMemory Amazon ECS サービスの推奨メモリサイズ。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon ECS] サービスの詳細
ページに [Memory size] 列として表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options memory]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__memoryファイルでは 
[Recommendation options memory] とラベルが付
けられています。
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API フィールド名 説明

RecommendationOptionsCpu Amazon ECS サービス推奨の CPU サイズ。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [Amazon ECS] サービスの詳細ページ
に [CPU] 列として表示されます。このフィー
ルドは、Compute Optimizer コンソールの [レ
コメンデーションのエクスポート] ページでは 
[Recommendation options CPU]、[<rank>エクス
ポートCSV] recommendationOptions__cpuファイ
ルでは [Recommendation options CPU] とラベルが
付けられています。

RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageAmazon ECS サービスの構成を Compute 
Optimizer の推奨構成に調整した後の、おおよその
毎月のコスト削減率。

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [レコメンデーションのエクスポー
ト] ページでは [Recommendation options 
savings percentage]、[エクスポートCSV]
RecommendationOptionsSavingsOpportunityPercentageファ
イルでは [Recommendation options savings 
options savings percentage] とラベルが付けられて
います。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrency月間削減額の見積もりの通貨

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは [Recommendation options estimated 
monthly savings currency]、[エクスポートCSV]
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsCurrencyファ
イルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings currency] とラベルが付けられてい
ます。

RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValue月間削減額の見積もり値

このフィールドは、Compute Optimizer コン
ソールの [レコメンデーションのエクスポート] 
ページでは [Recommendation options estimated 
monthly savings value]、[エクスポートCSV]
RecommendationOptionsEstimatedMonthlySavingsValueファ
イルでは [Recommendation options estimated 
monthly savings value] とラベルが付けられていま
す。
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API フィールド名 説明

RecommendationOptionsContainerRecommendationsAmazon ECS サービス内のコンテナのコンテナの
推奨メモリと CPU コンテナの推奨されるメモリと 
CPU サイズです。

このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルのサービス詳細ページの「現在の設定と推奨コ
ンテナサイズの比較」テーブルに表示されます。
このフィールドは、Compute Optimizer コンソー
ルの [レコメンデーションのエクスポート] ページ
では [コンテナレコメンデーションのエクスポート] 
とラベルが付けられています。エクスポートする 
CSV ファイルには、次のラベルが入力されます。

• recommendationOptions__containerName_<index><index>
• recommendationOptions__containerMemory_#
##### <index>

• recommendationOptions__containerMemoryReservation_#
##### <index>

• recommendationOptions__containerCpu_###
### <index>

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsCpuMaximumAmazon ECS サービスレコメンデーションの予
測される最大 CPU 使用率の予測される最大 CPU 
使用率の予測される最大 CPU 使用率メトリクス 
ルックバック期間中に推奨する Amazon ECS サー
ビスを使用していた場合の最大の CPU 使用率を定
義します。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon ECS] サービスの詳細
ページの [CPU utilization (percent)] メトリク
スグラフ上でオーバーレイとして表示されま
す。このフィールドは、Compute Optimizer 
コンソールの [レコメンデーションのエク
スポート] ページでは [Recommendation 
options projected utilization metrics CPU 
maximum]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_CPU_MAXIMUMファ
イルでは [recommendation options projected 
utilization metrics CPU maximum] とラベルが付け
られています。
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API フィールド名 説明

RecommendationOptionsProjectedUtilizationMetricsMemoryMaximumAmazon ECS サービスレコメンデーションの予測
される最大メモリ使用量メトリクス ルックバック
期間中に推奨する Amazon ECS サービスを使用し
ていた場合の最大メモリ使用率を定義します。

このフィールドは、Compute Optimizer コ
ンソールの [Amazon ECS] サービスの詳細
ページの [Memory utilization (percent)] メ
トリクスグラフ上でオーバーレイとして表
示されます。このフィールドは、Compute 
Optimizer コンソールの [レコメンデーション
のエクスポート] ページでは [Recommendation 
options projected utilization metrics memory 
maximum]、[<rank>エクスポートCSV]
recommendationOptions__projectedUtilizationMetrics_MEMORY_MAXIMUMファ
イルでは [Recommendation options projected 
utilization metrics memory maximum] とラベルが付
けられています。

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。ファイルには、データの
ダイアレクト、列定義、および列の説明など、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": ",", 
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    "skipColumns": 0, 
    "skipBlankRows": false, 
    "trim": false 
  }, 
  "dc:modified": { 
    "@value": "2020-05-20", 
    "@type": "xsd:date" 
  }, 
  "tableSchema": { 
    "columns": [ 
      { 
        "name": "accountId", 
        "titles": "Account ID", 
        "datatype": "string", 
        "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 
      } 
    ] 
  }
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}

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する際に、次のいずれかのエラーメッセージまたは問題が発
生する可能性があります。提供された情報を使用してエラーを解決してからレコメンデーションを再度エ
クスポートしてください。

指定された Amazon S3 バケットへの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てください。詳細については、
「AWS Compute Optimizer の Amazon S3 バケットポリシー (p. 21)」を参照してください。

指定された Amazon S3 バケットはパブリックです。プライベートの S3 バケットのみがサポートされま
す。

Amazon S3 を、バケットへのすべてのパブリックアクセスをブロックするようセットしてください。詳細
については、「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイド」の「Amazon S3 ストレー
ジへのパブリックアクセスをブロックする」を参照してください。

スクリプト化されたエクスポートジョブまたは自動エクスポートジョブを作成しましたが、Amazon S3 バ
ケットに推奨データがありません。

DescribeRecommendationExportJobsAPI を呼び出して、エクスポートジョブの最終ステータ
スを確認します。エクスポートジョブが失敗した場合は、ExportResourceRecommendations
API をもう一度呼び出してみてください。詳細については、AWS Compute OptimizerAPI 
DescribeRecommendationExportJobsリファレンスのを参照してください。
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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 年 11 月 30 日
• ドキュメント最終更新日: 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 は、推奨
用のタグフィルタリングと推
定ワークロードタイプフィル
タリングをサポートしていま
す。 (p. 149)

Compute Optimizer では、EC2 
インスタンス、EBS ボリュー
ム、Lambda 関数、ECS サービ
スの推奨事項をタグキーとタグ値
でフィルタリングできるようにな
りました。さらに、EC2 の推奨
事項を推測されるワークロードタ
イプで絞り込むこともできます。
詳細については、「EC2 インス
タンスレコメンデーション」を参
照してください。

2023 年 5 月 1 日

Compute Optimizer は新しい 
EC2 インスタンスタイプをサ
ポートします (p. 149)

Compute Optimizer 
で、C6iin、M6in、M6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
詳細については、Amazon EC2 
インスタンス要件を参照してくだ
さい。

2023 年 3 月 30 日

Compute Optimizer は新しい 
EBS ボリュームタイプをサポー
トします (p. 149)

Compute Optimizer は、HDDst1
とsc1、プロビジョンド IOPS 
SSD という 3 つの新しい 
EBS ボリュームタイプを推
奨するようになりましたio2 
Block Express。詳細について
は、Amazon EBS ボリュームの
要件を参照してください。

2023 年 3 月 30 日

Compute Optimizer は EC2 サ
スペンションワークロードをサ
ポートします (p. 149)

Compute Optimizer では、断続的
なワークロードの使用率データを
組み合わせて EC2 レコメンデー
ションを生成できるようになりま
した。詳細については、Amazon 
EC2 インスタンス要件を参照し
てください。

2023 年 3 月 30 日

Compute Optimizer で、Fargate 
の Amazon ECS サービスに関す
るレコメンデーションが生成し
ます (p. 149)

Compute Optimizer で、Fargate 
の Amazon ECS サービスに関す
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、「Fargate の Amazon ECS 

2022 年 12 月 22 日
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サービスに関する推奨事項」を参
照してください。

Compute Optimizer が外部メト
リクス取り込み機能をリリー
ス (p. 149)

Compute Optimizer は、4 つのオ
ブザーバビリティ製品の 1 つか
ら外部の EC2 メモリ使用率メト
リクスを取り込んで分析し、EC2 
の適正化に関する推奨事項を生成
できるようになりました。これに
より、さらなる節約とパフォーマ
ンスの向上を実現できます。詳し
くは、「外部指標の取り込み」を
参照してください。

2022 年 11 月 28 日

Compute Optimizer は、新し
い EC2 インスタンスタイプと 
Windows メモリメトリックをサ
ポートします。 (p. 149)

Compute Optimizer では、、、
インスタンスを含む 37 種類の新
しい EC2M6i.metal インスタンス
タイプを推奨するようになりま
した。C6i.metalC7gHpc6aさら
に、Compute Optimizer は、EC2 
WindowsAvailable MBytes イ
ンスタンスの推奨事項を生成する
際にメモリメトリックスを優先す
るようになりました。詳細につい
ては、「Amazon EC2 インスタ
ンス要件」と「EC2 インスタン
スメトリクス」を参照してくださ
い。

2022 年 10 月 7 日

Compute Optimizer が委任管理者
機能を開始 (p. 149)

Compute Optimizer では、組織の
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
体の推奨設定を設定することもで
きます。詳細については、「管理
者アカウントの委任」を参照して
ください。

2022 年 8 月 15 日

AWSの管理ポリシーを更
新しましたAWS Compute 
Optimizer (p. 149)

ComputeOptimizerServiceRolePolicyAWSAWS 
Compute Optimizerの管理ポリ
シーが更新されました。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。

2022 年 7 月 25 日
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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. 149)

Compute Optimizer は
C5dC6aC6i、I2、、Im4gn、Is4gen、M5ad、、M6aM6i、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、これらのインスタンスタ
イプと Compute OptimizerAWS 
リージョン の両方が利用できる
すべての場所でサポートされて
います。この更新は、中国 (寧
夏) および中国 (夏) および中国 
(夏) および中国 (夏) および中国 
(夏) および中国 (夏) および中国 
(夏) および中国 詳細について
は、Amazon EC2 インスタンス
要件を参照してください。

2022 年 4 月 7 日

ワークロードを考慮した推奨事
項と移行作業が可能になりまし
た (p. 149)

新しい推定ワークロードタイプ機
能により、Compute Optimizer は
リソース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
プなどがあります。Compute 
Optimizer は、リソース名、タ
グ、設定など、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
への移行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、「推定ワークロードタイ
プ」を参照してください。

2022 年 1 月 10 日

151

https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/requirements.html#requirements-ec2-instances
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/requirements.html#requirements-ec2-instances
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/inferred-workload-type.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/inferred-workload-type.html


AWS Compute Optimizer ユーザーガイド

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. 149)

ダッシュボードの新しい コスト
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
することも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メトリクスを
アクティブにします。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。

2021 年 11 月 29 日

最新の AWS Compute Optimizer 
に関する AWS マネージドポリ
シー (p. 149)

AWS Compute Optimizer に関
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。

2021 年 11 月 29 日

AWSGraviton ベースのイン
スタンスのレコメンデーショ
ン (p. 149)

AWSGraviton ベースのインスタ
ンスでワークロードを実行した
際の価格とパフォーマンスに対
する効果をCompute Optimizer で
提示できるようになりました。詳
細については、「AWS Graviton 
ベースのインスタンスレコメン
デーション」を参照してくださ
い。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。

2021 年 8 月 26 日
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Amazon EC2 インスタンス
レコメンデーションの拡張機
能 (p. 149)

Compute Optimizer で、より幅広
くAmazon EC2 インスタンスタ
イプがサポートできるようになり
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
見つけるための情報を提供しま
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
しています。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。

2021 年 5 月 24 日

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. 149)

Amazon ES ボリュームと 
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。

2021 年 5 月 18 日

AWS 管理ポリシーにドキュメン
トを追加する (p. 149)

Compute Optimizer で、AWS 
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。

2021 年 5 月 18 日

AWS Lambda 関数のレコメン
デーション (p. 149)

Compute Optimizer で AWS 
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。

2020 年 12 月 23 日

Amazon EBS ボリュームレコメ
ンデーション (p. 149)

Compute Optimizer で、Amazon 
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。

2020年12月3日
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Amazon EBS メトリクスと暗号
化された S3 バケット (p. 149)

Compute Optimizer で、1 秒あた
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
き込みスループット (オペレー
ション/秒) および読み取り/書き
込みスループット (スループッ
ト (スループット (スループット 
(スループット (スループット (ス
ループット (スループット (KiBps
スループット (スループット (ス
ループット (スループット (ス
ループット 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。

2020 年 10 月 7 日

レコメンデーションのエクス
ポート (p. 149)

レコメンデーションは、Amazon 
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。

2020 年 6 月 10 日

セルフサービスのオプトアウ
ト (p. 149)

AWS Command Line Interfaceセ
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。

2020 年 4 月 6 日

サービスリリース (p. 149) Compute Optimizer をリリースし
ました。

2019 年 12 月 2 日
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