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コストと使用状況レポートの仕組み

AWS コストと使用状況レポートとは
AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) には、利用可能な最も包括的なコストと使用状況のデータが
含まれています。コストと使用状況レポートを使用して、所有している Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットに AWS 請求レポートを発行してもらうことができます。コストを時間単位、日単
位、または月単位、製品または製品リソース別、またはお客様が定義したタグ別に分類したレポートを受
け取ることができます。AWS では、お客様のバケットのレポートを CSV (カンマ区切り値) 形式で 1 日 1 
回 更新します。Microsoft Excel または Apache OpenOffice Calc などのスプレッドシートソフトウェアを
使用してレポートを表示することも、Amazon S3 API を使用するアプリケーションからレポートにアクセ
スすることもできます。

AWS コストと使用状況レポートは、AWS の使用状況を追跡し、アカウントに関連する推定請求額を示し
ます。各レポートには、AWS アカウントで使用する AWS 製品、使用タイプ、オペレーションの固有の組
み合わせごとに明細項目が表示されます。AWS コストと使用状況レポートは、時間単位、日単位、または
月単位で情報を集計するようにカスタマイズできます。

AWS コストと使用状況レポートでは、次の処理を実行できます。

• Amazon S3 バケットにレポートファイルを配信する
• レポートを 1 日に 3 回まで更新する
• AWS CUR API リファレンスを使用してレポートを作成、取得、削除する

コストと使用状況レポートの仕組み
コストと使用状況レポートを作成すると、AWS は、指定した Amazon S3 バケットにレポートを送信しま
す。AWS は、請求が確定するまで、少なくとも 1 日 1 回はレポートを更新します。

レポートファイルは、1 つの .csv ファイル、または複数の .csv ファイルと 1 つのマニフェストファイル
で構成されます。Amazon Athena、Amazon Redshift、または Amazon QuickSight と統合できるようにレ
ポートデータを設定できます。

レポートタイムライン
レポートを作成してから、AWS が Amazon S3 バケットに最初のレポートを配信するまでに、最大 24 時
間かかることがあります。

配信の開始後、AWS は少なくとも 1 日 1 回レポートファイルを更新します。指定された月の各レポート
更新は累積的に行われるため、レポートの各バージョンには、その月までのすべての請求データが含まれ
ます。月間に受け取るレポート更新は推定であり、引き続き AWS のサービスを使用することで、料金は
変わる場合があります。

Note

AWS の各サービスでは、使用量ベースの請求情報が提供される時刻が異なるため、特定の時間ま
たは日の更新が異なる時刻に行われる場合があります。

AWS は請求期間終了まで、以前のレポートの内容に追加して新しいレポートを構築します。AWS は、月
末に請求書を発行した後、レポートの利用料金を確定します。レポート対象の請求期間の終了後に、AWS 
は以前のレポートの内容を含まない、翌月の新しいレポートを生成します。

レポートの確定後に、AWS が払い戻し、クレジット、または AWS サポート料金を当月の使用状況に適用
した場合、AWS は確定後のレポートを更新することがあります。デベロッパー、ビジネス、エンタープラ
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レポートファイル

イズサポートは最終利用料金に基づいて計算されるため、その月のコストと使用状況レポートは翌月の 6 
日または 7 日に反映されます。AWS は、AWS との契約または契約の条件に基づいて、クレジットまたは
払い戻しを適用します。

レポートファイル
レポートは Amazon S3 バケットに保存された 1 つの .csv ファイルまたは複数の .csv ファイルのコレク
ションです。レポートが生成するファイルの数は、レポートのバージョニングの選択とレポートのサイズ
によって異なります。

レポートを作成するときに、新しいレポートバージョンを作成するか、更新ごとに既存のレポートバー
ジョンを上書きするかを選択できます。新しいレポートバージョンを作成する場合は、更新のたびにレ
ポートにより多くのファイルが生成されます。

各レポートのサイズは 1 ギガバイトを超える場合があり、デスクトップスプレッドシートアプリケーショ
ンの容量を超えると、一部の行が表示されないことがあります。レポートのサイズが大半のアプリケー
ションで処理できる範囲 (おおよそ 100 万行) を超える場合、レポートは AWS によって複数のファイルに
分割され、Amazon S3 バケットと同じフォルダに保存されます。

また、AWS は別のファイルに払い戻しを生成します。AWS は、毎月の請求書の締め日以降に払い戻しを
行います。

レポートファイル、ファイル命名規則、バージョニングの詳細については、「レポートのバージョンを理
解する (p. 7)」を参照してください。

レポート列
各レポートには、AWS コストと使用状況に関する詳細が記載された複数の列が含まれています。AWS が
レポートに含める列は、その月の利用状況によって異なります。

すべてのレポートには、identity/、bill/、および lineItem/ プレフィックスを持つ列が含まれます。他のす
べての列は、毎月の AWS の使用量によってこれらの列に入力するデータが生成される場合のみ含まれま
す。例えば、その月に Savings Plans を使用した場合のみ、レポートに savingsPlan/ 列が含まれます。

レポートの列の詳細については、「データディクショナリ (p. 23)」を参照してください。

レポートの使用
Amazon S3 コンソールからレポートをダウンロードし、Amazon Athena を使用してレポートのクエリを
実行したり、Amazon Redshift または Amazon QuickSight にレポートをアップロードしたりできます。

• Amazon S3 バケットを作成し、Athena を使用してデータのクエリを実行する方法の詳細については、
「Amazon Athena を使用したコストと使用状況レポートのクエリ (p. 14)」を参照してください。

• Amazon Redshift へのアップロードの詳細については、「Amazon Redshift へのレポートデータのロー
ド (p. 19)」を参照してください。

• Amazon QuickSight へのアップロードの詳細については、「Amazon へのレポートデータのロード 
QuickSight (p. 19)」を参照してください。
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コストと使用状況レポート用に Amazon 

S3 バケットをセットアップする

コストと使用状況レポートを作成す
る

請求およびコストマネジメントコンソールの [Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) ページ
を使用して、コストと使用状況レポートを作成できます。次のセクションでは、コストと使用状況レポー
トの開始方法について説明します。

トピック
• コストと使用状況レポート用に Amazon S3 バケットをセットアップする (p. 3)
• コストと使用状況レポートを作成する (p. 4)

コストと使用状況レポート用に Amazon S3 バケッ
トをセットアップする

請求レポートを受信するには、レポートを受信して保存するための Amazon S3 バケットを AWS アカウ
ントに用意する必要があります。請求コンソールでコストと使用状況レポートを作成するときに、所有し
ている既存の Amazon S3 バケットを選択することも、新しいバケットを作成することもできます。いず
れの場合でも、以下のデフォルトバケットポリシーの適用を確認して確定するように求められます。コス
トと使用状況レポートを作成した後に、Amazon S3 コンソールでこのポリシーを編集したり、バケット所
有者を変更したりすると、AWSレポートを配信できなくなります。Amazon S3 バケットに保存されてい
る請求レポートデータは、標準の Amazon S3 レートで課金されます。詳細については、「クォータと制
限 (p. 106)」を参照してください。

コストと使用状況レポートを作成すると、次のポリシーがすべてのバケットに適用されます。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "billingreports.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cur:us-east-1:${AccountId}:definition/*", 
                    "aws:SourceAccount": "${AccountId}" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Stmt1335892526596", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "billingreports.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 

3
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コストと使用状況レポートを作成する

            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cur:us-east-1:${AccountId}:definition/*", 
                    "aws:SourceAccount": "${AccountId}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このデフォルトポリシーは、バケット所有者がコストと使用状況レポートのデータを読み取ることができ
るようにし、コストと使用状況レポートを作成したアカウントによってバケットが所有されるようにする
のに役立ちます。具体的には次のとおりです。

• コストと使用状況レポートが配信されるたびに、まず、AWS は、レポートを設定したアカウントによっ
てバケットがまだ所有されているかどうかを確認します。バケットの所有権が変更されていた場合、レ
ポートは配信されません。これにより、アカウントの請求データの安全が確保されます。このバケット
ポリシーは、AWS ("Effect": "Allow") が、どのアカウントがバケットを所有するかを確認するこ
と ("Action": ["s3:GetBucketAcl", "s3:GetBucketPolicy") を許可します。

• バケットにレポートを配信するには、そのバケットに対する書き込みアクセス許可が AWS に必
要です。これを行うために、バケットポリシーは、ユーザーが所有するバケット ("Resource": 
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*") にレポートを配信 ("Action": "s3:PutObject") す
るためのサービス ("Service": "billingreports.amazonaws.com") アクセス許可を AWS コス
トと使用状況レポートに付与 ("Effect": "Allow") します。

このバケットポリシーでは、配信された後のコストと使用状況レポートを含む、バケット内のすべての
オブジェクトに対する読み取りまたは削除アクセス許可は AWS に付与されません。

• バケット所有者がこれらのレポートに確実にアクセスできるようにするために、配信時に AWS はさら
に BucketOwnerFullControl ACL をレポートに適用します。デフォルトでは、これらのレポートな
どの Amazon S3 オブジェクトは、それらを作成したユーザーまたはサービスプリンシパルのみが読み
取ることができます。ユーザーまたはバケット所有者にレポートを読み取るためのアクセス許可を付与
するには、AWS は BucketOwnerFullControl ACL を適用する必要があります。ACL はこれらのレ
ポートに対する Permission.FullControl をバケット所有者に付与します。

コストと使用状況レポートの請求コンソールで Invalid bucket (無効なバケット) エラーが生じた場合、レ
ポートのセットアップ後にこのポリシーとバケット所有権が変更されていないことを確認する必要があり
ます。

コストと使用状況レポートを作成する
請求およびコストマネジメントコンソールの [Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) ページ
を使用して、コストと使用状況レポートを作成できます。AWSアカウントごとに、最大 10 のレポートを
作成することができます。

Note

AWS が Amazon S3 バケットへのレポートの配信を開始するまで、最大 24 時間かかる場合があ
ります。配信の開始後、AWS は少なくとも 1 日 1 回 AWS コストと使用状況レポートファイルを
更新します。

コストと使用状況レポートを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。

2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
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コストと使用状況レポートを作成する

3. [Create report (レポートを作成)] を選択します。
4. [レポート名] に、レポートの名前を入力します。
5. [追加コンテンツを報告する] で、[リソース ID を含める] を選択すると、個々のリソースの ID がレ

ポートに含まれます。

Note

リソース ID を含めると、リソースごとに個別の明細項目が作成されます。これにより、の使
用状況に基づいて、コストと使用状況レポートのファイルサイズが大幅に増加する可能性が
あります。AWS

6. 共有リソースの詳細なコストと使用量を含めるには、[コスト配分データの分割] を選択します 
(Amazon ECS のみ)。

Note

分割コスト配分データを含めると、リソース (ECS タスク) ごとに個別の明細項目が作成され
ます。これにより、の使用状況に基づいて、コストと使用状況レポートのファイルサイズが
大幅に増加する可能性があります。AWS

7. [Data refresh settings] (データ更新設定) で、請求額の確定後に AWS で返金、クレジット、またはサ
ポート料金をアカウントに適用した場合に AWS コストと使用状況レポートを更新するかどうかを選
択します。レポートが更新されると、新しいレポートが Amazon S3 にアップロードされます。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [S3 バケット] で、[設定] を選択します。
10. [S3 バケットを設定] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• 既存バケットを選択します。
• [バケットを作成] を選択し、バケット名を入力して、新しいバケットを作成するリージョンを選択

します。
11. バケットポリシーを確認し、[次のデフォルトポリシーがバケットに適用されます] を選択し、[保存] 

を選択します。
12. [Report path prefix (レポートパスのプレフィックス)] に、レポート名に付加するレポートパスのプレ

フィックスを入力します。
13. [Time granularity] で、次のいずれかを選択します。

• Hourly: レポートの明細項目を 1 時間ごとに集計する場合に選択します。
• Daily: レポートの明細項目を 1 日ごとに集計する場合に選択します。
• Monthly レポートの明細項目を 1 か月ごとに集計する場合に選択します。

14. [Report versioning (レポートバージョニング)] で、レポートの各バージョンでレポートの以前のバー
ジョンを上書きするのか、以前のバージョンに加えて配信するのかを選択します。

レポートを上書きすると、Amazon S3 ストレージコストを節約できます。新しいレポートバージョン
を配信することで、時間の経過とともに請求データの監査性を向上させることができます。

15. 「レポートデータ統合を有効にする」で、コストレポートと使用状況レポートを Amazon 
Athena、Amazon Redshift、または Amazon のどれと統合するかを選択します QuickSight。レポート
は、以下の形式で圧縮されています。

• Athena: parquet 形式
• Amazon Redshift またはアマゾン QuickSight:.gz 圧縮

16. [Next] (次へ) を選択します。
17. レポートの設定を確認したら、[Review and Complete (確認して完了)] を選択します。

請求およびコストマネジメントコンソールの [Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) セク
ションに戻り、レポートが最後に更新された日時をいつでも確認できます。
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コストと使用状況レポートの管理
次のセクションでは、コストと使用状況レポート (AWS CUR) の管理について説明します。

トピック
• レポートの表示 (p. 6)
• レポートのバージョンを理解する (p. 7)
• コストと使用状況レポートの設定の編集 (p. 11)
• のコストと使用状況レポートの使用AWS Organizations (p. 12)

レポートの表示
コストと使用状況レポートの情報を表示するには、Billing and Cost Management コンソールを使用しま
す。Amazon S3 コンソールを使用して、レポートのファイルを表示できます。

次の手順を使用して、レポートとレポートファイルを検索します。

レポートの詳細とファイルを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。

2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
3. レポートのリストから、表示するレポートの名前を選択します。
4. レポートの詳細ページでは、レポートの設定を表示できます。
5. レポートのファイルを表示するには、レポート詳細ページのレポートパスのプレフィックスをメモし

てください。
6. Amazon S3 バケットの下にリストされているバケット名を選択します。このリンクにより、このバ

ケットで Amazon S3 コンソールが開きます。
7. バケット内のオブジェクトのリストから、ステップ 5 で書き留めたレポートパスプレフィックスの

最初の部分が付いた名前のフォルダーを選択します。たとえば、レポートパスのプレフィックスが
の場合example-report-prefix/example-report-name、という名前のフォルダーを選択しま
すexample-report-prefix。

8. フォルダ内のオブジェクトのリストから、手順 5 で書き留めたレポートパスのプレフィックスの
第 2 部分が付いた名前のフォルダを選択します。たとえば、レポートパスのプレフィックスがの
場合example-report-prefix/example-report-name、という名前のフォルダーを選択しま
すexample-report-name。このフォルダには、レポートファイルが含まれています。

最新のレポートバージョンを表示する
AWS請求が確定するまで、少なくとも 1 日 1 回はコストと使用状況レポートを更新します。レポートを作
成するときに、新しいレポートバージョンを作成するか、更新ごとに既存のレポートバージョンを上書き
するかを選択できます。

更新のたびに新しいレポートバージョンを作成するようにレポートを設定した場合は、マニフェストファ
イルの AssemblyID を使用して最新のレポートファイルを検索します。

複数のレポートバージョンがある場合に最新のレポートファイルを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。
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2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
3. レポートのリストから、表示するレポートの名前を選択します。
4. 「レポートの詳細」ページで、レポートパスのプレフィックスを書き留めておきます。
5. Amazon S3 バケットの下に、リストされているバケット名を選択します。このリンクにより、このバ

ケットで Amazon S3 コンソールが開きます。
6. バケット内のオブジェクトのリストから、ステップ 4 で書き留めたレポートパスプレフィックスの

最初の部分が付いた名前のフォルダーを選択します。たとえば、レポートパスのプレフィックスが
の場合example-report-prefix/example-report-name、という名前のフォルダーを選択しま
すexample-report-prefix。

7. フォルダ内のオブジェクトのリストから、手順 4 で書き留めたレポートパスのプレフィックスの2
番目の部分が付いた名前のフォルダを選択します。たとえば、レポートパスのプレフィックスがの
場合example-report-prefix/example-report-name、という名前のフォルダーを選択しま
すexample-report-name。

8. 最新の請求期間 (YYYYYMMD-YYYYMMDD 形式) で指定されたフォルダーを開きます。
9. example-report-name-Manifest.json ファイルを開きます。
10. マニフェストファイルの上部にあるアセンブリ ID を書き留めます。AssemblyID の値は、最新のレ

ポートファイルが保存されているフォルダーの名前に対応します。
11. Amazon S3 コンソールのページに戻ると、最新の請求期間が記載されたフォルダが表示されます。
12. 手順 10 でメモした AssemblyId 値を含む名前のフォルダーを開きます。たとえば、アセンブリ ID の

値がの場合20210129T123456Z、20210129T123456Z/ という名前のフォルダーを開きます。この
フォルダには、最新のレポートファイルが含まれています。

最終報告書の閲覧
は月末に請求書を発行した後、AWSは確定後のレポートの利用料金を確定します。レポートの項
目が最終版かどうかを判断するには、InvoiceId請求書/列を確認してください。明細項目が最終の
場合、InvoiceIdAWS請求書/列には請求書 ID が入力されます。明細項目がまだ確定していない場
合、InvoiceId請求書/列は空白になります。

レポート全体が完成しているかどうかを判断するには、InvoiceId請求書/列を確認してください。レポート
が完成すると、InvoiceId請求書/列には請求書 ID の値が入力されます。レポートがまだ完成していない場
合、InvoiceId請求書/列は空白です。

Note

が払い戻し、クレジット、またはAWSサポート料金を当月の使用状況に適用した場合、AWSは確
定後のレポートを更新することがあります。デベロッパー、ビジネス、エンタープライズSupport 
は最終利用料金に基づいて計算されるため、その月のレポートは翌月の 6 日または 7 日に反映さ
れます。 AWSは、との契約または契約の条件に基づいて、AWSクレジットまたは払い戻しを適
用します。

レポートのバージョンを理解する
AWS請求が確定するまで、少なくとも 1 日 1 回はコストと使用状況レポートを更新します。レポートを作
成するときに、新しいレポートバージョンを作成するか、更新ごとに既存のレポートバージョンを上書き
するかを選択できます。

レポートファイルには、.csv ファイルまたは.csv ファイルのコレクションとマニフェストファイルが含ま
れます。また、Amazon Athena、Amazon Redshift、または Amazon とのデータの統合をサポートする追
加のファイルを含めることができます QuickSight。

以下のセクションでは、選択したレポートバージョンに基づいたファイル構成と命名規則について説明し
ます。
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コストと使用状況レポートの配信タイムライン
レポート期間中、AWS でレポートが更新されるたびに、AWS は新しいレポートと新しいマニフェスト
ファイルを配信します。AWS は、請求期間が終了するまで、以前のレポートの内容に追加して新しいレ
ポートを構築します。レポート対象の請求期間の終了後に、AWS は以前のレポートの内容を含まない新し
いレポートを生成します。

コストと使用状況レポートの新規バージョンの作成
以前のコストと使用状況レポートを保持するように選択すると、AWS CUR は次の Amazon S3 構成と命
名規則を使用します。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<assemblyId>/<example-
report-name>-<file-number>.csv.<zip|gz>

• report-prefix = レポートに割り当てるプレフィックス。
• report-name = レポートに割り当てる名前。
• yyyymmdd-yyyymmdd = レポートの対象となる日付の範囲。レポートは、日付範囲の終了時に確定され

ます。
• assemblyId = レポートが更新されるたびに AWS が作成する ID。
• file-number = 更新に大容量ファイルが含まれる場合、AWS は複数のファイルに分割する場合があり

ます。file-number で単一更新内の複数のファイルが追跡されます。
• csv = レポートファイルの形式。
• zip または gz = レポートファイルに適用される圧縮タイプ。

たとえば、レポートは以下のファイルの集まりとして配信される場合があります。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/20160101-20160131/<123456789>/<example-
report-name>-<1>.csv.<zip>
<example-report-prefix>/<example-report-name>/20160101-20160131/<123456789>/<example-
report-name>-<2>.csv.<zip>
<example-report-prefix>/<example-report-name>/20160101-20160131/<123456789>/<example-
report-name>-<3>.csv.<zip>
<example-report-prefix>/<example-report-name>/20160101-20160131/<123456789>/<example-
report-name>-Manifest.json
<example-report-prefix>/<example-report-name>/20160101-20160131/<example-report-name>-
Manifest.json

AWS は、日付範囲内のすべてのレポートを同じ report-prefix/report-name/yyyymmdd-
yyyymmdd フォルダに配信します。AWS によって各レポートに一意の ID が付けられ、日付範囲フォルダ
の assemblyId サブフォルダに配信されます。レポートのサイズが大きすぎて 1 つのファイルに収まら
ない場合は、複数のファイルに分割されて同じ assemblyId フォルダに配信されます。

以前のレポートを保持するときのマニフェストファイルの詳細については、「コストと使用状況レポート
のマニフェストファイル (p. 9)」を参照してください。

以前のコストと使用状況レポートの上書き
以前のコストと使用状況レポートを上書きするように選択すると、AWS CUR は次の Amazon S3 構成と
命名規則を使用します。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
<file-number>.csv.<zip|gz>
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• report-prefix = レポートに割り当てるプレフィックス。
• report-name = レポートに割り当てる名前。
• yyyymmdd-yyyymmdd = レポートの対象となる日付の範囲。AWS は日付範囲の終了時にレポートを確

定します。
•
• file-number = 更新に大容量ファイルが含まれる場合、AWS は複数のファイルに分割する場合があり

ます。file-number で単一更新内の複数のファイルが追跡されます。
• csv = レポートファイルの形式。
• zip または gz = レポートファイルに適用される圧縮タイプ。

たとえば、レポートは以下のファイルの集まりとして配信される場合があります。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
<1>.csv.<zip>
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
<2>.csv.<zip><example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-
report-name>-<3>.csv.<zip>
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
Manifest.json

Athena の仕様
AWS CUR の作成時に Athena サポートを選択すると、ファイルの命名規則は、形式と圧縮を除いて AWS 
CUR の上書きを選択した場合と同じになります。Athena AWS CUR ファイルでは、代わりに .parquet
が使用されます。たとえば、レポートは以下のファイルの集まりとして配信される場合があります。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-
name>.parquet
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/
<cost_and_usage_data_status>
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
Manifest.json
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
create-table.sql
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/crawler-cfn.yml

AWS CloudFormation の仕様
AWS CUR ファイルに加えて、AWS は AWS CloudFormation テンプレートも配信します。このテンプ
レートにより、Athena を使用して Amazon S3 データのクエリを実行するための AWS CloudFormation ス
タックをセットアップできます。AWS CloudFormation テンプレートを使用しない場合は、提供されてい
る SQL を使用して独自の Athena テーブルを作成できます。詳細については、「Amazon Athena を使用
したコストと使用状況レポートのクエリ (p. 14)」を参照してください。

コストと使用状況レポートのマニフェストファイル
AWSまた、AWS CURAWS を更新すると、Amazon Athena、Amazon Redshift、または Amazon 
QuickSight で使用できるマニフェストファイルも作成して配信します。

マニフェストファイルは、命名規則を使用し、以下の項目を一覧表示します。

• これまでにレポートに含まれたすべての詳細列
• レポートが複数のファイルに分割された場合のレポートファイルのリスト
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• レポートの対象期間およびその他の情報。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<example-report-name>-
Manifest.json
<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<assemblyId>/<example-
report-name>-Manifest.json
<example-report-prefix>/<example-report-name>/<example-report-name>/year=2018/month=12/
<example-report-name>-Manifest.json

コストと使用状況レポートの新規バージョンの作成
以前のコストと使用状況レポートを保持する場合、マニフェストファイルは日付範囲フォルダと
assemblyId フォルダの両方に配信されます。AWS は、日付範囲の新しい AWS CUR を作成するたび
に、その日付範囲フォルダに保存されているマニフェストファイルを、更新されたマニフェストファイ
ルで上書きします。AWS は、同じ更新されたマニフェストファイルを、その更新のファイルとともに
assemblyId フォルダに配信します。assemblyId フォルダのマニフェストファイルは上書きされませ
ん。

以前のコストと使用状況レポートの上書き
以前の AWS CUR を上書きすると、マニフェストファイルが month=mm フォルダに配信されます。マニ
フェストファイルは、レポートファイルとともに上書きされます。

Amazon Redshift の仕様
AWS CUR で Amazon Redshift サポートのオプションを選択すると、AWS は、レポートを Amazon 
Redshift にアップロードするために必要な SQL コマンドを含むファイルも作成して配信します。SQL 
ファイルは通常のテキストエディタで開くことができます。この SQL ファイルには次の命名規則が使用さ
れます。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/<assemblyId>/<example-
report-name>-RedshiftCommands.sql

RedshiftCommands ファイルでコマンドを使用する場合、RedshiftManifest ファイルを開く必要は
ありません。

Important

manifest ファイルは、copy ファイルの RedshiftCommands コマンドを使用してアップロー
ドするファイルを決定します。manifest ファイルを削除すると、RedshiftCommands ファイ
ルのコピーコマンドで問題が生じます。

Amazon Athena の仕様
AWS CUR で Amazon Athena サポートのオプションを選択した場合、AWS は必要なすべてのリソースを
セットアップするために役立つ複数のファイルも作成して配信します。AWS は、AWS CloudFormation テ
ンプレート、手動で Athena テーブルを作成するための SQL を含む SQL ファイル、AWS CUR の更新ス
テータスを確認するための SQL を含むファイルを配信します。これらのファイルでは次の命名規則が使用
されます。

<example-report-prefix>/<example-report-name>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/
crawler-cfn.yml
<example-report-prefix>/<example-report-name>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/
<example-report-name>-create-table.sql
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<example-report-prefix>/<example-report-name>/<example-report-name>/yyyymmdd-yyyymmdd/
<cost_and_usage_data_status>

コストと使用状況レポートの設定の編集
請求およびコストマネジメントコンソールの [Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) ページ
を使用して、コストと使用状況レポートを編集できます。

Note

レポート名は編集できません。[Report versioning] (レポートバージョニング) で [Overwrite] (上書
き) を選択すると、レポートにリソース ID、時間詳細度、またはレポートバージョニングが含ま
れているかどうかにかかわらず、レポート名を編集することはできません。[Overwrite] (上書き) 
に設定されたレポートを削除して、同じ名前、Amazon S3 バケット、およびパスプレフィックス
で新しいレポートを作成すると、データが破損して不正確になる場合があります。

コストと使用状況レポートを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。

2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
3. 編集するレポートを選択し、[Edit report (レポートの編集)] を選択します。
4. (バージョン対応レポートのみ) [追加コンテンツを報告する] で、[リソース ID を含める] を選択する

と、個々のリソースの ID がレポートに含まれます。

Note

リソース ID を含めると、リソースごとに個別の明細項目が作成されます。これにより、の使
用状況に基づいて、コストと使用状況レポートのファイルサイズが大幅に増加する可能性が
あります。AWS

5. 共有リソースの詳細なコストと使用量を含めるには、[コスト配分データの分割] を選択します 
(Amazon ECS のみ)。

Note

分割コスト配分データを含めると、リソース (ECS タスク) ごとに個別の明細項目が作成され
ます。これにより、の使用状況に基づいて、コストと使用状況レポートのファイルサイズが
大幅に増加する可能性があります。AWS

6. [Data refresh settings] (データ更新設定) で、請求額の確定後に AWS で返金、クレジット、またはサ
ポート料金をアカウントに適用した場合に AWS コストと使用状況レポートを更新するかどうかを選
択します。レポートが更新されると、新しいレポートが Amazon S3 にアップロードされます。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [S3 bucket] (S3 バケット) に、レポートの配信先となる Amazon S3 バケットの名前を入力します。
9. [検証] を選択します。

Note

バケットでは、適切なアクセス権限が有効になっている必要があります。バケットにアク
セス許可を追加する方法の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ドのバケットとオブジェクトのアクセス許可の設定を参照してください。

10. [Report path prefix (レポートパスのプレフィックス)] に、レポート名に付加するレポートパスのプレ
フィックスを入力します。

11. (バージョン管理されたレポートのみ) [Time granularity] で、次のいずれかを選択します。

• Hourly: レポートの明細項目を 1 時間ごとに集計する場合に選択します。
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• Daily: レポートの明細項目を 1 日ごとに集計する場合に選択します。
• Monthly レポートの明細項目を 1 か月ごとに集計する場合に選択します。

12. (バージョン管理されたレポートのみ) [Report versioning ] で、レポートの各バージョンでレポートの
以前のバージョンを上書きするか、以前のバージョンに加えて配信するかを選択します。

13. 「レポートデータ統合を有効にする」で、AWS CUR を Amazon Athena、Amazon Redshift、または 
Amazon との統合を有効にするかどうかを選択します QuickSight。レポートは、以下の形式で圧縮さ
れています。

• Athena: Parquet 形式
• Amazon Redshift またはアマゾン QuickSight:.gz 圧縮

14. [Save] (保存) を選択します。

のコストと使用状況レポートの使用AWS 
Organizations

ではAWS Organizations、管理アカウントとメンバーアカウントの両方がコストと使用状況レポートを作
成できます。レポートの作成を許可または制限する IAM ポリシーは、どちらのタイプのアカウントでも同
じです。

Note

コストと使用状況レポートを作成するアカウントは、AWSレポートを送信する Amazon S3 バ
ケットも所有している必要があります。別のアカウントが所有するバケットを使用してコストと
使用状況レポートを設定することは避けてください。Amazon S3 バケットの設定要件の詳細につ
いては、を参照してくださいコストと使用状況レポート用に Amazon S3 バケットをセットアッ
プする (p. 3)。

メンバーアカウントでのコストと使用状況レポートの
管理
組織内のメンバーアカウントのコストと使用状況レポートを作成する権限を持っている場合は、メンバー
アカウントのコストと使用状況データのみのレポートを作成できます。メンバーアカウントは、アカウン
トが現在の組織のメンバーであった期間中のコストと使用状況に関するレポートを受け取ります。

たとえば、メンバーアカウントが組織 A を去り、その月 15 日に組織 B に加入したとします。次に、メン
バーアカウントがレポートを作成します。メンバーアカウントは組織 B に加入した後にレポートを作成し
たため、その月のメンバーアカウントのレポートには、そのアカウントが組織 B のメンバーであった期間
の請求データのみが含まれます。

メンバーアカウントが新しい組織に参加すると、そのメンバーアカウントの費用と使用量が新しい組織の
レポートに記録されます。これは、管理アカウントがメンバーアカウントに変換されて新しい組織に加わ
る場合と同じ結果です。

メンバーアカウントが組織を去ったり、スタンドアロンアカウントに変換したりしても、以前のレポート
が保存されている Amazon S3 バケットへのアクセス権限を持っている限り、メンバーアカウントは以前
のレポートに引き続きアクセスできます。

管理アカウントでのコストと使用状況レポートの管理
AWS Organizationsもし管理アカウントの管理者で、メンバーアカウントにレポートの作成が実行されな
いようにします。は、サービスコントロールポリシー (SCP) を適用し、メンバーアカウントによって、
サービスコントロールポリシー (SCP) を適用し、メンバーアカウントのレポート作成が実行されないよう
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にします。SCPは、メンバーアカウントが新しいレポートを作成できないようにすることはできますが、
以前に作成されたレポートは削除しません。

Note

SCP はメンバーアカウントにのみ適用されます。管理アカウントがレポートを作成できないよ
うにするには、管理アカウントのユーザーロールにアタッチされている IAM ポリシーを変更しま
す。

一括請求の詳細については、AWS Billingユーザーガイドの「一括請求」を参照してください。AWS 
Organizations
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Amazon Athena を使用したコストと
使用状況レポートのクエリ

Amazon Athena はサーバーレスクエリサービスであり、これを使用して、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) で標準 SQL を使用して AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) からデータを
分析できます。これにより、独自のデータウェアハウスソリューションを作成しなくても、AWS CUR の
データに対してクエリを実行できます。

新しい Amazon S3 バケットと新しい AWS CUR レポートの両方を作成して、Athena で使用することを強
くお勧めします。AWSCUR は Athena の圧縮形式として Apache Parquet のみをサポートし、S3 バケッ
ト内に保存されている以前のレポートを自動的に上書きします。

このセクションでは、コストと使用状況レポートで Athena を使用する方法について説明します。Athena 
サービスの詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドを参照してください。

トピック
• AWS CloudFormation テンプレートを使用した Athena のセットアップ (p. 14)
• Athena の手動セットアップ (p. 16)
• Amazon Athena クエリの実行 (p. 18)
• 他のリソースへのレポートデータのロード (p. 19)

Athena を使用したレポートのクエリのデモンストレーションについては、次の動画を参照してください。

Amazon Athena を使用したコストと使用状況レポートの分析

AWS CloudFormation テンプレートを使用した 
Athena のセットアップ

Important

AWS CloudFormation はクロスリージョンリソースをサポートしていません。AWS 
CloudFormation テンプレートを使用する場合は、すべてのリソースを同じ AWS リージョンに作
成する必要があります。リージョンでは、以下のサービスをサポートする必要があります。

• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Glue
• Amazon Athena

コストと使用状況レポートと Athena の統合を簡略化および自動化するために、AWS は、Athena 統
合のためにユーザーがセットアップしたレポートとともに、複数の主要リソースが含まれた AWS 
CloudFormation テンプレートを提供します。AWS CloudFormation テンプレートには、AWS Glue クロー
ラ、AWS Glue データベース、AWS Lambda イベントがそれぞれ 1 つずつ含まれています。

AWS CloudFormation を使用した Athena 統合のセットアッププロセスでは、バケットに既に含まれてい
る可能性のある Amazon S3 イベントが削除されます。これは、既存の AWS CUR レポートに対して設定
された既存のイベントベースプロセスに悪影響を及ぼす可能性があります。新しい Amazon S3 バケット
と新しい AWS CUR レポートの両方を作成して、Athena で使用することを強くお勧めします。
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CloudFormation Athena thena 統合を自動化するには

• レポートの新しい Amazon S3 バケットを作成します。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイ
ドのバケットの作成を参照してください。

• Athena で使用するための新しいレポートを作成 (p. 4)します。セットアッププロセス中に、[Enable 
report data integration for] (レポートデータ統合の有効化) で [Athena] を選択します。

• Amazon S3 バケットに最初のレポートが配信されるのを待ちます。AWS によって最初のレポートが配
信されるまで最大 24 時間かかることがあります。

Athena AWS CloudFormation テンプレートを使用するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. バケットのリストから、AWS CUR レポートの送信先として指定したバケットを選択します。
3. レポートパスのプレフィックス (your-report-path-prefix/) を選択します。次に、レポート名 

(your-report-name/) を選択します。
4. .yml テンプレートファイルを選択します。
5. [オブジェクトアクション] を選択し、[名前を付けてダウンロード] を選択します。
6. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
7. AWS CloudFormation を以前に使用したことがない場合は、[Create New Stack (新しいスタックの作

成)] を選択します。それ以外の場合は、[Create Stack (スタックの作成)] を選択します。
8. [Prepare template (テンプレートの準備)] の [Template is ready (テンプレートの準備ができています)] 

を選択します。
9. [Template source (テンプレートのソース)] で、[Upload a template file (テンプレートファイルのアッ

プロード)] を選択します。
10. [Choose file] (ファイルの選択) を選択します。
11. ダウンロードした .yml テンプレートを選択し、[Open] を選択します。
12. [Next] (次へ) を選択します。
13. [Stack name (スタック名)] としてテンプレートの名前を入力し、[次へ] を選択します。
14. [Next] (次へ) を選択します。
15. ページの下部で、[AWS CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認し

ます] を選択します。

このテンプレートによって以下のリソースが作成されます。

• 3 つのIAM ロール
• 1 つの AWS Glue データベース
• 1 つの AWS Glue クローラ
• 2 つの Lambda 関数
• Amazon S3 の通知

16. [スタックの作成] を選択します。

既存の AthenaAWS CloudFormation テンプレートを更新するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. バケットのリストから、AWS CUR レポートの送信先として指定したバケットを選択します。
3. レポートパスのプレフィックス (your-report-path-prefix/) を選択します。次に、レポート名 

(your-report-name/) を選択します。
4. .yml テンプレートファイルを選択します。
5. [オブジェクトアクション] を選択し、[名前を付けてダウンロード] を選択します。
6. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
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7. 以前に作成したスタックを選択し、[更新] を選択します。
8. [Prepare template (テンプレートの準備)] で、[Replace current template (現在のテンプレートを置換)] 

を選択します。
9. [Template source (テンプレートのソース)] で、[Upload a template file (テンプレートファイルのアッ

プロード)] を選択します。
10. [Choose file] (ファイルの選択) を選択します。
11. ダウンロードした .yml テンプレートを選択し、[Open] を選択します。
12. [Next] (次へ) を選択します。
13. [スタックの詳細の指定] ページで、詳細を変更し、[次へ] を選択します。
14. [Next] (次へ) を選択します。
15. ページの下部で、[AWS CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認し

ます] を選択します。
16. [Update stack] (スタックの更新) を選択します。

Athena の手動セットアップ
テーブルは、自分で作成せずに、AWS CloudFormation テンプレートを使用して作成することを強くお
勧めします。提供されている SQL クエリで作成されるテーブルは 1 か月分のデータのみを対象としま
すが、AWS CloudFormation テンプレートで作成されるテーブルは複数の月を対象とし、さらに自動的
に更新できます。AWS CloudFormation テンプレートの設定方法の詳細については、「the section called 
“Athena thena thena a Athena CloudFormation” (p. 14)」を参照してください。

Athena テーブルの設定に AWS CloudFormation テンプレートを使用しない場合は、以下の手順を手動で
実行してください。AWS CUR データに対して SQL クエリを実行する前に、テーブルを作成する必要が
あります。このステップは少なくとも 1 か月に 1 回実行する必要があります。また、テーブルには現在の 
AWS CUR のデータのみを含めます。

テーブル作成プロセスの一環として、AWS は AWS CUR の列名を変換します。変換プロセスの詳細につ
いては、「the section called “列名” (p. 18)」を参照してください。

• Athena テーブルの作成 (p. 16)
• コストと使用状況レポートのステータステーブルの作成 (p. 17)
• レポートパーティションのアップロード (p. 17)

Athena テーブルの作成
AWS には、このテーブルを AWS CUR バケット内に作成するために実行する必要がある SQL が含まれて
います。

Athena テーブルを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2. バケットのリストから、コストと使用状況レポートの送信先として指定したバケットを選択します。
3. パス your-report-prefix-your-report-name-path-to-report に移動します。

正確なパスは、以前のバージョンを上書きするように AWS CUR を設定しているかどうかによって異
なります。詳細については、「コストと使用状況レポートの配信タイムライン (p. 8)」を参照してくだ
さい。

4. my-report-name-create-table.sql ファイルを開きます。
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5. ファイルから、SQL をコピーします (CREATEから LOCATION 's3://your-report-
prefix/your-report-name/the-rest-of-the=path' までの部分)。Athena データベースを作
成するにはデータベース名とテーブルが必要であるため、最初の行を書き留めておきます。

6. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
7. 次の SQL を [New query 1 (新規クエリ 1)] クエリペインに貼り付けます。<database 

name>.<table name> には、コピーした SQL の最初の行にあるデータベースとテーブルの名前を
使用します。

CREATE DATABASE <database name>

8. [Run query] (クエリの実行) を選択します。
9. ドロップダウンメニューで、作成したデータベースを選択します。
10. [New query 1 (新規クエリ 1)] クエリペインで、SQL ファイルから残りの SQL を貼り付けます。
11. [Run query] (クエリの実行) を選択します。

テーブルを作成したら、クエリを実行する前にパーティションにロードする必要があります。詳細につい
ては、「レポートパーティションのアップロード (p. 17)」を参照してください。

コストと使用状況レポートのステータステーブルの作
成
AWS は AWS CUR を 1 日に複数回更新します。Athena では AWS がレポートを更新中であるかどうかを
認識できないため、クエリの結果に古いデータと新しいデータが混在する場合があります。これを軽減す
るために、AWS がコストと使用状況レポートを更新中であるかどうかを追跡するテーブルを作成します。
このテーブルに対してクエリを実行することで、AWS がデータを更新中であるかどうかを確認します。こ
のテーブルは 1 回のみ作成する必要があります。その後、テーブルは AWS によって最新に保たれます。

更新テーブルを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
2. 次の SQL を [New query 1 (新規クエリ 1)] クエリペインに貼り付けます。

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS cost_and_usage_data_status( 
  status STRING)
ROW FORMAT SERDE 
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES ( 
 'serialization.format' = '1'
)
LOCATION 's3://{S3_Bucket_Name}/{Report_Key}/cost_and_usage_data_status/'

3. [Run query] (クエリの実行) を選択します。

AWS によるデータ更新の実行中かどうかを確認するには、Athena コンソールを使用して、次の SQL クエ
リを実行します。

select status from cost_and_usage_data_status 

レポートパーティションのアップロード
コストと使用状況レポートのデータにクエリを実行するには、Athena テーブルにデータをアップロードす
る必要があります。AWS で配信する新しい AWS CUR レポートごとに、この操作を実行する必要があり
ます。

17

https://console.aws.amazon.com/athena/home
https://console.aws.amazon.com/athena/home


AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
Athena クエリの実行

最新のレポートパーティションをアップロードするには

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
2. テーブルの横にある [...] を選択します。
3. [Load Partitions] を選択します。

パーティションをアップロードしなければ、Athena から結果が返されないか、データが欠落していること
を示すエラーメッセージが返されます。

Amazon Athena クエリの実行
データに対して Athena クエリを実行するには、まず Athena コンソールを使用して、AWS がデータを更
新しているかどうか確認してから、Athena コンソールでクエリを実行します。SQL を実行するときは、
正しいデータベースがドロップダウンリストから選択されていることを確認してください。次の SQL を使
用してステータスを確認できます。

select status from cost_and_usage_data_status 

得られる結果は READY と UPDATING の 2 つです。ステータスが READY の場合、Athena データベース
にクエリを実行できます。ステータスが UPDATING の場合、Athena は不完全な結果を返すことがありま
す。

AWS がデータを更新中であることを確認したら、独自のクエリを実行できます。たとえば、次の
クエリでは、 year-to-date というサンプルデータベースの各月のサービス別のコストが表示されま
すmycostandusage_parquet。次のクエリは、 year-to-date 2018年のコストを表示しています。 year-
to-date 年度を更新して現在の費用を確認してください。

SELECT line_item_product_code,
sum(line_item_blended_cost) AS cost, month
FROM mycostandusage_parquet
WHERE year='2018'
GROUP BY  line_item_product_code, month
HAVING sum(line_item_blended_cost) > 0
ORDER BY  line_item_product_code;

列名
Athena の列名の制限は、コストと使用状況レポート列名の制限とは異なります。つまり、AWS CUR デー
タを Athena テーブルにアップロードしたときに列名が変更されます。AWS は次の変更を行います。

• 大文字の前に下線を追加
• 大文字を小文字で置換
• アルファベット以外の文字をアンダースコアで置換
• 重複する下線を削除
• 先頭および末尾のアンダースコアをすべて削除
• 列名が列名で許容される長さを超える場合、左から右の順で下線を削除

Note

これらのルールを適用すると、一部のリソースタグ列の名前が重複します。AWS は、同じ名前の
列が複数ある場合に列をマージします。
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その他のリソース

たとえば、列名 ExampleColumnName : Example Column Name Continued は
example_column_name_example_column_name_continued になります。

他のリソースへのレポートデータのロード
コストと使用状況レポートを Amazon Redshift と Amazon QuickSight にアップロードして、AWSのコス
トと使用状況を分析できます。

トピック
• Amazon へのレポートデータのロード QuickSight (p. 19)
• Amazon Redshift へのレポートデータのロード (p. 19)

Amazon へのレポートデータのロード QuickSight
コストと使用状況レポートを Amazon QuickSight にアップロード。

Amazon へのアップロードの詳細については QuickSight、Amazon  QuickSight ユーザーガイド
の「Amazon S3 ファイルを使用したデータセットの作成」を参照してください。

Amazon Redshift へのレポートデータのロード
このセクションでは、AWS CUR を Amazon Redshift にアップロードして AWS のコストと使用状況を分
析する方法について説明します。

Important

Amazon Redshift の列では、大文字と小文字を区別しません。また、ユーザー定義タグよりも厳
格な文字制限があります。Amazon Redshift とユーザー定義タグの競合を防ぐために、AWS で
は userTag0、userTag1、userTag2 などのタグで、ユーザーのタグを置き換えます。Amazon 
Redshift テーブルを作成して、これにレポートをアップロードすると、AWS 定義タグをユーザー
定義タグにマッピングする Amazon Redshift テーブルを作成できます。タグテーブルを使って、
元のタグを検索することができます。
例えば、OWNER や Owner というタグがある場合、「owner」という名前の 2 つの列を使
用してテーブルを作成することを Amazon Redshift は許可しません。代わりに、OWNER と
Owner ではなく、userTag0 と userTag1 という列を持つレポートテーブルを作成し、次に
remappedUserTag と userTag という列を持つテーブルを作成します。remappedUserTag 列
は AWS 定義タグの userTag0 および userTag1 を保存し、userTag 列は元のタグの OWNER お
よび Owner を保存します。

AWS では、Amazon Redshift テーブルを作成したり、レポートをアップロードしたり、タグテーブルを
作成したり、すべてのタグ行をタグテーブルに挿入するためのコマンドが用意されています。これらのコ
マンドは、S3RedshiftCommands.sql のマニフェストファイル、およびBilling and Cost Management 
コンソールの Redshift ファイル Helper ファイルとともに保管されているファイルで提供されます。 AWS
また、 RedshiftManifest RedshiftCommand アップロードするファイル内のコマンドをどのレポートする
かを制御するファイルも用意されています。ファイルを削除したり削除したりすると、 RedshiftManifest 
RedshiftCommandsファイル内のコピーコマンドが中断されます。

請求およびコストマネジメントコンソールで RedshiftCommands.sql ファイルを見つけるには

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。

2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
3. Amazon Redshift にアップロードするレポートを選択します。
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AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
Amazon Redshift へのレポートデータのロード

4. [You have enabled viewing reports in the following service(s):] (以下のサービスでのレポート表示が有
効:) の横の [Amazon Redshift] を選択します。

5. ダイアログボックスからコマンドをコピーし、SQL クライアントに貼り付けます。

次の手順では、データベースや Amazon Redshift に詳しいことを前提としています。

コストと使用状況レポートを Amazon Redshift にアップロードするには

1. Amazon Redshift クラスターを作成します。

詳細については、Amazon Redshift 管理ガイドの「クラスターの作成」を参照してください。
2. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
3. AWS CUR を保存する先の Amazon S3 に移動します。
4. RedshiftCommands.sql ファイルを開きます。

このファイル内のカスタマイズされたコマンドを使用して、Amazon Redshift テーブルを作成した
り、AWS CUR を Amazon S3 からアップロードしたり、Amazon Redshift にユーザー定義タグをイン
ポートするためのタグテーブルを作成したりできます。

5. copy コマンドで、<AWS_ROLE> を、AWS CUR の保存先である Amazon S3 バケットへのアクセス
許可を持つ IAM ロールの ARN に置き換えます。

6. <S3_BUCKET_REGION> を、Amazon S3 バケットがあるリージョンに置き換えます。例えば、us-
east-1。

7. SQL クライアントを使用してクラスターに接続します。

詳細については、Amazon Redshift 管理ガイドの「Amazon Redshift クラスターとデータベースへの
アクセス」を参照してください。

8. SQL コマンドを RedshiftCommands.sql ファイルから SQL クライアントに、次の順序でコピーし
ます:

• CREATE TABLE - このコマンドは、レポートに一致するようにカスタマイズされたスキーマを使っ
て、Amazon Redshift テーブルを作成します。

• COPY - このコマンドは、指定された IAM ロールを使用して AWS CUR ファイルを S3 から 
Amazon Redshift にアップロードします。

• CREATE TAG TABLE - このコマンドは、AWS 定義タグをユーザー定義タグにマッピングできるよ
うにする、テーブルを作成します。

• INSERT - このコマンドは、ユーザー定義タグをタグテーブルに挿入します。
9. AWS CUR から Amazon Redshift にすべてのデータをコピーすると、SQL を使用してデータにクエリ

を実行できます。Amazon Redshift でのデータのクエリの詳細については、Amazon Redshift データ
ベースデベロッパーガイドの Amazon Redshift SQL を参照してください。

Note

コストと使用状況レポートの列数は、新しいコスト配分タグの作成やサービスでの新しい製品
属性の追加などに伴って、毎月変わる場合があります。毎月AWS CCUR のデータを新しい内に
コピーし、 month-by-month さらに必要な列を別個の月別の別のでコピーすることをお勧めしま
す。
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AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
請求指揮者の違いAWSCUR と標準AWSCUR

課金コンダクタープロフォーム請求
データを使用したコストおよび使用
状況レポートの設定

プロフォルマを作成できるAWSコストと使用状況レポート (AWSCUR) は、課金指揮者で作成する各課金
グループに対応します。The pro FormaAWSCUR のファイル形式、粒度、および列が標準と同じである
AWSCUR。Proforma には、特定の期間で利用可能な最も包括的なコストと使用状況のデータが含まれて
います。Billing Conductor の詳細については、『請求コンダクターユーザーガイド。

トピック
• Billing Conductor の違いについてAWSCUR と標準AWSCUR (p. 21)
• 請求グループの見積もりコストと使用状況レポートを作成する (p. 21)

Billing Conductor の違いについてAWSCUR と標準
AWSCUR

スタンダードのコストと使用状況レポートとプロフォームの間にはいくつかの違いがありますAWS課金コ
ンダクタ設定を使用して作成された CUR。

• スタンダードとはAWSCUR は、一括請求ファミリの各アカウントのコストと使用量を計算します。A 
Pro FormaAWS課金グループごとの CUR には、計算時に請求グループのアカウントのみが含まれま
す。

• スタンダードとはAWSCUR は請求書の列を一度入力し、請求書はAWS。A Pro FormaAWSCUR は請
求書の列に入力されません。現在、請求書は生成されていない、または発行された請求書はありませ
ん。AWS見積もり請求データに基づきます。

請求グループの見積もりコストと使用状況レポート
を作成する

プロフォームを生成するには、次のステップを実行しますAWS請求グループの CUR です。

請求グループの見積もりコストと使用状況レポートを作成するには

1. で Billing and Cost Management コンソールにログインします。https://console.aws.amazon.com/
billing/home#/

2. ナビゲーションペインで [] を選択します。コストと使用状況レポート
3. 右上レポートテーブルで、設定。
4. をオンにするFormaデータビュー。
5. [Enable] (有効化) を選択します。
6. [Create report (レポートを作成)] を選択します。
7. [レポート名] に、レポートの名前を入力します。
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AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
請求グループの見積もりコスト
と使用状況レポートを作成する

8. を使用する場合データビューで、プロフォルマ。
9. 請求グループを選択します。
10. を使用する場合その他のレポート詳細で、リソース ID を含めるをクリックして、各リソースの ID を

レポートに含めます。
11. を使用する場合データの更新設定で、次の場合にコストと使用状況レポートを更新するかどうかを選

択します。AWS請求額の確定後、返金、クレジット、またはサポート料金をアカウントに適用しま
す。レポートを更新すると、新しいレポートが Amazon S3 にアップロードされます。

12. [Next] (次へ) を選択します。
13. [S3 バケット] で、[設定] を選択します。
14. [S3 バケットの設定] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• ドロップダウンリストから既存のバケットを選択し、[次。
• バケット名を入力し、AWS新しいバケットを作成して選択するリージョン次。

15. バケットポリシーを確認し、[私は、このポリシーが正しいことを確認しましたを選択し、保存。
16. [Report path prefix (レポートパスのプレフィックス)] に、レポート名に付加するレポートパスのプレ

フィックスを入力します。

Amazon Redshift または Amazon では、この手順はオプションです。QuickSightでしたが、Amazon 
Athena では必須です。プレフィックスを指定しない場合、既定のプレフィックスはステップ 7 で
レポートに指定した名前で、レポートの日付範囲は次のとおりです。形式は次のとおりです。/
report-name/date-range/

17. [Time granularity] で、次のいずれかを選択します。

• Hourly: レポートの明細項目を 1 時間ごとに集計する場合に選択します。
• Daily: レポートの明細項目を 1 日ごとに集計する場合に選択します。

18. を使用する場合レポートのバージョニングで、レポートの各バージョンでレポートの以前のバージョ
ンを上書きするのか、以前のバージョンに加えて配信するのかを選択します。

レポートを上書きすると、Amazon S3 のストレージコストを節約できます。新しいレポートバージョ
ンを提供することで、時間の経過とともに請求データの監査可能性を向上させることができます。

19. を使用する場合のレポートデータ統合を有効にするで、コストと使用状況レポートを Amazon 
Athena、Amazon Redshift、または Amazon Amazon のどちらにアップロードするかを選択します
QuickSight。レポートは、以下の形式で圧縮されています。

• Athena: 寄木細工のフォーマット
• Amazon Redshift または AmazonQuickSight: .gz 圧縮

20. [Next] (次へ) を選択します。
21. レポートの設定を確認したら、[Review and Complete (確認して完了)] を選択します。
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AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
Identity の詳細

データディクショナリ
コストと使用状況レポートには、使用状況に関する詳細が含まれています。以下のセクションでは、レ
ポートに表示される列のサブセットおよび対応する定義を一覧して説明します。

AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) に表示される列と、その列が適用されるサービスの完全なリ
ストをダウンロードするには、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてください。このカンマ区
切り値 (CSV) リストにはIdentity、Bill、LineItem、Reservation、Pricing、Productおよび列が含まれます。

すべてのコストおよび使用状況レポートにはIdentity、Bill、LineItemの列が含まれます。他のすべての列
は、毎月のAWSの使用量によってこれらの列に入力するデータが生成される場合のみレポートに含まれま
す。

トピック
• Identity の詳細 (p. 23)
• 請求の詳細 (p. 24)
• 明細項目の詳細 (p. 25)
• 予約の詳細 (p. 30)
• 料金詳細 (p. 37)
• 製品の詳細 (p. 38)
• リソースタグの詳細 (p. 58)
• Savings Plans の詳細 (p. 59)
• Cost Categoriesの 詳細 (p. 63)
• 割引の詳細 (p. 63)
• 分割明細項目詳細 (p. 64)

Identity の詳細
identityAWSコストと使用状況レポートのヘッダーの下の列は、すべてのコストと使用状況レポートに表示
される固定フィールドです。

レポートの identity 明細項目を使用して、複数の AWS CUR ファイル間に分割された特定の明細項目を確
認できます。これらには次の列が含まれます。

identity/LineItemId
• 説明:このフィールドは行項目ごとに生成され、特定のパーティション内で固有です。これは、フィール

ドがAWS CUR の配信全体（つまり、更新に含まれるすべてのパーティション）で一意になることを保
証するものではありません。明細項目 ID は、異なるコストと使用状況レポート間で一貫性がないため、
異なるレポート間の同じ明細項目を識別するために使用することはできません。

• 例: 11 月 29 日分として作成されるレポートは大きいため、複数のファイルが必要になる可能性がありま
す。11 月 29 日のAWS CUR LineItemIdファイル間では一貫していますが、11 月 30 日のレポートの同
じリソースとは一致しません。LineItemId
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AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
identity/TimeInterval

identity/TimeInterval
• 説明: この明細項目が適用される時間間隔、形式は YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ/YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssZ となります。時間の間隔は UTC で表され、レポートの詳細度に応じて毎日または毎時
のいずれかになります。

• 例:には 2017 年 11 TimeInterval2017-11-01T00:00:00Z/2017-12-01T00:00:00Z月全体が含まれ
ます。

請求の詳細
billAWSコストと使用状況レポートのヘッダーの下の列は、すべてのコストと使用状況レポートに表示され
る固定フィールドです。レポートの請求明細項目を使用して、請求タイプや請求期間の開始/終了など、レ
ポートの対象となる特定の請求に関する詳細を確認できます。これには以下の列が含まれます。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | VWXYZ

B
bill/BillingEntity
請求書やトランザクションが AWS Marketplace に関するものなのか、他の AWS サービスの購入に関する
ものなのかを識別するために役立ちます。可能な値は以下のとおりです。

• AWS— でのトランザクションはなく、AWSAWS Marketplaceサービスに関するトランザクションを特
定します。

• AWS Marketplace—AWS Marketplace での購入を識別します。

bill/BillingPeriodEndDate
このレポートの対象となる請求期間の終了日 (UTC)。形式は YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ です。

bill/BillingPeriodStartDate
このレポートの対象となる請求期間の開始日 (UTC)。形式は YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ です。

bill/BillType
このレポートの対象となる請求書の種類。請求書の種類は 3 つあります。

• Anniversary – 月中に使用したサービスの明細項目
• Purchase – 前払いサービス料金の明細項目
• Refund – 返金の明細項目

I
bill/InvoiceId
特定の明細項目に関連付けられた ID。レポートが完成するまで、InvoiceIdは空白です。
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P

bill/InvoicingEntity
請求書を発行する AWS 事業体。可能な値は以下のとおりです。

• Amazon Web Services — 該当する場合は世界中でお客様に請求書を発行するエンティティ。
• Amazon Web Services India Private Limited — インドを拠点とするお客様に請求書を発行する事業体。
• Amazon Web Services South Africa Proprietary Limited — 南アフリカのお客様に請求書を発行する事業

体。

P
bill/PayerAccountId
支払いアカウントのアカウント ID。AWS Organizations の組織の場合、これは管理アカウントのアカウン
ト ID です。

明細項目の詳細
lineItemAWSコストと使用状況レポートのヘッダーの下の列は、すべてのコストと使用状況レポートに表
示される固定フィールドです。これには、あなたの使用に伴うすべてのコストと使用状況の情報が含まれ
ます。これには以下の列が含まれます。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | VWXYZ

A
lineItem/AvailabilityZone
この明細項目をホストするアベイラビリティーゾーン。例えば、us-east-1a、us-east-1b などです。

B
lineItem/BlendedCost
BlendedRate に UsageAmount を乗じた値。

Note

BlendedCostディスカウントが設定されている品目の場合は空欄です。LineItemType割引は、メ
ンバーアカウントと SKU で集計されたメンバーアカウントの非ブレンドコストのみを使用して計
算されます。そのため、BlendedCost割引にはご利用いただけません。

lineItem/BlendedRate
BlendedRate は、組織全体で各 SKU に発生した平均コストです。

例えば、Amazon S3 ブレンドレートは、ストレージの合計コストを、1 か月間に保存されたデータ量で
割ったものです。RI を持つアカウントの場合、ブレンドレートは RI とオンデマンドインスタンスの平均
コストとして計算されます。
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C

ブレンドレートは管理アカウントレベルで計算され、各メンバーアカウントにコストを割り当てるために
使用されます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのブレンドレートとコストを参照してくださ
い。

C
lineItem/CurrencyCode
この明細項目の通貨。すべての AWS のお客様は、デフォルトで米ドルで請求されます。請求用の通貨を
変更するには、AWS Billingユーザーガイドの請求の支払いに使用する通貨の変更を参照してください。

L
lineItem/LegalEntity
特定の製品またはサービスの登録販売者。ほとんどの場合、請求書を発行する事業体と法律上の事業体は
同じです。サードパーティーの AWS Marketplace トランザクションでは、値が異なる場合があります。可
能な値は以下のとおりです。

• Amazon Web Services —AWS サービスを販売するエンティティ。
• Amazon Web Services インドプライベートリミテッド —AWS インドでサービスの再販業者として活動

するインドの現地法人。

lineItem/LineItemDescription
明細項目タイプの説明。たとえば、使用料の明細項目は、特定の期間に発生した使用タイプを要約したも
のです。

サイズ柔軟な RI の場合、説明は、利点が適用された RI に対応します。たとえば、t2.microある行項目
がに対応していて、その用途にt2.small RI が適用されている場合、lineItem/LineItemDescriptionが表示
されますt2.small。

RI 割引が適用された使用料の明細項目の説明には、明細項目の対象となる料金プランが含まれています。

lineItem/LineItemType
この明細項目の対象となる請求の種類。以下の種類が対象となります。

• BundledDiscount— 別のサービスまたは機能の使用に基づいて、サービスまたは機能を無料または
discount で利用できる従量制の割引。

• [Credit] (クレジット) – AWS が請求に適用したすべてのクレジット。詳細については、[Description] 列を
参照してください。AWS が請求額の確定後に当月のクレジットをアカウントに適用した場合、AWS は
確定後のレポートを更新することがあります。

• ディスカウント —AWS 使用量に適用されるすべてのディスカウント。この特定の項目名は異なる場合
があり、discount に応じて解析する必要があります。詳細については、lineItem/LineItemDescriptionコラ
ムを参照してください。

• DiscountedUsage— リザーブドインスタンス (RI) の利点があるすべてのインスタンスの料金。
• [Fee] (料金) - サブスクリプションに支払った前払い年間料金。たとえば、[All Upfront RI (全前払い RI)] 

または [Partial Upfront RI (一部前払い RI)] として支払った前払い金が該当します。
• [Refund] (返金) - AWS から負の課金として払い戻された金額。詳細については、[説明] 列を参照してく

ださい。AWS が請求額の確定後に当月のアカウントに返金を適用する場合、AWS は、確定後のレポー
トを更新することがあります。
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N

• [RIFee] - サブスクリプションの定期的な月額料金。たとえば、毎月支払う [一部前払い RI]、[前払いなし 
RI]、および [全額前払い] の定期的な料金を指します。RIFee は全額前払い予約が 0 USD になる場合が
ありますが、やreservation/AmortizedUpfrontFeeForBillingPeriodなどの他の列を提供するために、この
行はこれらの予約タイプに対しても事前入力されますreservation/ReservationARN。

• [Tax] (税金) - AWS が請求書に適用した税金。VAT、米国の消費税などが該当します。
• [Usage] (使用状況) – オンデマンドインスタンスレートで課金される使用料金。
• SavingsPlanUpfrontFee— 全額前払いまたは一部前払い Savings Plan を購入した場合のワンタイム前払

い料金。
• SavingsPlanRecurringFee— 前払いなしまたは一部前払いなし Savings Plan に対応する毎時間の繰り返

し課金。Savings Plan 定期料金は、前払いなしまたは一部前払いSavings Plan を購入した日に、最初に
請求書に追加されます。最初の購入後、AWS はその後の各請求期間の初日に定額料金を加算します。

• SavingsPlanCoveredUsage— Savings Plan の対象となる任意のオンデマンドコスト。Savings Plan の
対象となる使用量明細項目は、対応するSavings Plan 否定項目によって相殺されます。

• SavingsPlanNegation— 対応するSavings Plan の対象となる使用量項目に関連付けられている Savings 
Plan 特典による相殺コスト。

Savings Plans 明細項目の詳細と例については、Savings Plans について (p. 68) を参照してください。

N
lineItem/NetUnblendedCost
品目に対して支払っている実際のdiscount 後の費用。この列は、該当する請求期間にアカウントが
discount 場合にのみレポートに含まれます。

lineItem/NetUnblendedRate
品目に対して支払っている実際のdiscount 後のレート。この列は、該当する請求期間にアカウントが
discount 場合にのみレポートに含まれます。

lineItem/NormalizationFactor
インスタンスに共有テナンシーがある限り、AWS は、インスタンスファミリーおよび AWS リージョン
のすべてのインスタンスサイズに対して、すべてのリージョン Linux または Unix Amazon EC2 および 
Amazon RDS RI 割引を適用できます。これは、組織内のメンバーアカウントの RI 割引にも適用されま
す。Amazon EC2 および Amazon RDS のすべての新規および既存のサイズ柔軟な RI のサイズは、インス
タンスサイズに基づいた正規化係数により決定されます。AWS が各インスタンスサイズに適用する正規化
係数を次の表に示します。

Amazon EC2 サイズ柔軟な RI の正規化係数

インスタンスサイズ 正規化係数

nano 0.25

micro 0.5

small 1

medium 2

large 4

xlarge 8
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インスタンスサイズ 正規化係数

2xlarge 16

4xlarge 32

8xlarge 64

10xlarge 80

16xlarge 128

32xlarge 256

lineItem/NormalizedUsageAmount
サイズ柔軟な RI のために発生した使用量。正規化単位。NormalizedUsageAmount は UsageAmount に
NormalizationFactor を乗じた値に等しくなります。

O
lineItem/Operation
この明細項目の対象となる特定の AWS オペレーション。これは、明細項目の特定の使用状況を表しま
す。たとえば、RunInstances の値は Amazon EC2 インスタンスのオペレーションを示します。

P
lineItem/ProductCode
測定された製品のコード。例えば、Amazon EC2 は、Amazon Elastic Compute Cloud の製品コードです。

R
lineItem/ResourceId
(オプション) レポートに個々のリソース ID を含めることを選択した場合、この列にはプロビジョンしたリ
ソースの ID が表示されます。例えば、Amazon S3 ストレージバケット、Amazon EC2 コンピューティン
グインスタンス、または Amazon RDS データベースは、すべてリソース ID を持つことができます。この
フィールドは、インスタンス化されたホストに関連付けられていない使用タイプ (データ転送、API リクエ
ストなど) と明細項目タイプ (割引、クレジット、税金など) では空白です。AWS の一般的なサービスに対
応するリソース識別子を次の表に一覧表示します。

AWS リソース識別子

AWS サービス リソース識別子

アマゾン CloudFront ディストリビューション ID

アマゾン CloudSearch 検索ドメイン

Amazon DynamoDB DynamoDB テーブル

Amazon Elastic Compute Cloud - Amazon EBS Amazon EBS ボリューム
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T

AWS サービス リソース識別子

Amazon Elastic Compute Cloud インスタンス ID

Amazon Elastic Compute Cloud- CloudWatch CloudWatch インスタンス ID の料金

Amazon EMR MapReduce 集まる

アマゾン ElastiCache キャッシュクラスター

OpenSearch アマゾンサービス 検索ドメイン

Amazon S3 Glacier ボールト

Amazon Relational Database Service データベース

Amazon Redshift Amazon Redshift クラスター

Amazon Simple Storage Service Amazon S3 バケット

Amazon Virtual Private Cloud VPN ID

AWS Lambda Lambda 関数の名前

T
lineItem/TaxType
AWS がこの明細項目に適用した税金の種類。

U
lineItem/UnblendedCost
UnblendedCost は、UnblendedRate に UsageAmount を乗じた値です。

lineItem/UnblendedRate
を使用しているアカウントの一括請求ではAWS Organizations、非混合レートは個々のアカウントのサー
ビス使用に関連するレートです。

RI discount が適用されている Amazon EC2 および Amazon RDS のラインアイテムの場合、は 
0UnblendedRate です。RI 割引が適用されている明細項目は、LineItemType が DiscountedUsage
です。

lineItem/UsageAccountId
この明細項目を使用したアカウントのアカウント ID。組織の場合、これは管理アカウントまたはメンバー
アカウントのいずれかになります。このフィールドを使用して、アカウント別のコストや使用状況を追跡
することができます。

lineItem/UsageAmount
指定した期間に発生した使用量。サイズ柔軟なリザーブドインスタンスについては、reservation/
TotalReservedUnits代わりに列を使用してください。
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予約の詳細

Note

特定のサブスクリプション料金には「」UsageAmount0が付きます。

lineItem/UsageEndDate
対応する明細項目の終了日時は UTC で表されます (その時刻は含まない)。形式は YYYY-MM-
DDTHH:mm:ssZ です。

lineItem/UsageStartDate
明細項目の開始日時は UTC で表されます (その時刻を含む)。形式は YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ です。

lineItem/UsageType
この明細項目の使用状況の詳細。例えば、USW2-BoxUsage:m2.2xlarge は米国西部 (オレゴン) リー
ジョンの M2 ハイメモリダブルエクストララージインスタンスについて説明します。

予約の詳細
reservationAWSコストと使用状況レポートのヘッダーの下の列には、予約されたリソースの詳細が示され
ます。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | VWXYZ

A
reservation/AmortizedUpfrontCostForUsage
• 説明: 全額前払い RI および一部前払い RI の最初の前払い料金は、使用時間に応じて償却されます。

値は、RIAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod *The normalized usage amount for 
DiscountedUsage line items/と等しくなりますThe normalized usage amount for the 
RIFee。前払いなし RI には前払いはないため、前払いなし RI の値は 0 です。現時点では、Dedicated 
Hosts 予約にはこの値を提供していません。将来のアップデートで変更を行う予定です。

• 該当するラインアイテム:DiscountedUsage
• サンプル値: 0.05、0.17、0.15

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/AmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
• 説明: この予約の前払い料金のうち、請求期間中の費用がどれくらいになるかを示します。全額前払い 

RI および一部前払い RI の最初の前払い料金は、今月償却されます。前払いなし RI には前払い料金はな
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E

いため、前払いなし RI の値は 0 です。現時点では、Dedicated Hosts 予約にはこの値を提供していませ
ん。将来のアップデートで変更を行う予定です。

• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: 29.15、200.67、214.43
• サービス:

• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/AvailabilityZone
• 説明: この明細項目に関連付けられたリソースのアベイラビリティーゾーン。
• 該当する明細項目: Fee、Refund、RIFee
• サンプル値: us-east-1、us-east-1b、eu-west-1b、ap-southeast-2a
• サービス:

• Amazon EC2

E
reservation/EffectiveCost
• 説明: 実質的時間料金に平均化された、RI の前払い料金と時間料金の両方の合計。EffectiveCost

は、amortizedUpfrontCostForUsage を recurringFeeForUsage に加算することにより計算さ
れます。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。

• 該当するラインアイテム:DiscountedUsage
• サンプル値: 0.23、0.68、0.10
• サービス:

• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/EndTime
• 説明: 関連付けられた RI リース期間の終了日。
• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値:
2019-05-15T04:23:14.000Z、2020-02-08T17:32:15.000Z、2019-07-14T00:00:33.000Z

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon Redshift
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M

• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

M
reservation/ModificationStatus
• 説明: RI リースが変更されたかどうかを示します。

• Original (オリジナル): 購入した RI は 1 回も変更されていません。
• System (システム): 購入した RI は、コンソールまたは API を使用して変更されました。
• Manual (手動): 購入した RI は、AWS Support のサポートを利用して変更されました。
• ManualWithData: 購入した RIAWS Support は支援を受けて修正され、RIAWS の見積もりが計算され

ました。
• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: Original、System、Manual、ManualWithData
• サービス:

• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

N
reservation/NetAmortizedUpfrontCostForUsage
全額前払い RI および一部前払い RI の最初の前払い料金は、該当する場合は使用時間に応じて償却されま
す。この列は、該当する請求期間にアカウントがdiscount 場合にのみレポートに含まれます。

reservation/NetAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
請求期間中の予約の前払い料金の費用。この列は、該当する請求期間にアカウントがdiscount 場合にのみ
レポートに含まれます。

reservation/NetEffectiveCost
RI の前払い料金と時間単価の合計を平均して実効時間単価とします。この列は、該当する請求期間にアカ
ウントがdiscount 場合にのみレポートに含まれます。

reservation/NetRecurringFeeForUsage
定期使用料のdiscount 後の費用。この列は、該当する請求期間にアカウントがdiscount 場合にのみレポー
トに含まれます。

reservation/NetUnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
請求期間中の未使用の正味償却前払い手数料。この列は、該当する請求期間にアカウントがdiscount 場合
にのみレポートに含まれます。
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R

reservation/NetUnusedRecurringFee
一部前払いなし RI および前払いなしの RI の未使用の予約時間に関連する定期的な料金。この列は、該当
する請求期間にアカウントがdiscount 場合にのみレポートに含まれます。

reservation/NetUpfrontValue
割引が適用された RI の前払い額。この列は、該当する請求期間にアカウントがdiscount 場合にのみレポー
トに含まれます。

reservation/NormalizedUnitsPerReservation
• 説明: 予約サブスクリプションの各インスタンスの正規化された単位の数。
• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: 1316、54.5、319

• サービス:
• Amazon RDS

reservation/NumberOfReservations
• 説明: このサブスクリプションに含まれる予約の数。たとえば、1 件のサブスクリプションには 4 件の 

RI 予約を関連付けることができます。
• 該当する明細項目: Fee、RIFee、Refund、Credit
• サンプル値: 5、50、500

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

R
reservation/RecurringFeeForUsage
• 説明: 一部前払い RI および前払いなし RI の場合、使用時間に応じて償却される定期的料金です。値

は、The unblended cost of the RIFee *The sum of the normalized usage amount of 
Usage line items/と等しくなりますThe normalized usage amount of the RIFee for 
size flexible Reserved Instances。全額前払い RI には 0 より大きい定期料金支払いがないた
め、全額前払いRI の値は 0 です。

• 該当するラインアイテム:DiscountedUsage
• サンプル値: 0.139、0.729、0.018

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
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• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/ReservationARN
• 説明: この明細項目が活用した RI の Amazon リソースネーム (ARN)。これは「RI リース ID」とも呼

ばれます。これは、この特定の AWS リザーブドインスタンスの一意の識別子です。この値の文字列に
は、AWS サービス名と、RI を購入したリージョンも含まれています。

• 該当する明細項目:Fee、RIFeeDiscountedUsage、Refund、Credit
• サンプル値: arn:aws:ec2:us-east-1:074108124787:reserved-instances/1d3fbc13-
f181-4c40-9dd6-12b345678de9、arn:aws:ec2:us-east-1:499958231354:reserved-
instances/be41234c3-b5c0-403e-a80c-1cfd12345678

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

S
reservation/StartTime
• 説明: 関連付けられたリザーブドインスタンスの期間の開始日。
• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値:
2018-07-29T02:56:10.000Z、2017-08-21T15:58:47.000Z、2019-02-01T22:01:34.000Z

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/SubscriptionId
• 説明: 明細項目を関連オファーとマッピングする一意の識別子。RI ARN を AWS リザーブドインスタン

スの ID として使用することをお勧めしますが、両方を使用できます。
• 該当する明細項目:Fee、RIFeeDiscountedUsage、Refund、Credit、および Usage
• サンプル値: 123456789、111122222、333344444
• サービス:

• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
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T

• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

T
reservation/TotalReservedNormalizedUnits
• 説明: 予約サブスクリプションのすべてのインスタンスでの予約済みの正規化された単位の合

計数。AWS では reservation/NormalizedUnitsPerReservation を reservation/
NumberOfReservations で乗算して、正規化された単位の合計を計算します。

• 該当するラインアイテム:DiscountedUsage
• サンプル値: 40320、3647.99、17928.77

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon RDS

reservation/TotalReservedUnits
• 説明: TotalReservedUnits により、Fee および RIFee の両方の明細項目に個別の値が入力されま

す。
• Fee 明細項目: 期間全体に対してサブスクリプションで購入した合計リース数量に対する、予約された

ユニットの合計数。

これは、NumberOfReservations に UnitsPerReservation を掛けて計算されています。例: 5 
RI x 744 時間/月 x 12 か月 = 44,640。

• RIFee 明細項目 (毎月の定期的な料金): 特定の RI サブスクリプションでの Amazon EC2 時間の合計な
ど、サブスクリプションで利用できる合計ユニット数。

例: 5 RI x 744 時間 = 3,720。
• 該当する明細項目: Fee、RIFee、Refund、Credit
• サンプル値: 26208、98.19、15796

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

U
reservation/UnitsPerReservation
• 説明: UnitsPerReservation により、Fee および RIFee の両方の明細項目に個別の値が入力されま

す。
• Fee 明細項目: サブスクリプション期間に対して購入した RI 時間の合計数など、サブスクリプション

に予約した合計ユニット数。
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例: 744 時間/月 x 12 か月 = 8,928 合計時間/ユニット。
• RIFee 明細項目 (毎月の定期的な料金): 特定の RI サブスクリプションでの Amazon EC2 時間の合計な

ど、サブスクリプションで利用できる合計ユニット数。

例: 1 ユニット x 744 時間 = 744。
• 該当する明細項目: Fee、RIFee、Refund、Credit
• サンプル値: 334.0、486.72、18455
• サービス:

• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon DynamoDB
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/UnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
• 説明:全額前払い RI および一部前払い RI の最初の前払い料金のamortized-upfront-fee-forbilling-period-

column amortized-upfront-fee-for-billing-RI の最初の前払い料金の amortizzed-upfront-fee 前払いなし RI 
には前払いはないため、前払いなし RI の値は 0 です。現時点では、Dedicated Hosts 予約にはこの値を
提供していません。将来のアップデートで変更を行う予定です。

• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: 6.05、1.97、0.17
• サービス:

• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/UnusedNormalizedUnitQuantity
• 説明: この請求期間中に使用しなかった、サイズ柔軟なリージョン RI の未使用の正規化されたユニット

の数。
• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: 25.00、3.50、274.33
• サービス:

• Amazon RDS

reservation/UnusedQuantity
• 説明: この請求期間中に使用しなかった RI 時間数。
• 該当する明細項目: RIFee 明細項目
• サンプル値: 209.65110408、191.00000000、176.00000000
• サービス:

• Amazon EC2
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• OpenSearch サービス
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/UnusedRecurringFee
• 説明: 一部前払い RI と前払いなし RI の未使用の予約時間に関連する定期的な料金。全額前払い RI には
0 より大きい定期料金がないため、全額前払い RI の値は 0 です。

• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: 0.02971114、0.19190000、1.37280000

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

reservation/UpfrontValue
• 説明: AWS リザーブドインスタンスに対して支払った前払い料金 前払いのない RI の場合、この値は 0

になります。
• 該当する明細項目: RIFee
• サンプル値: 150.00、1000.00、2000.00

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• Amazon Redshift
• アマゾン ElastiCache
• Amazon RDS

料金詳細
pricingAWSコストと使用状況レポートのヘッダーの下の列には、明細項目の料金が含まれています。料金
列は、AWS Price List Service API AWS に基づいています。Price List Service API には、無料利用枠、ス
ポットインスタンス、AWS Marketplace 内の製品、前払いの年間サブスクリプション料金 (Fee)、および
月額定期料金 (RIFee) は含まれません。予約列には次のようなものがあります。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | VWXYZ

L
pricing/LeaseContractLength
RI の予約期間。
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P
pricing/publicOnDemandCost
パブリックオンデマンドインスタンスレートに基づく明細項目の合計コスト。複数のオンデマンドパブ
リックコストが発生する SKU がある場合は、最も高い階層の同等のコストが表示されます。無料利用枠や
階層型価格を提供するサービスなどが該当します。

pricing/publicOnDemandRate
特定の使用料の明細項目に対する、この請求期間のパブリックオンデマンドインスタンスレート。複数の
オンデマンドパブリック料金が発生する SKU がある場合、最も高い階層の同等の料金が表示されます。無
料利用枠や階層型価格を提供するサービスなどが該当します。

pricing/PurchaseOption
この明細項目に選択した支払い方法。有効な値は、All Upfront、Partial Upfront、No Upfront
です。

R
pricing/RateCode
製品/オファー/価格-枠の組み合わせの一意のコード。製品および期間の組み合わせは、無料利用枠、低使
用利用枠、高使用利用枠など、複数の価格ディメンションを持つことができます。

pricing/RateId
明細項目のレートの ID。

T
pricing/term
AWS の使用がリザーブドまたはオンデマンドであるかどうか。

U
pricing/unit
AWS が使用料を計算するために使用した料金単位。例えば、Amazon EC2 インスタンスの使用料の料金
単位は時間数です。

製品の詳細
product列には、費用が発生した商品と品目に関するメタデータが表示されます。製品列は動的であり、
コストと使用状況レポートの表示は、請求期間中の製品の使用状況によって異なります。料金列は、AWS 
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Price List Service API AWS に基づいています。Price List Service API には、無料利用枠、スポットインス
タンス、AWS Marketplace 内の製品、前払いの年間サブスクリプション料金 (Fee)、および月額定期料金 
(RIFee) は含まれません。

A| B | |C |D |E | HFG | | | |I | | | | | QL |M |N |O |P | | | |R |S |T |U |V |W | XYZ

A
product/availability
• 説明: さまざまな AWS ストレージオプションのアベイラビリティーを表します。
• サンプル値: 99.99%、99.5%
• サービス:

• Amazon S3 Glacier
• Amazon S3
• AWS Elemental MediaStore
• AWS RoboMaker

C
product/capacitystatus
• 説明: キャパシティー予約のステータスを表します。
• サンプル値: UnusedCapacityReservation、AllocatedCapacityReservation、Used
• サービス:

• Amazon EC2

product/clockspeed
• 説明: AWS インスタンスのオペレーション速度を表します。
• サンプル値: 2.4 GHz、2.6 GHz
• サービス:

• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon MQ
• Amazon Neptune
• Amazon RDS
• AWS Database Migration Service

D
product/databaseedition
• 説明:さまざまな開発、導入シナリオ、および特定のアプリケーション目的に適したデータベースソフト

ウェアについて説明します。
• サービス:
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• Amazon RDS

product/dataTransfer
• 説明:AWSデータ転送は、データがインターネットに移動されるとき、AWSまたはそれぞれのリージョ

ンまたはアベイラビリティーゾーンにわたってインスタンス間で移動されるたびに行われます。AWS地
域間およびアベイラビリティーゾーン間のデータ転送には、ギガバイト単位で従量課金されるコストが
発生します。

• サービス:
• AWS Systems Manager

product/dedicatedEbsThroughput
• 説明: インスタンス間の専用スループットを表します (例: Amazon EC2 インスタンスおよび Amazon 

EBS ボリューム)。使用するインスタンスタイプに応じて 500～10,000 メガビット/秒 (Mbps) を選択で
きます。専用スループットにより、Amazon EBS I/O と、EC2 インスタンスからのその他のトラフィッ
クとの競合が最小限に抑えられ、Amazon EBS ボリュームに最適なパフォーマンスを得られます。

• サンプル値: 200 Mbps、Upto 5000 Mbps

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon Neptune
• Amazon RDS

product/deploymentoption
• 説明:環境のインフラストラクチャがどこにあるかを説明します。AWSクラウドの導入モデル

はpublic、、on-premise、hybridです。
• サンプル値: Multi-AZ、Single-AZ

• サービス:
• Amazon MQ
• Amazon Neptune
• Amazon RDS

product/description
• 説明:AWS特定のサービスの説明。
• サービス:

• AWS CodePipeline
• AWS Device Farm
• AWS Elemental MediaConvert
• AWS Elemental MediaStore

product/directconnectlocation
• 説明:AWS顧客からのプライベート専用ネットワーク接続が存在する場所を指定します。
• サンプル値:Equinix DC1 - DC6,Equinix DC10 - DC11,Global Switch Singapore
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• サービス:
• AWS Direct Connect

product/directorysize
• 説明:ディレクトリまたはフォルダのメタ情報を保存するために使用されるディスク上のスペース。
• サービス:

• AWS Direct Connect

product/directorytype
• 説明:ディレクトリがファイルか別のディレクトリかを指定します。
• サービス:

• AWS Direct Connect

product/directorytypedescription
• 説明:ディレクトリに付けられたわかりやすい名前。
• サービス:

• AWS Direct Connect

product/disableactivationconfirmationemail
• 説明:サービスの有効化を確認する電子メールを送信する機能を有効または無効にします。

product/durability
• 説明: 一定の年のオブジェクトの耐久性を表します。
• サンプル値: 99.999999999%、N/A、99.99%

• サービス:
• Amazon S3 Glacier
• Amazon S3
• AWS Elemental MediaStore

E
product/ebsOptimized
• 説明: Amazon EC2 インスタンスで Amazon EBS が最適化されているかどうかを示します。
• サンプル値: Yes、No

• サービス:
• Amazon EC2
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product/ecu
• 説明: Amazon EC2 インスタンスの整数処理能力を相対的に測定する EC2 コンピュートユニット (ECU) 

を示します。
• サンプル値: 9、100、variable

• サービス:
• Amazon EC2
• OpenSearch サービス
• アマゾン GameLift
• Amazon Redshift

product/endpointtype
• 説明:デバイスが接続するリモート接続の特徴について説明します。

たとえば、REST (代表的な状態移転) エンドポイント。RESTAPI (またはRESTful API) は、RESTアーキ
テクチャスタイルの制約に適合し、RESTful Web サービスを操作できるアプリケーションプログラミ
ングインターフェイスです。

• サンプル値: Ipsec、Amazon SQS、AWS Lambda

• サービス:
• Amazon SNS
• Amazon VPC
• Storage Gateway
• S3 Glacier

product/enhancedNetworkingSupported
• 説明: インスタンスが拡張ネットワーキングをサポートしているかどうかを表します。拡張ネットワーキ

ングでは、シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) を使用して、サポートされるインスタンスタイプにおけ
る高性能ネットワーキング機能が提供されます。

• サンプル値: Yes、No

• サービス:
• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon Neptune
• Amazon RDS
• AWS Database Migration Service

F
product/filesystemtype
• 説明:ローカルまたはリモートのストレージデバイスの詳細、およびオペレーティングシステムの仕様に

ついて説明します。
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product/freeUsageIncluded
• 説明:AWS無料利用枠の無料利用枠は、すべてのリージョンで毎月計算され、自動的に請求額に適用され

ます。たとえば、ご利用のすべてのリージョンで、Amazon EC2 Linux マイクロインスタンスの 750 時
間を無料でご利用いただけます。リージョンあたり 750 時間ではありません。

• サービス:
• Amazon Inspector

product/fromLocation
• 説明: 使用が開始された場所を示します。
• サンプル値: External、US East (N. Virginia)、Global

• サービス:
• アマゾン CloudFront
• AWS DataTransfer

product/fromRegionCode
• 説明:AWSサービスのソースリージョンコードを記述します。詳細については、「product/

regioncode (p. 52)」を参照してください。
• サンプル値:ap-northeast-1
• サービス:

• Amazon RDS
• Amazon EC2
• Amazon VPC
• AWS Direct Connect

product/fromLocationType
• 説明: 使用が開始された場所のタイプを示します。
• サンプル値: AWS Region、AWS Edge Location

• サービス:
• AWS Direct Connect
• AWS Elemental MediaConnect
• アマゾン CloudFront
• Amazon Lightsail
• AWS Shield

G
product/gpu
• 説明: GPUの数を表します。
• サンプル値: 16、32

• サービス:

43



AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド
I

• アマゾン SageMaker
• Amazon EC2

product/gpuMemory
• 説明: GPU メモリの詳細を表します。
• サンプル値: 16、32
• サービス:

• アマゾン SageMaker
• Amazon EC2

product/group
• 説明:定義が似ている、またはグループ化された複数の製品で構成されます。たとえば、Amazon EC2 

チームは製品を共有インスタンス、専用ホスト、専用用途に分類できます。
• サービス:

• AWS Certificate Manager
• AWS CodeCommit
• AWS Glue
• AWS IoT Analytics
• AWS Lambda

product/groupdescription
• 説明:製品グループに付けられた簡略化された名前。
• サービス:

• AWS Budgets
• AWS Certificate Manager
• AWS Lambda
• Amazon SQS

I
product/instance
• 説明:Amazon EC2 インスタンスは、AWSインフラストラクチャ上でアプリケーションを実行するため

の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の仮想サーバーです。AMI は、ユーザーコミュニティ
AWS、またはを通じて提供されているものを選択できますAWS Marketplace。

• サンプル値:T3
• サービス:

• Amazon EC2

product/instanceFamily
• 説明: Amazon EC2 インスタンスファミリーを示します。Amazon EC2 には、10 種類の異なるインスタ

ンスタイプに多数のオプションが用意されています。各タイプに 1 つ以上のサイズオプションがあり、
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さまざまなタイプのアプリケーションのために最適化された異なるインスタンスファミリーに分類され
ています。

• サンプル値: General Purpose、Memory Optimized、Accelerated Computing

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon RDS
• OpenSearch サービス
• アマゾン ElastiCache
• Amazon EMR

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/instanceType
• 説明: インスタンスのタイプ、サイズ、およびファミリーを表します。これらは、インスタンスの 

CPU、ネットワーク、およびストレージ容量を定義します。
• サンプル値: t2.small、m4.xlarge、t2.micro、m4.large、t2.large

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon RDS
• OpenSearch サービス
• アマゾン ElastiCache
• Amazon EMR

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/instanceTypeFamily
• 詳細: 指定された使用に関連付けられているインスタンスファミリー。
• サンプル値: t2、m4、m3

• サービス:
• Amazon DocumentDB
• Amazon RDS

product/integratingApi
• 説明:Amazon API GatewayAWS などのサービスを使用する場合のアプリケーション統合、または 

Amazon を使用したコードなしの統合 AppFlow。

product/integratingService
• 説明:AWSアプリケーションインテグレーションオンは、マイクロサービス、分散システム、およびサー

バーレスアプリケーション内の分離されたコンポーネント間の通信に使用される一連のサービスです。
アーキテクチャ全体をリファクタリングする必要はありません。アプリケーションをあらゆる規模で切
り離すことで、変更の影響を軽減でき、更新が容易になり、新機能のリリースを迅速に行うことができ
ます。
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product/intelAvxAvailable
• 説明: プロセスにインテル Advanced Vector Extension 命令セットがあるかどうかを表します。
• サンプル値: Yes、No、
• サービス:

• Amazon EC2

product/intelAvx2Available
• 説明: プロセスにインテル Advanced Vector Extension 命令セット 2 があるかどうかを表します。
• サンプル値: Yes、No
• サービス:

• Amazon EC2

product/intelTurboAvailable
• 説明: コアで Intel Turbo Technology を使用して周波数を上げることができるかどうかを表します。
• サンプル値: Yes、No
• サービス:

• Amazon EC2

L
product/licenseModel
• 説明: インスタンスのライセンスモデルを表します。
• サンプル値: license-included、bring-your-own-license、general-public-license
• サービス:

• アマゾン AppStream
• Amazon EC2
• Amazon MQ
• Amazon Neptune
• Amazon RDS

product/location
• 説明: Amazon S3 バケットが存在するリージョンを示します。
• サンプル値: Asia Pacific (Mumbai)、Asia Pacific (Seoul)、Canada (Central)、EU 
(London)、US West (Oregon)

• サービス:
• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB
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詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/locationType
• 説明: タスクのエンドポイントを示します。
• サンプル値: AWS Region、AWS Edge Location、Other

• サービス:
• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/logsDestination
• 説明:AWS::Logs::Destination CloudWatch リソースはログの宛先を指定します。送信先には物理リ

ソース (例:Amazon Kinesis データストリーム) が含まれており、ログイベントのストリームへのリソー
スをサブスクライブすることができます。

• サンプル値: AWS Region、AWS Edge Location、Other

• サービス:
• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

M
product/maxIopsBurstPerformance
• 説明: Amazon EBS ボリュームの最大 IOPS バーストパフォーマンスを示します。
• サンプル値: 3000 IOPS for volumes <= 1TB
• サービス:

• Amazon EC2

product/maxIopsvolume
• 説明: Amazon EBS ボリュームの 1 秒あたりの最大入力/出力を示します。
• サンプル値: 16,000 (maxiops for a General Purpose SSD (gp2))
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• サービス:
• Amazon EC2

product/maxThroughputvolume
• 説明: Amazon EBS ボリュームの最大ネットワークスループットボリュームを示します。
• サンプル値: 500 MiB/s、250 MiB/s、1000 MiB/s、40 - 90 MB/sec
• サービス:

• Amazon EC2
• アマゾン SageMaker

product/memory
• 説明:コンピュータが迅速に応答するために必要な指示やデータを格納するプレースホルダー電子機器。

コンピュータバイトはストレージユニットを示します。
• サービス:

• AWS Database Migration Service
• DynamoDB Accelerator
• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2

N
product/networkPerformance
• 説明: Amazon EC2 インスタンスのネットワークスループットを示します。
• サンプル値: moderate、high、up to 10 GB
• サービス:

• Amazon EC2
• Amazon RDS
• アマゾン ElastiCache
• アマゾン SageMaker
• AWS Database Migration Service

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/normalizationSizeFactor
• 説明: インスタンスサイズの正規化係数を表します。
• サンプル値: nano - 0.25、micro - 0.5、medium - 2、xlarge - 8、16xlarge - 128
• サービス:

• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon MQ
• Amazon Neptune
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• Amazon RDS

O
product/OfferingClass
• 説明: リザーブドインスタンスのタイプを表します。リザーブドインスタンスを購入するとき、スタン

ダードあるいはコンバーティブルの提供クラスから選択できます。
• サンプル値: Standard、Convertible

• サービス:
• Amazon DynamoDB
• Amazon EC2
• アマゾン ElastiCache
• OpenSearch サービス
• Amazon RDS
• Amazon Redshift

product/operatingSystem
• 説明: Amazon EC2 インスタンスのオペレーティングシステムを示します。
• サンプル値: Amazon Linux、Ubuntu、Windows Server、Oracle Linux、FreeBSD

• サービス:
• アマゾン AppStream
• Amazon EC2
• アマゾン GameLift
• Amazon Lightsail
• アマゾン WorkSpaces
• AWS CodeBuild

product/operation
• 説明: この明細項目の対象となる特定の AWS オペレーションを表します。
• サンプル値: RunInstances (Amazon EC2 インスタンスのオペレーションを示します)
• サービス:

• Amazon EC2
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB
• アマゾン CloudWatch
• Amazon Redshift

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。
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P
product/parameterType
• 説明:スタックの作成または更新時に、パラメーターを使用してテンプレートにカスタム値を入力しま

す。AWS CloudFormation例えば、InstanceTypeParameter. このパラメーターを使用して、スタッ
クを作成または更新するときに Amazon EC2 インスタンスタイプを指定できます。

product/physicalCores
• 説明: インスタンスが提供する物理コアの数を表します。
• サンプル値: 4、8
• サービス:

• Amazon EC2

product/pricingUnit
• 説明:AWSサービスの最小請求単位。たとえば、API 呼び出しごとに 0.01c と入力します。
• サービス:

• AWS Directory Service

product/primaryplaceofuse
• 説明:顧客が主にサービスを利用する主な事業所または住宅地の住所。

product/physicalProcessor
• 説明: Amazon EC2 インスタンス上のプロセッサを示します。
• サンプル値: High Frequency Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell)、Intel Xeon 
E5-2670、AMD EPYC 7571

• サービス:
• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon Neptune
• Amazon RDS
• AWS Database Migration Service

product/processorArchitecture
• 説明: プロセッサアーキテクチャを表します。
• サンプル値: 32-bit、64-bit
• サービス:

• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon Neptune
• Amazon RDS
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• AWS Database Migration Service

product/processorFeatures
• 説明: インスタンスのプロセッサ機能を表します。
• サンプル値: Intel AVX、Intel AVX2、Intel AVX512、Intel Turbo

• サービス:
• AWS Database Migration Service
• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon Neptune
• Amazon RDS

product/ProductFamily
• 説明: 製品タイプのカテゴリ。
• サンプル値: Alarm、AWS Budgets、Stopped Instance、Storage Snapshot、Compute

• サービス:
• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/ProductName
• 説明: AWS のサービスの完全な名前。この列を使用して、AWS のサービス別に AWS の使用状況をフィ

ルタ処理します。
• サンプル値: AWS Backup、AWS Config、Amazon Registrar、Amazon Elastic File 
System、Amazon Elastic Compute Cloud

product/productSchemaDescription
• 説明:製品がどのように構成されているかを示す設計図。これには、製品を構成するさまざまな属性が含

まれています。

product/provisioned
• 説明: Amazon EBS の使用状況がプロビジョニングされた Amazon EBS ストレージに関連していたかど

うかを示します。
• サンプル値: Yes、No

• サービス:
• Amazon EC2
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• Amazon MQ

product/PurchaseOption
• 説明:AWSサービスで利用できる購入モデルについて説明します。たとえば、AWSには、、、という 4 

つの主要な Amazon EC2 インスタンス購入オプションがありOn-DemandReserved InstancesSpot 
Instances、Dedicated Hostsというオプションが追加されています。

product/purchaseterm
• 説明:Amazon EC2 では、これは一貫したインスタンス設定へのコミットメントを指定します。これに

は、1 ～ 3 年間のインスタンスタイプとリージョンが含まれます。

R
product/region
• 説明: AWS のサービスをホストする地理的なエリア。このフィールドを使用して、特定のリージョンに

わたって使用量を分析できます。
• サンプル値: eu-west-3、us-west-1、us-east-1、ap-northeast-2、sa-east-1
• サービス:

• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/regioncode
• 説明:リージョンは、データセンターが集まる世界中の物理的な場所です。 AWS論理データセンターの

各グループをアベイラビリティーゾーン (AZ) と呼びます。AWS各リージョンは、地理的エリア内の複
数の孤立した、物理的に分離された AZ で構成されています。AWSリージョンコード属性はリージョン
と同じ名前で、AWSサービスが利用できる場所を指定します。

• サンプル値: us-west-2、us-east-1、ap-southeast-2
• サービス:

• アマゾン SageMaker

product/replicationType
• 説明:サービスが無料で使用できることを指定します。たとえば、AWS Server Migration Serviceは無料

で使用でき、支払いは移行プロセス中に使用したストレージリソースの分だけです。
• サンプル値:Free
• サービス:

• AWS Application Migration Service
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product/resourceAssessment
• 説明:証拠を収集、保存、管理するプロセス。これを利用して、リスクや業界標準や規制への準拠を評価

できます。
• サンプル値:All assessment
• サービス:

• AWS Audit Manager

S
product/servicecode
• 説明:これは、AWSお客様にとって特定のサービスを一意の短い略語として識別します。
• サンプル値: Amazon EC2、AWS KMS

• サービス:
• AWS Budgets
• AWS Backup
• AWS Certificate Manager
• AWS Cloud Map
• AWS CloudTrail

product/servicename
• 説明:AWSサービスに関する簡単な説明。
• サービス:

• Amazon EC2 予算
• Amazon ECR
• Amazon ECS
• Amazon EFS
• Amazon Elastic Inference
• Amazon EKS

product/singleOrDualPass
• 説明:動画に適用されるエンコーディングの種類を決定するために使用される用語。ワンパスエンコー

ディングでは、エンコードは最初のパス自体で行われます。2 パスエンコーディングの場合、ファイル
は最初のパスで徹底的に分析され、中間ファイルが作成されます。2 回目のパスでは、エンコーダが中
間ファイルを見つけてビットを割り当てます。実際のエンコードは 2 回目のパスで行われます。

• サービス:
• AWS Elemental MediaConvert

product/sku
• 説明: 製品の一意のコード。SKU は、ProductCode、UsageType、および Operation を組み合わ

せて作成されます。サイズ柔軟な RI の場合、SKU は使用されたインスタンスを使用します。たとえ
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ば、t2.micro インスタンスを使用し、AWS によって t2.small RI 割引が使用量に適用された場合、
明細項目 SKU は t2.micro を使用して作成されます。

• サンプル値: FFNT87MQSCR328W6、VBYCEU494XUAHCA7

• サービス:
• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/storage
• 説明: インスタンスにアタッチされているディスクストレージを表します。
• サンプル値: 60GB、True、EBS Only、1 x 900 NVMe SSD、1 x 150 NVMe SSD

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon RDS
• Amazon Redshift
• OpenSearch サービス
• アマゾン WorkSpaces

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/storageclass
• 説明: Amazon S3 バケットのストレージクラスを示します。
• サンプル値: Archive、General Purpose、Infrequent Access、Intelligent-
Tiering、Non-Critical Data

• サービス:
• AWS Elemental MediaStore
• AWS Storage Gateway
• Amazon Cloud Directory
• Amazon EFS
• Amazon MQ
• Amazon S3

product/storagemedia
• 説明:記憶媒体とは、電子データの保存、保存、および取得に使用されるデバイスや材料を含むあらゆる

技術です。
• サービス:

• AWS Database Migration Service
• アマゾン CloudWatch 54
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• Amazon DocumentDB
• Amazon EC2
• Amazon ES

product/storagetype
• 説明:コンピューターが情報を保存する方法と場所について説明します。これは、コンピューター、サー

バー、またはコンピューティングデバイスの内部または外部の場合があります。
• サンプル値: Amazon S3、SSD、SSD-backed

• サービス:
• AWS Backup
• Amazon ECR

T
product/tenancy
• 説明: Amazon EC2 インスタンスで許可されているテナンシーのタイプ。
• サンプル値: Dedicated、Reserved、Shared、NA、Host

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon ECS

product/tier
• 説明:を使用するとAWS、使用量が増えるにつれて、ボリュームベースの割引や節約が可能になりま

す。Amazon S3 のようなサービスの場合、料金は段階的に設定されます。つまり、使用量が多いほ
ど、GB あたりの支払い額が少なくなります。 AWSビジネスニーズを支援するサービスを購入するため
のオプションを提供します。

• サービス:
• AWS Elemental MediaConvert

product/toLocation
• 説明: 使用先の場所を示します。
• サンプル値: External、US East (N. Virginia)

• サービス:
• アマゾン CloudFront
• AWS データ転送

product/toLocationType
• 説明: サービス使用先の場所のタイプを示します。
• サンプル値: AWS Region、AWS Edge Location

• サービス:
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• AWS Direct Connect
• AWS Elemental MediaConnect
• AWS Shield
• アマゾン CloudFront
• Amazon Lightsail

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/toRegionCode
• 説明:AWSサービスのソースリージョンコードを記述します。詳細については、「product/

regioncode (p. 52)」を参照してください。
• サンプル値:eu-west-1
• サービス:

• Amazon RDS
• Amazon EC2
• Amazon VPC
• AWS Direct Connect

product/transcodingResult
• 説明:エンコードされたビデオソースを中間の非圧縮形式にデコードし、それをターゲット形式に再エン

コードした結果の出力。
• サービス:

• AWS Elemental MediaConvert

product/trialProduct
• 説明:AWS CloudHSM空き時間が許可されているかどうかを説明します。
• サービス:

• AWS CloudHSM

U
product/upfrontCommitment
• 説明:の使用量に関するコミットメントが必要かどうかを説明しますAWS CloudHSM。HSMAWS 

CloudHSM がクラスターにプロビジョニングされる毎時間 (または 1 時間未満) ごとに、時間単位の料金
が請求されます。HSM のないクラスターには請求がなく、暗号化されたバックアップの自動ストレージ
についても請求されません。詳細については、「AWS CloudHSM の料金」を参照してください。

HSM との間のネットワークデータ転送には別途料金がかかります。詳細については、「Amazon EC2 
の料金」を参照してください。

• サービス:
• AWS CloudHSM
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product/usagetype
• 説明: 明細項目の使用状況の詳細を表します。
• サンプル値: EU-BoxUsage:c5d.9xlarge、EU-BoxUsage:m4.16xlarge、SAE1-
InstanceUsage:db.t2.medium、USW2-AW-SW-19、SAE1-BoxUsage:c4.large、

• サービス:
• Amazon EC2
• AWS Certificate Manager
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

V
product/vcpu
• 説明: 単一の CPU コア上で同時に実行されているスレッドの数を示します。Amazon EC2 インスタンス

は、単一の Intel Xeon CPU コアで同時に複数のスレッドを実行できるマルチスレッドをサポートしてい
ます。各スレッドは、インスタンスの仮想 CPU (vCPU) として表されます。

• サンプル値: 8、16、36、72、128
• サービス:

• Amazon EC2
• Amazon RDS
• Amazon Redshift
• OpenSearch サービス
• アマゾン ElastiCache

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

product/videoCodec
• 説明:デジタルビデオを圧縮および解凍するソフトウェアまたはハードウェア。ビデオ圧縮の文脈では、

コーデックはエンコーダーとデコーダーを組み合わせたものです。圧縮のみを行うデバイスは一般にエ
ンコーダーと呼ばれ、圧縮解除のみを行うデバイスはデコーダーです。

• サービス:
• AWS Elemental MediaConvert;

product/videoFrameRate
• 説明:ビデオフレームレート (1 秒あたりのフレーム数 (FPS) で表示) は、ビデオカメラ、コンピューター

グラフィックス、およびモーションキャプチャシステムによって連続した画像 (フレーム) がキャプチャ
または表示される頻度です。

• サービス:
• AWS Elemental MediaConvert;
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product/volumeType
• 説明: Amazon EBS のボリュームタイプを示します。
• サンプル値: Standard、General Purpose、General Purpose-Aurora、Amazon 
Glacier、Amazon SimpleDB – Standard、

• サービス:
• Amazon EC2
• Amazon S3
• Amazon RDS
• Amazon DynamoDB
• Amazon S3 Glacier

詳細。完全なサービスリストについては、Column_Attribute_Service.zip をダウンロードしてくださ
い。

W
product/workforceType
• 説明:雇用または失業中の労働力プールの細分化。たとえば、Full Time Employees (FTE)、また

はTemporary。
• サービス:

• アマゾン SageMaker

リソースタグの詳細
resourceAWSコストと使用状況レポートの列を使用して、明細項目に含まれる特定のリソースに関する情
報を見つけることができます。これらの列には、ユーザー定義のコスト配分タグが含まれます。次に例を
示します。

resourceTags/user:creator
user:Creator タグを使用して、リソースを作成したユーザーを追跡します。

resourceTags/user:name
user:Name タグを使用して、特定のユーザーに関連付けられているリソースを追跡します。

resourceTags/user:owner
user:Owner タグを使用して、リソースを所有しているユーザーを追跡します。

resourceTags/user:purpose
user:Purpose タグを使用して、リソースが作成された理由を追跡します。
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Savings Plans の詳細
SavingsPlanAWSコストと使用状況レポートの列には、 ComputeSavingsPlansの詳細が示されます。 
SavingsPlan SSavings Plans を購入した場合、列が表示されます。Savings Plans の詳細について
は、Savings Plans ユーザーガイドの Savings Plans とはを参照してください。

A| B | C | D |E | F | G | H | | JI | K | L | M | |N | QO |P | | |R |S | |TU | VWXYZ

A
savingsPlan/AmortizedUpfrontCommitmentForBillingPeriod
• 説明: 請求期間に Savings Plan サブスクリプションに必要となる前払い金額。[All Upfront Savings Plan]

(全額前払い Savings Plan) と [Partial Upfront Savings Plan] (一部前払い Savings Plan) の最初の前払い
金は、当月に償却されます。[No Upfront Savings Plan] (前払いなし Savings Plan) の場合、値は 0 で
す。

• 該当するラインアイテム:SavingsPlanRecurringFee
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

E
savingsPlan/EndTime
• 説明: Savings Plan 契約の有効期限日。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage SavingsPlanNegation、 

SavingsPlanUpfrontFee、SavingsPlanRecurringFee
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

I
savingsPlan/InstanceTypeFamily
• 説明: 指定した使用量に関連するインスタンスファミリー。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage
• サンプル値: m4、g2

• サービス:
• Amazon EC2
• Fargate
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• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

N
savingsPlan/NetAmortizedUpfrontCommitmentForBillingPeriod
請求期間の Savings Plan サブスクリプションの前払い料金。この列は、該当する請求期間にアカウントが
discount 場合にのみレポートに含まれます。

savingsPlan/NetRecurringCommitmentForBillingPeriod
Savings Plan 手数料の純非混合費用。この列は、該当する請求期間にアカウントがdiscount 場合にのみレ
ポートに含まれます。

savingsPlan/NetSavingsPlanEffectiveCost
Savings Plans の実効コスト。使用量を料金で割ったものです。この列は、該当する請求期間にアカウン
トがdiscount 場合にのみレポートに含まれます。

O
savingsPlan/OfferingType
• 説明: 購入した Savings Plan のタイプを示します。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage SavingsPlanNegation、 

SavingsPlanUpfrontFee、SavingsPlanRecurringFee
• サンプル値: ComputeSavingsPlans、EC2InstanceSavingsPlans、SageMakerSavingsPlans
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

P
savingsPlan/PaymentOption
• 説明: Savings Plan に使用できる支払いオプション。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage SavingsPlanNegation、 

SavingsPlanUpfrontFee、SavingsPlanRecurringFee
• サンプル値: Partial Upfront、All Upfront、No Upfront
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker
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savingsPlan/PurchaseTerm
• 説明: Savings Plan の期間を示します。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage SavingsPlanNegation、 

SavingsPlanUpfrontFee、SavingsPlanRecurringFee
• サンプル値: 1yr、3yr
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

R
savingsPlan/RecurringCommitmentForBillingPeriod
• 説明: Savings Plan サブスクリプションの毎月の定額料金。例えば、[Partial Upfront Savings Plan] (一部

前払い Savings Plan) や [No Upfront Savings Plan] (前払いなし Savings Plan) の毎月の定額料金が該当
します。

• 該当するラインアイテム:SavingsPlanRecurringFee
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

savingsPlan/Region
• 説明: AWS のサービスをホストする AWS リージョン (地理的なエリア)。このフィールドを使用して、

特定の AWS リージョン全体の支出を分析できます。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage SavingsPlanNegation、 

SavingsPlanUpfrontFee、SavingsPlanRecurringFee
• サンプル値: US East (N. Virginia)、US West (N. California)、US East (Ohio)、Asia 
Pacific (Mumbai)、Europe (Ireland)

• サービス:
• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

S
savingsPlan/SavingsPlanArn
• 説明: Savings Plan の一意の ID。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanUpfrontFee
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T

• サービス:
• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

savingsPlan/SavingsPlanEffectiveCost
• 説明: 各使用量の行に割り当てられている Savings Plan 月額料金 (前払いおよび定額) の比率。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

savingsPlan/SavingsPlanRate
• 説明: 使用量に対する Savings Plan の料金。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

savingsPlan/StartTime
• 説明: Savings Plan 契約の開始日。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanCoveredUsage SavingsPlanNegation、 

SavingsPlanUpfrontFee、SavingsPlanRecurringFee
• サービス:

• Amazon EC2
• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

T
savingsPlan/TotalCommitmentToDate
• 説明: 今日の該当時間までに償却された前払いコミットメントと定額コミットメントの合計。
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanRecurringFee
• サービス:

• Amazon EC2
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U

• Fargate
• AWS Lambda
• アマゾン SageMaker

U
savingsPlan/UsedCommitment
• 説明: 使用している Savings Plan コミットメントの USD 総額。(SavingsPlanRate 使用量を乗算)
• 該当するラインアイテム:SavingsPlanRecurringFee
• サービス:

• Amazon EC2
• AWS Lambda
• Fargate
• アマゾン SageMaker

Cost Categoriesの 詳細
Cost CategoryAWSコストと使用状況レポートの列を使用して、Cost Categories 機能で分類された特定の
明細項目に関する情報を見つけることができます。 Cost Category列には、Cost Category と分類ルール
を作成すると自動的にデータが入力されます。これらの列には、列ヘッダーとしてユーザー定義の Cost 
Category 名と、対応する Cost Category 値が含まれます。次に例を示します。

costCategory/Project
Project Cost Category を使用して、プロジェクトに関連付けられたコストと使用量の情報を分類します。
「alpha」や「beta」などのプロジェクト名は、以下の値として表示されますcostCategory/Project。

costCategory/Team
Team Cost Category を使用して、チームに関連付けられたコストと使用量の情報を分類します。「マーケ
ティング」などのチーム名は、以下の値として表示されますcostCategory/Team。

costCategory/Environment
Environment Cost Category を使用して、環境に関連付けられたコストと使用量の情報を分類します。
「Development」などの環境名は、以下の値として表示されますcostCategory/Environment。

割引の詳細
discountヘッダーの下の列は、レポートの請求期間中にアカウントにdiscountAWS が適用された場合にの
みコストと使用状況レポートに含まれます。これには以下の列が含まれます。

discount/BundledDiscount
バンドルdiscount がラインアイテムに適用されました。バンドルdiscount は、別のサービスまたは機能の
使用に基づいて、サービスまたは機能を無料またはdiscount して使用できる使用量ベースの割引です。バ
ンドル割引の例には以下が含まれます。
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discount/TotalDiscount

• 使用すればAWS Shield Advanced、AWS WAF別途料金を支払う必要はありません。 AWS WAF使用方
法がバンドルされていますAWS Shield Advanced。詳細についてはAWS Shield Advanced、「Amazon 
CloudFront の価格」を参照してください。

• を使用して NAT ゲートウェイを作成した場合AWS Network Firewall、標準の NAT ゲートウェイ処理と
時間単位の使用料金は、GB one-to-one 単位および使用時間あたりのファイアウォールの処理量に基づ
いて免除されます。詳細については、「AWS Network Firewall 料金表」を参照してください。

• Amazon インタラクティブビデオサービス (IVS) チャットでは、ビデオ入力を 1 時間送信するごとに、
追加費用なしで 2,700 件のメッセージが送信され、27万件のメッセージが配信されます。詳細について
は、「Amazon インタラクティブビデオService の料金」を参照してください。

discount/TotalDiscount
対応する品目のすべてのdiscount 列の合計。

分割明細項目詳細
コスト配分データの分割機能を選択した場合、splitLineItemAWSコストレポートと使用状況レポートの
見出しの下にある列は、コストレポートと使用状況レポートに表示されるフィールドです。詳細につい
ては、「分割コスト配分データについて」を参照してください。この機能は Amazon ECS (Fargate を含
む)AWS Batch のみに限定されています。

A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | OP | | QR |S | TU | V | W | X | Y | Z

A
splitLineItem/ActualUsage
• 説明:Amazon ECS タスクで指定された期間に発生した vCPU またはメモリの使用量 (に基づくlineItem/

UsageType)。
• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:0.1、0.5、1.3
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

Note

Fargate のコストは vCPU とメモリの予約に基づいて計算され、lineItem/UsageAmount列に反
映されます。分割コスト配分データは、低レイテンシーのテレメトリデータを観察し、それを
時間、日、月に集約することで、実際の Fargate vCPU とメモリ使用量を計算します。したがっ
て、splitLineItem/ActualUsageと同じではない可能性がありますlineItem/UsageAmount.

N
splitLineItem/NetSplitCost
• 説明:すべての割引が適用された後の Amazon ECS タスクの実効コスト。この列は、該当する請求期間

にアカウントがdiscount 場合にのみレポートに含まれます。
• 該当する明細項目: Usage
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P

• サンプル値:1.35、1.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

splitLineItem/NetUnusedCost
• 説明:すべての割引が適用された後の Amazon ECS タスクの実効未使用コスト。この列は、該当する請

求期間にアカウントがdiscount 場合にのみレポートに含まれます。
• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:1.35、1.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

Note

未使用のコストは、に基づいて比例して Amazon ECS タスクに適用されますsplitLineItem/
SplitUsage。

P
splitLineItem/ParentResourceId
• 説明:Amazon ECS タスクに関連付けられた親 EC2 インスタンスのリソース ID (lineItem/ResourceId列

で参照)。親リソース ID は、指定された期間の ECS タスクワークロードが親 EC2 インスタンスで実行
されたことを意味します。これは EC2 起動タイプの Amazon ECS タスクにのみ適用されます。

• 該当する明細項目: Usage
• サービス:アマゾン ECS

Note

splitLineItem/ParentResourceIdリソース IDAWS がコストと使用状況レポートに含まれている場
合にのみ使用できます。

splitLineItem/PublicOnDemandSplitCost
• 説明:パブリックオンデマンドインスタンスの料金 (pricing/publicOnDemandRate列で参照lineItem/

UsageType) に基づいて、その期間に Amazon ECS タスクに割り当てられた vCPU またはメモリのコス
ト (に基づく)。

• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:1.35、1.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

splitLineItem/PublicOnDemandUnusedCost
• 説明:パブリックオンデマンドインスタンスの料金に基づいて、その期間に Amazon ECS タスクに割り

当てられた vCPU またはメモリの未使用コスト (に基づくlineItem/UsageType)。未使用コストとは、
指定された期間に使用されなかったEC2インスタンス（splitLineItem/ParentResourceId列で参照）のリ
ソース（CPUまたはメモリ）に関連するコストです。

• 該当する明細項目: Usage
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R

• サンプル値:1.35、1.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

R
splitLineItem/ReservedUsage
• 説明:Amazon ECS タスク用に指定した期間に設定した vCPU またはメモリの使用量 (に基づくlineItem/

UsageType)。
• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:1、4
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

S
splitLineItem/SplitCost
• 説明:その期間に Amazon ECS タスクに割り当てられた vCPU またはメモリのコスト (に基づくlineItem/

UsageType)。これには、EC2 インスタンス（splitLineItem/parentResourceId列で参照）に予約または
Savings Plans の前払い金または一部前払い料金がかかる場合の償却費用が含まれます。

• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:1.35、1.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

splitLineItem/SplitUsage
• 説明:指定された期間に Amazon ECS タスクに割り当てられた vCPU またはメモリの使用量 (に基づく

lineItem/UsageType)。これは、splitLineItem/ReservedUsagesplitLineItem/ActualUsageまたはの最大使
用量として定義されます。

• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:1、1.3
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

splitLineItem/SplitUsageRatio
• 説明:Amazon ECS タスクに割り当てられた vCPU またはメモリ (に基づくlineItem/UsageType) と EC2 

インスタンスで利用可能な全体の CPU またはメモリの比率 (splitLineItem/ParentResourceId列で参照)。
• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:0.25、0.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

Note

splitLineItem/SplitUsageRatioは、AWS時間単位のデータを時間単位に設定したコストと使用状況
レポートでのみ使用できます。
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U

U
splitLineItem/UnusedCost
• 説明:その期間に Amazon ECS タスクに割り当てられた vCPU またはメモリの未使用コスト (に基づ

くlineItem/UsageType)。未使用コストとは、指定された期間に使用されなかったEC2インスタンス
（splitLineItem/ParentResourceId列で参照）のリソース（CPUまたはメモリ）に関連するコストです。
これには、EC2 インスタンス (splitLineItem/parentResourceId) に予約またはSavings Plans の前払いま
たは一部前払い料金がかかる場合の償却費用が含まれます。

• 該当する明細項目: Usage
• サンプル値:1.35、1.75
• サービス:アマゾン ECS、Fargate

Note

未使用のコストは、に基づいて比例して Amazon ECS タスクに適用されますsplitLineItem/
SplitUsage。
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Savings Plans について

ユースケース
AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を使用して、レポート管理のニーズを満たすことができま
す。このセクションでは、Savings Plans やリザーブドインスタンス (RI) の使用率、料金、割り当ての追
跡などのユースケースについて詳しく説明します。

トピック
• Savings Plans について (p. 68)
• 予約を理解する (p. 70)
• データ転送料金について (p. 79)
• 分割コスト配分データの理解 (p. 81)

Savings Plans について
コストと使用状況レポート (AWS CUR) を使用して、Savings Plans の使用率、料金、割り当てを追跡でき
ます。

Savings Plans 明細項目
Savings Plans は、1 年間または 3 SageMaker 年間にわたって一貫した使用量 
(USD/時間で測定) を契約する見返りとしてAWS Fargate、Amazon EC2AWS 
Lambda、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

AWS CUR の以下の明細項目を参考にして、Savings Plans の支出を追跡および管理できます。

Note

次の表では、わかりやすくするためにAWS CUR の列と行を入れ替えています。最初の列の値
は、レポートのヘッダーを表します。これらの例には、いくつかの主要なAWS CUR 列のみが含
まれています。その他のAWS CUR 列の詳細については、を参照してくださいデータディクショ
ナリ (p. 23)。

前払い料金

All UpfrontPartial UpfrontまたはSavings Plan を購入すると、SavingsPlanUpfrontFee明細項
目が請求書に追加されます。次の表は、この 1 回払いの料金がAWS CUR 列にどのように表示される
かを示しています。

lineItem/LineItemType SavingsPlanUpfrontFee SavingsPlanUpfrontFee

lineItem/ProductCode ComputeSavingsPlans ComputeSavingsPlans

lineItem/UsageStartDate 2019-10-10T00:03:54Z 2019-10-10T00:12:15Z

lineItem/LineItemDescription 1 年間の全額前払いコンピュー
ティング Savings Plan ID: 
70352035 に対する 1 回限りの
料金 43.80 USD

3 年間の一部前払いリージョン 
M5 インスタンスタイプ EC2 
Savings Plan ID: 12355516 に
対する 1 回限りの料金 43.80 
USD

lineItem/UnblendedCost 43.8 43.8
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Savings Plans 明細項目

savingsPlan/SavingsPlanARN arn: aws: 貯蓄計画:: 
5555555555555: 貯蓄計画/ 
bc1d08fd

arn: aws: 貯蓄プラン:: 
5555555555555: 貯蓄プラン/ 
67b0ef20

Savings Plans の毎月の定額料金

SavingsPlanRecurringFee明細項目は、Partial Upfront Savings PlansNo Upfront に対応する毎
時間の定額料金を示します。SavingsPlanRecurringFeeは、購入日とその後の各請求期間の初日に請求
書に追加されます。

SavingsPlanRecurringFee時間に割り当てられた分（時間単位のコストと使用量に適用）または日（日
単位のコストと使用量に適用）に割り当てられた金額は、購入時に請求書に追加されます。以降は、
請求期間の時間/日ごとに追加されます。

次の表は、時間単位の定期請求が一部のAWS CUR 列にどのように表示されるかを示しています。

lineItem/LineItemType SavingsPlanRecurringFee SavingsPlanRecurringFee

lineItem/UsageStartDate 2019-20-10T00:00:00Z 2019-20-10T00:00:00Z

lineItem/ProductCode Compute Savings Plans Compute Savings Plans

lineItem/UsageType P: 1 を計算yrPartialUpfront 2 つの EC2 SP: T3.1 を使用し
てくださいyrPartialUpfront

lineItem/UnblendedCost 0.01 0.01

lineItem/LineItemDescription 1 year Partial Upfront Compute 
Savings Plan

1 year Partial Upfront t3 EC2 
Instance Savings Plan in us-
east-2

savingsPlan/SavingsPlanARN arn: aws: 貯蓄計画:: 
5555555555555: 貯蓄計画/ 
bc1d08fd

arn: aws: 貯蓄計画:: 
5555555555555: 貯蓄計画/ 
bc1d08fd

savingsPlan/PaymentOption 一部前払い 一部前払い

savingsPlan/OfferingType ComputeSavingsPlans EC2InstanceSavingsPlans

savingsPlan/PurchaseTerm 1yr 1yr

Note

SavingsPlanRecurringFee は、定期的な RI 料金とは異なる方法で計算されます。定期的な RI 
料金は月額料金で、 SavingsPlanRecurringFee 時間単位の料金です。定期的な RI 料金につい
ては、を参照してください定額月額 RI 料金 (p. 72)。

Savings Plans 割引特典

SavingsPlanCoveredUsage明細項目は、Savings Plans の特典が適用されたインスタンスの使用
量を示します。SavingsPlanCoveredUsage明細項目は、SSavings Plan ings Plans 特典が適用
されなかった場合のオンデマンド料金の非ブレンドコストを示します。この非ブレンドコスト
は、SavingsPlanNegation対応する品目によって相殺されます。

SavingsPlanCoveredUsage各項目では、savingsPlan/SavingsPlanRatesavingsPlan/
SavingsPlanEffectiveCostおよびフィールドを使用して、その使用量がSavings Plans の時間単位の契
約に対してどのように請求されたかを確認できます。
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予約を理解する

SavingsPlanNegationSavingsPlanCoveredUsage各項目に対応する項目が表示
されます。SavingsPlanNegation明細項目はブレンドされていないコストを相殺
しSavingsPlanCoveredUsage、 SavingsPlan ARN、オペレーション、使用タイプ、
アベイラビリティーゾーンごとに時間単位でグループ化されます。このため、1 つの 
[SavingsPlanNegationSavingsPlanCoveredUsage明細項目が複数の明細項目に対応する場合がありま
す。

次の表は、一部のAWS CUR 列で、対象となる使用法と否定の項目がどのように表示されるかを示し
ています。

lineItem/
LineItemType

SavingsPlanCoveredUsageSavingsPlanCoveredUsageSavingsPlanNegation

lineItem/
UsageStartDate

2019-10-10T00:00:00Z 2019-10-10T00:00:00Z 2019-10-10T00:00:00Z

lineItem/
UsageEndDate

2019-10-10T01:00:00Z 2019-10-10T01:00:00Z 2019-10-10T01:00:00Z

lineItem/
ProductCode

AmazonEC2 AmazonEC2 AmazonEC2

lineItem/
UsageType

BoxUsage:3. ナノ BoxUsage:3. ナノ BoxUsage:3. ナノ

lineItem/
UsageAmount

1 0.5 -1.5

lineItem/
UnblendedCost

0.0052 0.0026 -0.0078

lineItem/
LineItemDescription

$0.0052 per On Demand 
Linux t3.nano Instance 
Hour

$0.0052 per On Demand 
Linux t3.nano Instance 
Hour

SavingsPlanNegation 
使用者 
AccountId :555555555555555 
と 
UsageSku :K7ERD2Q28HU97DT

SavingsPlan/
SavingPlanARN

arn: aws: 貯蓄プラ
ン:: 555555555555: 
savingsplan/bc1d08fd

arn: aws: 貯蓄プラ
ン:: 555555555555: 
savingsplan/bc1d08fd

arn: aws: 貯蓄プラ
ン:: 555555555555: 
savingsplan/bc1d08fd

savingsPlan/
SavingsPlanRate

0.0026 0.0026  

savingsPlan/
SavingsPlanEffectiveCost

0.0026 0.0013  

Savings Plans SavingsPlanCoveredUsageの契約でカバーできる量を超える使用量がある場合でも、
対象外の使用量は引き続き使用量項目として表示され、SavingsPlanNegation対象となる使用量は対応
する明細項目と同じように表示されます。

予約を理解する
AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を使用して、リザーブドインスタンス (RI) の使用率、料
金、割り当てを追跡できます。このセクションでは、予約について詳しく説明します。
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予約の明細項目を理解する

トピック
• 予約の明細項目を理解する (p. 71)
• 償却された予約データを理解する (p. 75)
• サイズのモニタリング — Amazon EC2 のフレキシブル予約 (p. 76)
• オンデマンドキャパシティー予約のモニタリング (p. 77)

予約の明細項目を理解する
RI では、オンデマンドインスタンスの料金と比べて大幅な割引を受けられます。RI は物理インスタンスで
はありません。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る請求割引です。これらのオ
ンデマンドインスタンスは、請求の割引のメリットを得るために特定の属性に一致する必要があります。

トピック
• 前払い料金 (p. 71)
• チューンアップ料金 (p. 71)
• 定額月額 RI 料金 (p. 72)
• RI 割引特典 (p. 73)
• 購入リザーブドインスタンス (p. 73)
• インスタンスの使用に適用されるリザーブドインスタンスのメリット (p. 74)

Note

次の表では、わかりやすくするためにAWS CUR の列と行を入れ替えています。最初の列の値
は、レポートのヘッダーを表します。これらの例には、いくつかの主要なAWS CUR 列のみが含
まれています。その他のAWS CUR 列の詳細については、を参照してくださいデータディクショ
ナリ (p. 23)。

前払い料金
[Fee] 明細項目は、RI の All Upfront または Partial Upfront を購入した場合に請求書に追加されま
す。

次の表は、この 1 回払いの料金がAWS CUR 列にどのように表示されるかを示しています。

lineItem/LineItemType 料金

lineItem/ProductCode AmazonEC2

lineItem/UsageStartDate 2016-01-01T00:00:00Z

lineItem/LineItemDescription Sign up charge for subscription: 363836886, 
planId: 1026576

lineItem/UnblendedCost 68

Reservation/ReservationARN arn: aws: ec2: us-east-1:123456789012: リザー
ブドインスタンス/f8c204c1-dd48-43f1-adb8-
f88aa61e0dea

チューンアップ料金
コンバーティブルリザーブドインスタンスを交換する場合、元のリザーブドインスタンスと新しいリザー
ブドインスタンスの交換に関連する費用 (調整手数料) も、料金明細項目として請求書に追加されます。
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更新料をお支払いいただくと、reservation/ReservationARNこの欄には以下の内容が含まれますreserved-
instance-exchange/riex。

次の表は、コンバーティブルリザーブドインスタンスの交換にかかる手数料を示しています。

lineItem/
LineItemType

lineItem/
ProductCode

lineItem/
UsageStartDate

lineItem/
LineItemDescription

lineItem/
UnblendedCost

Reservation/
ReservationARN

料金 AmazonEC2 2016-01-01T00:00:00Z    arn: aws: 
ec2: eu-
west-1:012345678901:reserved-
instance-
exchange /riex-
examplef-5d71-4215-886f-17a3f64ea972

定額月額 RI 料金
[RI Fee] 明細項目には、その月に適用された、関連付けられた RI の定額月額料金が表示されます。[RI 
Fee (RI 料金)] は、まず購入日の請求書に追加され、そしてそれ以降の各請求期間の最初の日に追加されま
す。

[RI Fee] は、割引された時間料金を月ごとの時間数で乗算して計算されます。

次の表は、定期的な月額料金がどのようにレポートに表示されるかを示しています。

lineItem/LineItemType RI 料金

lineItem/ProductCode AmazonEC2

lineItem/UsageStartDate 2016-01-01T00:00:00Z

lineItem/UsageType HeavyUsage: m4.large

lineItem/LineItemDescription USD 0.0309 hourly fee per Linux/UNIX (Amazon 
VPC), m4.large instance

lineItem/NormalizationFactor 4

lineItem/UnblendedCost 23

Reservation/AvailabilityZone  

Reservation/ReservationARN arn: aws: ec2: us-east-1:123456789012: リザー
ブドインスタンス/f8c204c1-dd48-43f1-adb8-
f88aa61e0dea

Reservation/TotalReservedunits 744

Reservation/TotalReservedNormalizedUnits 2976

定期的な月額料金は、アベイラビリティーゾーンまたは AWS リージョン リージョンを範囲とする 
RI では記録方法が異なります。アベイラビリティーゾーンのスコープがある RI の場合、reservation/
AvailabilityZone対応するアベイラビリティーゾーンが列に表示されます。リージョンのスコープ
がある RI の場合、reservation/AvailabilityZone列は空です。Region スコープの RI には、lineitem/
NormalizationFactorreservation/TotalReservedNormalizedUnitsインスタンスサイズを示す値および列があ
ります。
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Note

定期的な RI 料金は、とは計算方法が異なります SavingsPlanRecurringFee。定期的な RI 
料金は月額料金で、 SavingsPlanRecurringFee 時間単位の料金です。の詳細については 
SavingsPlanRecurringFee、を参照してくださいSavings Plans について (p. 68)。

RI 割引特典
[Discounted Usage (割引使用料)] 明細項目には、対応する RI 割引特典を適用したインスタンスの使用料が
表示され、使用する RI のいずれかに対応する使用料が発生した場合に請求書に追加されます。AWS は、
インスタンスの予約に対応するインスタンスの使用など、対応する使用料に基づく RI の割引特典を計算し
ます。対応する使用料がある場合、使用料の明細項目に関連するコストは常に 0 となります。これは、RI 
に関連する料金がすでにそのほかの 2 つの明細項目で課金されているためです (前払い料金と定期的な月
額料金)。

次の表は、RI の割引特典が適用された使用料の例を示しています。

lineItem/LineItemType DiscountedUsage

lineItem/ProductCode AmazonEC2

lineItem/UsageStartDate 2016-01-01T00:00:00Z

lineItem/UsageType BoxUsage:m4

lineItem/LineItemDescription Linux/UNIX (Amazon VPC), m4.large Reserved 
Instance applied

lineItem/ResourceId i-1bd250bc

lineItem/AvailabilityZone us-east-1b

lineItem/NormalizationFactor 4

lineItem/NormalizedUsageAmount 4

lineItem/UnblendedRate 0

lineItem/UnblendedCost 0

Reservation/ReservationARN arn: aws: ec2: us-east-1:123456789012: リザー
ブドインスタンス/f8c204c1-dd48-43f1-adb8-
f88aa61e0dea

Amazon EC2 DiscountedUsage行の値は、実際に使用された時間数で
す。UsageAmountNormalizedUsageAmountの値は、UsageAmountの値にの値を掛けたもので
すNormalizationFactor。NormalizationFactorの値は、インスタンスサイズによって決まります。一致する
使用項目に RI 特典discount が適用されると、reservation/ReservationARN初期前払い料金と定期的な月額
料金の列にある Amazon リソースネーム (ARN) の値が、割引後の使用量項目の ARN 値と一致します。

正規化因子へのインスタンスサイズのマッピングの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイドのインスタンスサイズの変更のサポートを参照してください。

購入リザーブドインスタンス
レポート項目がスタンダードリザーブドインスタンスとコンバーティブルリザーブドインスタンスのどち
らに関連付けられているかを判断するには、lineItem/LineItemType列を料金または RI 料金で絞り込みま
す。次に、product/OfferingClassリザーブドインスタンスタイプを示す列を確認します。
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レポート項目がゾーンリザーブドインスタンスとリージョンのどちらに関連付けられているかを判断する
には、reservation/AvailabilityZone列を確認してください。ゾーンリザーブドインスタンスの場合、この列
には対応するアベイラビリティーゾーンが表示されます。リージョナルリザーブドインスタンスの場合、
この列は空です。

インスタンスの使用に適用されるリザーブドインスタンスのメ
リット
どのインスタンス使用量の項目がどのリザーブドインスタンスの恩恵を受けたかを把握するには、レポー
トを以下の 1 つ以上の列で絞り込むことができます。

• reservation/reservationARN: この列を予約 ARN でフィルタリングして、どのリザーブドインスタンス
リースが各項目に関連付けられているかを識別します。

• lineitem/ResourceId: この列を確認して、リザーブドインスタンスの対象となるリソースの ID を確認し
てください。

• lineitem/LineItemType: この列を「手数料」、「RI 手数料」DiscountedUsageで絞り込むか、関連する料
金や特典を確認したりできます。

• lineitem/UsageType: HeavyUsageこの列を絞り込んで、RI 手数料の項目を確認してください。また
は、BoxUsageDiscountedUsageこの列を絞り込んで行項目を特定することもできます。

• lineitem/UsageAmount: RI 料金項目の場合、この列にはリザーブドインスタンスが適用された月の合計
時間数が表示されます。DiscountedUsage明細項目の場合、この列には、レポートの設定方法に応じ
て、リザーブドインスタンスが特定のインスタンスに適用された合計時間数が、日単位または月単位で
表示されます。

サイズフレキシブルなリザーブドインスタンスのインスタンスの使用量に適用される正規化されたユニッ
ト数を把握するには、lineitem/NormalizedUsageAmountレポートの列を確認してください。この列の値
は、次の列の積と同じです。

• lineitem/UsageAmount: この列には、計測されたインスタンスの使用量が時間単位で表示されます。
• lineItem/NormalizationFactor: DiscountedUsageおよび RI 料金項目の場合、この列にはインスタンス

の関連する正規化係数が表示されます。正規化因子の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイドの正規化因子によって決定されるインスタンスサイズの柔軟性を参照してくださ
い。

AWS Organizations複数のアカウントをお持ちの場合、どのアカウントがリザーブドインスタンスを購入
したか、リザーブドインスタンスから特典を受けたかを確認するには、次の列を確認してください。

• reservation/reservationARN: 予約 ARN を確認して、どのアカウントがリザーブドインスタンスを購入し
たかを確認します。ARN には、アカウント ID が含まれます。

• lineitem/UsageAccountId: DiscountedUsage品目の場合、この列には、購入したリザーブドインスタンス
の特典を受けたアカウント ID が表示されます。

Note

リザーブドインスタンスは請求サブスクリプションであり、Amazon EC2 インスタンスのような
リソースではありません。このため、タグ付けされたリザーブドインスタンスには、タグ付きリ
ソースのように行項目が入力されません。DiscountedUsageが付いている品目では、タグ付けさ
れたリソースにタグが入力され、リザーブドインスタンスには入力されません。
特定のリザーブドインスタンスリースに関連する費用を確認するには、リース ID であるリザーブ
ドインスタンス ARN で料金または RI 料金項目をフィルタリングできます。リザーブドインスタ
ンスのコストデータを整理するには、AWS Cost Categories の使用を検討してください。詳細に
ついては、AWS Billingユーザーガイドの「Cost CategoriesAWS によるコストの管理」を参照し
てください。
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償却された予約データを理解する
償却とは、1 回限りの予約をそのコストの影響を受ける請求期間で分散することです。償却により、
キャッシュベースの会計とは異なり、加算ベースの会計としてコストを表示できます。たとえば、1 年間
の全前払いの RI で 365 USD を支払い、この RI を使用した合致するインスタンスがある場合、このイン
スタンスは償却されて 1 日に 1 USD のコストとなります。

請求とコスト管理で償却コストの計算に使用するデータは、以下のコストと使用状況レポート列に表示さ
れます。

トピック
• リザーブドインスタンスのインベントリ (p. 75)
• 請求期間の償却データ (p. 75)
• リザーブドインスタンスの実質的なコスト (p. 75)

Note

すべてのリザーブドインスタンスの明細項目について、reservation/すべての列が入力されるわけ
ではありません。reservation/レポートの列は、行項目タイプに基づいて入力されます。たとえ
ば、RI reservation/UnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod手数料の項目が列に入力されま
す。その間、DiscountedUsagereservation/effectivecost行項目が列に入力されます。

リザーブドインスタンスのインベントリ
次の列を使用して、RI のインベントリを追跡できます。これらの列の値は RI サブスクリプション行項目 
(RI Fee 行項目) のみを表示し、RI を使用した実際のインスタンス分は表示しません。

列の説明とサンプル値の詳細については、「the section called “予約の詳細” (p. 30)」を参照してくださ
い。

• reservation/UpfrontValue
• reservation/startTime
• reservation/endTime
• reservation/modificationStatus

請求期間の償却データ
次の列を使用すると、請求期間の RI の償却コストを理解できます。これらの列の値は RI サブスクリプ
ション行項目 (RI Fee 行項目) のみを表示し、RI を使用した実際のインスタンス分は表示しません。

列の説明とサンプル値の詳細については、「the section called “予約の詳細” (p. 30)」を参照してくださ
い。

• reservation/amortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
• reservation/unusedQuantity
• reservation/unusedNormalizedUnitQuantity
• reservation/unusedRecurringFee
• reservation/unusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod

リザーブドインスタンスの実質的なコスト
次の列を使用すると、インスタンスレベルで実質的なコストを理解できます。この列の値は、インスタン
ス使用状況行項目 (Discounted Usage boxUsage 行項目) のみを表示します。
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列の説明とサンプル値の詳細については、「the section called “予約の詳細” (p. 30)」を参照してくださ
い。

• reservation/amortizedUpfrontCostForUsage
• reservation/recurringFeeForUsage
• reservation/effectiveCost

サイズのモニタリング — Amazon EC2 のフレキシブ
ル予約
リージョンに適用される Amazon EC2 リザーブドインスタンスは、アベイラビリティーゾーンの柔軟性と
インスタンスサイズの柔軟性があります。アベイラビリティーゾーンに柔軟に対応するリザーブドインス
タンスは、そのリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにおける使用に対して、discount。イ
ンスタンスサイズに柔軟性があるリザーブドインスタンスでは、そのファミリーのインスタンスサイズに
関係なく、使用料がdiscount されます。サイズフレキシブルリザーブドインスタンスは、最も小さいイン
スタンスサイズに最初に適用されます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「リザーブドインスタンスの適用方法」を参照してください。

リザーブドインスタンスが提供するインスタンスサイズの柔軟性がお客様の使用量にどのように適用され
るかを理解するには、lineItem/NormalizationFactorlineItem/NormalizedUsageAmountおよびの列を参照し
てください。

Note

インスタンスサイズの柔軟性がサポートされるのは、リージョンに割り当てられたデフォルトテ
ナントの Linux または Unix リザーブドインスタンスのみです。リージョンリザーブドインスタン
スのインスタンスサイズの柔軟性の制限の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの「リージョンリザーブドインスタンスの適用方法」を参照してください。

コストと使用状況レポートでは、リザーブドインスタンスの使用量は、リザーブドインスタンスを購入し
たアカウントにデフォルトで適用されます。購入アカウントが 1 時間以内に使用できないリザーブドイン
スタンスの特典は、その時点で利用可能なオンデマンドインスタンスの使用量に基づいて、他の連結アカ
ウントにも適用されます。

例
特定のリージョンで m4.xlarge RI を 1 つ購入します。この m4.xlarge RI は、同じリージョン内の
すべての m4 インスタンスの使用に自動的に適用できます。次の表で、AWS は m4.xlarge を 2 つの
m4.large インスタンスに個別に適用しています。

lineItem/LineItemType RIFee 割引使用料 割引使用料

lineItem/ProductCode AmazonEC2 AmazonEC2 AmazonEC2

lineItem/UsageStartDate 2016-01-01T00:00:00Z 2016-01-01T00:00:00Z 2016-01-01T00:00:00Z

lineItem/UsageType HeavyUsage:m4. Xラー
ジ

BoxUsage:m4 BoxUsage:m4

lineItem/
LineItemDescription

USD 0.0618 hourly 
fee per Linux/UNIX 
(Amazon VPC), 
m4.xlarge instance

Linux/UNIX (Amazon 
VPC), m4.large 
Reserved Instance 
applied

Linux/UNIX (Amazon 
VPC), m4.large 
Reserved Instance 
applied

lineItem/ResourceId   i-1bd250bc i-1df340ed
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lineItem/UsageAmount   1 1

lineItem/
NormalizationFactor

4 4 4

lineItem/
NormalizedUsageAmount

  4 4

lineItem/UnblendedRate   0 0

lineItem/UnblendedCost 46 0 0

Reservation/ 
ReservationARN

arn: aws: ec2: us-
east-19012: 予約したイ
ンスタンス /f89012: 予
約したインスタンス /
f8c204c1

arn: aws: ec2: us-
east-19012: 予約したイ
ンスタンス /f89012: 予
約したインスタンス /
f8c204c1

arn: aws: ec2: us-
east-19012: 予約したイ
ンスタンス /f89012: 予
約したインスタンス /
f8c204c1

Reservation/
TotalReservedUnits

744    

Reservation/
TotalReserved 
NormalizedUnits

5952    

2m4.large つの使用量項目はそれぞれ異なりResourceId、両方とも 1 つのm4.xlarge RI からdiscount 
を受けることができました。これは、使用量の [reservationARN] 値と定期的な月額料の明細項目を一致し
て表示されます。

RI 購入オプションの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの課金の仕組
みを参照してください。

オンデマンドキャパシティー予約のモニタリング
キャパシティー予約を使用すると、特定のアベイラビリティーゾーンで任意の期間にわたって Amazon 
EC2 インスタンスのキャパシティーを予約できます。これにより、リージョンのリザーブドインスタンス 
(RI) で提供される請求割引とは別に、キャパシティー予約を作成および管理できます。請求割引の利点を
享受するために、リージョンの RI をキャパシティー予約と組み合わせて使用できます。

キャパシティー予約の明細項目
AWS CUR データディクショナリに定義されているいくつかの列を使用して、キャパシティー予約を追跡
できます。以下の列は、キャパシティー予約にも使用されます。

このセクションでは、これらの明細項目を定義し、さらにキャパシティー予約に固有の補足的な定義を示
します。

コストと使用状況レポートの列の説明の詳細については、the section called “明細項目の詳細” (p. 25) を参
照してください。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | VWXYZ

B
lineItem/BlendedRate

「予約」または「」UsageTypeが付いたキャパシティ予約の場合はDedicatedRes、BlendedRateがで
す0。これは、キャパシティー予約のコストが、キャパシティー予約自体ではなく、キャパシティーを提供
するインスタンスに関連付けられているためです。
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R

lineItem/ResourceId

lineItem/ResourceIdコストと使用状況レポートの作成時にレポートを含めると、ResourceId列
を使用してキャパシティー予約を識別して追跡できます。ResourceIdキャパシティリザベーション
は、、UnusedBoxリザベーションUnusedDed、DedicatedResUsageTypesおよびについてのみキャプチャ
されます。

キャパシティー予約のリソース ID には常に cr- が含まれます。リソース ID の形式は次のとおりです。

arn:aws:ec2:<region>:<account id>:<capacity-reservation>/cr-0be443example1db6f

U

lineItem/UnblendedCost

BlendedRate に UsageAmount を乗じた値。

lineItem/UnblendedRate

「予約」または「」UsageTypeが付いたキャパシティ予約の場合はDedicatedRes、UnblendedRateがで
す0。これは、キャパシティー予約のコストが、キャパシティー予約自体ではなく、キャパシティーを提供
するインスタンスに関連付けられているためです。

lineItem/UsageAmount

使用したキャパシティー予約の量。キャパシティー予約ごとに 1 時間に複数のスロットを使用でき、1 時
間にわたり、予約を使用する複数のインスタンスを実行できます。したがって、1 時間に複数のインスタ
ンス時間を使用できます。UsageAmountは、ラインアイテムがカバーするインスタンススロットの数に、
ラインアイテムがカバーする時間数を掛けて計算されます。

lineItem/UsageType

使用した特定の予約の量。Amazon EC2 の場合、オプションは以下のとおりです。

lineItem/lineitemtype = BoxUsage

この UsageType の場合、UsageAmount 列は、使用したインスタンスのインスタンス時間の量です。

例えば、レポートの対象時間が 1 時間で、そのキャパシティー予約の明細項目が 10 個のインスタ
ンスをカバーできるとします。レポートの対象期間中に 2 つのインスタンススロットを使用する場
合、BoxUsageUsageAmountは予約して使用したインスタンスの時間数をカバーします。この場合、2 (使
用したインスタンススロットの数) に 1 時間 (レポートの対象時間) を乗算して、合計 2 となります。1 日
を対象とするレポートの場合、2 に 24 UsageAmountを掛けた合計は 48 になります。

DedicatedRes

たとえばDedicatedRes、UsageAmountこの列には、予約した専用キャパシティ予約のインスタンス時間
数が表示されます。UsageType

Reservation

UsageTypeの予約の場合、UsageAmount列には予約したキャパシティ予約のインスタンス時間数が表示さ
れます。

例えば、レポートの対象時間が 1 時間で、そのキャパシティー予約の明細項目が 10 UsageAmount個のイ
ンスタンスをカバーできる場合、予約したインスタンススロットの数を示します。この場合、10 (使用可
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能なインスタンススロットの数) に 1 時間 (レポートの対象時間) を乗算して、合計 10 となります。1 日を
対象とするレポートの場合、10 に 24 を掛けた合計は 240 UsageAmountになります。

UnusedBox

たとえばUnusedBox、UsageAmountこの列には、予約したけれど使用しなかったキャパシティ予約のイン
スタンス時間数が表示されます。UsageType

例えば、レポートの対象時間が 1 時間で、そのキャパシティー予約の明細項目が 10 個のインスタンス
をカバーできるとします。レポートの対象期間中に 8 つのインスタンススロットを使用しなかった場合
は、UnusedBoxUsageAmount予約したけれど使用しなかったインスタンスの時間数がカバーされます。
この場合、8 (使用していないインスタンススロットの数) に 1 時間 (レポートの対象時間) を乗算して、合
計 8 となります。1 日を対象とするレポートの場合、8 に 24 UsageAmountを掛けた合計は 192 になりま
す。

UnusedDed

参考までにUsageTypeUnusedDed、UsageAmountこの列には、予約したけれど使用しなかった専用キャ
パシティ予約のインスタンス時間数が記載されています。

データ転送料金について
AWSデータ転送料金は、AWS CURlineItem/UsageType (p. 30) の列で確認できます。

Note

データ転送料金は、AWS使用するサービスと転送元リージョンによって異なる場合があります。
詳細な価格情報については、サービスの料金ページを参照してください。例えば、Amazon EC2 
データ転送の詳細については、「Amazon EC2 オンデマンド料金」を参照してください。

AWSリージョン内のデータ転送
AWS同じリージョンのアベイラビリティーゾーン間のデータ転送には、UsageTypeがありますRegion-
DataTransfer-Regional-Bytes。例えば、USE2-DataTransfer-Regional-Bytes使用状況タイプ
は、米国東部 (オハイオ) リージョンのアベイラビリティーゾーン間のデータ転送の料金を示します。

特定のリソースについて、AWSリージョン内のデータ転送におけるインバウンドトラフィックとアウト
バウンドトラフィックの両方に対して課金されます。つまり、計測対象のリソースごとに、データ転送ご
とに 2DataTransfer-Regional-Bytes つの項目が表示されます。一部のサービスでは地域内のトラ
フィックが無料で提供されるため、詳細についてはサービスの料金ページを確認してください。

AWSリージョン間のデータ転送
AWS異なるリージョン間のデータ転送には、次の使用タイプがあります。

• Source Region-Destination Region-AWS-In-Bytes
• Source Region-Destination Region-AWS-Out-Bytes
• Source Region-AWS-In-Bytes
• Source Region-AWS-Out-Bytes

各リソースについて、AWSリージョン間のデータ転送はレポートの 2 つの項目に対応します。

• 宛先リージョンに転送されるデータのラインアイテム
• ソースリージョンから転送されたデータのラインアイテム
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宛先リージョンに転送されるデータには料金はかかりません。データ転送料金は、ソースリージョンから
転送されるデータによって決まります。

たとえば、USE2リージョンからリージョンへのデータ転送には、APS3-USE2-AWS-In-Bytesラインア
イテムとラインアイテムの両方が含まれます。APS3USE2-APS3-AWS-Out-BytesUSE2-APS3-AWS-In-
Bytes品目には対応する料金はありません。データ転送料金は、USE2-APS3-AWS-Out-Bytes明細項目
に関連付けられています。

インターネットへのデータ転送
AWSインターネットからのデータ転送にはUsageType、Region-DataTransfer-Out-Bytes. たとえ
ば、USE2-DataTransfer-Out-Bytes使用タイプによって、USE2地域からインターネットへのデータ転
送の料金がわかります。

インターネットから. へのデータ転送には料金はかかりませんAWS。

Note

DataTransfer-Regional-Bytesまたはなど、リージョンプレフィックスが付いていないデー
タ転送使用タイプはDataTransfer-Out-Bytes、米国東部 (バージニア北部) リージョンからの
データ転送を表します。

AWS Direct Connectトラフィック
AWS Direct Connectパブリック仮想インターフェイスを介したデータ転送には、DataXfer-In末尾がま
たはの付いた使用タイプがありますDataXfer-Out。

AWS Direct Connectプライベート仮想インターフェイスを介したデータ転送には、DataXfer-
In:dc.1末尾がまたはの付いた使用タイプがありますDataXfer-Out:dc.1。

S3 Transfer Acceleration
S3 転送アクセラレーションを使用する Amazon S3 データ転送には、ABytes次のような使用タイプがあ
ります。

• Amazon S3 と Amazon EC2 の間:C3DataTransfer-In-ABytesまたはで終わる使用タイ
プC3DataTransfer-Out-ABytes

• Amazon S3 とインターネットの間:DataTransfer-In-ABytesまたはで終わる使用タイ
プDataTransfer-Out-ABytes

• Amazon S3 と CloudFront:CloudFront-In-ABytesまたはで終わる使用タイプCloudFront-Out-
ABytes

• AWS異なるリージョンの Amazon S3 バケット間:使用タイプSource Region-Destination 
Region-AWS-Out-ABytes

CloudFront トラフィック
CloudFront データ転送には、Region-DataTransfer-Out-BytesRegion-DataTransfer-Out-
OBytesAmazonCloudFrontまたは製品コードと組み合わせた使用タイプがあります。使用タイプのリー
ジョンプレフィックスは、 CloudFront データ転送に使用されるエッジロケーションを指します。

Tip

lineItem/ProductCode (p. 28)この列を使用して、 CloudFrontデータ転送とインターネットへの
データ転送を区別します。これらのデータ転送タイプの使用タイプは似ています。
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分割コスト配分データの理解
コストと使用状況レポート (AWSCUR) を使用して、Amazon ECS コンテナのコストを追跡できます。分
割コスト配分データを使用すると、コンテナワークロードが共有コンピューティングリソースとメモリ
リソースをどのように消費しているかに基づいて、コンテナコストを個々のビジネスユニットやチームに
割り当てることができます。コスト配分データを分割すると、新しいコンテナレベルのリソース (つまり 
ECS タスク) のコストと使用状況データがAWS CUR に導入されます。以前は、AWS CUR は EC2 インス
タンスレベルのコストのみをサポートしていました。分割コスト配分データでは、各コンテナの EC2 イン
スタンスのリソース消費量を調べてコンテナレベルのコストを生成し、インスタンスの償却コストと、イ
ンスタンス上で実行されたコンテナが消費した CPU およびメモリリソースの割合に基づいてコストを生
成します。

コスト配分データを分割すると、AWS CUR のコンテナ化されたリソース ID (つまり ECS タスク) ごとに
新しい使用状況レコードと新しいコストメトリック列が導入されます。詳細については、「分割明細項目
詳細」を参照してください。

分割コスト配分データをAWS CUR に含めると、CPU とメモリのコストを反映するために、1 時間あたり 
ECS タスクごとに 2 つの新しい使用状況レコードが追加されます。1AWS 日間にわたってCUR の新しい
明細項目数を見積もるには、次の式を使用します。

(number of tasks * average task lifetime * 2) * 24

たとえば、10 個の EC2 インスタンスで構成されるクラスターで 1 時間に 1,000 個のタスクを実行してい
て、そのタスクの有効期間が 1 時間未満の場合、次のようになります。

(1000 * 1 * 2) * 24 = 48,000 new usage records in AWS CUR

Note

AWSコスト配分タグについては、コストと使用状況レポートには、Amazon ECS マネージドのタ
グ、またはユーザーにより追加されたタグを使用できます。これらのタグは、すべての新しい分
割コスト配分データ使用レコードに適用されます。詳細については、「ECS リソースにタグを付
ける」を参照してください。

分割コスト配分データの有効化
AWS Cost Managementコスト配分データをプリファレンスで分割することを選択することが前提条件で
す。

コスト配分データの分割を選択するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cost-management/
homeAWS Cost Management でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. でAWS Cost Explorer、「コスト配分データの分割」を選択します。

Note

AWS Cost Management基本設定にアクセスでき、コスト配分データの分割をオプトインできる
のは、通常のアカウントと支払いアカウントだけです。オプトインすると、メンバーアカウント
はコストレポートと使用状況レポートでデータを表示できます。

オプトインすると、レポート作成のステップ 1 でコンテナレベルのリソースのコストと使用状況データを
レポートに含めるか、後でレポートの詳細を編集してレポートに含めるかを選択できます。
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コストと使用状況データをレポートに含めるには

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。

2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
3. 新しいレポートを作成する場合でも、既存のレポートを編集する場合でも、[レポートの詳細の指定] 

ページの [レポートの内容] で [コスト配分データの分割] を選択します。

Note

AWSCUR API またはAWS Command Line Interface (CLI) を使用して、分割コスト配分データ設
定を管理することもできます。

コスト配分データを分割することで、一括請求ファミリー全体 (支払者アカウントと連結アカウント) のす
べての Amazon ECS コンテナオブジェクトのコストを可視化できます。有効化すると、分割コスト配分
データが自動的にタスクとコンテナをスキャンします。コンテナワークロードのテレメトリ使用量データ
を取り込み、当月の詳細なコストデータを準備します。

Note

データがAWS CUR に表示されるまでに最大 24 時間かかることがあります。

Billing and Cost Management コンソールページへのアクセス権の管理の詳細については、「アクセス権管
理の概要」を参照してください。

AWS Cost Managementプリファレンスおよびコストエクスプローラーへのアクセスの制御については、
「Cost Explorer へのアクセスの制御」を参照してください。

分割コスト配分データの例
次の例の目的は、クラスターで実行されている個々の ECS サービスとタスクのコストを計算して、分割コ
スト配分データを計算する方法を示すことです。例全体で使用されているレートは、説明のみを目的とし
ていることに注意してください。

1 時間での使用量は以下のとおりです。

• 1 時間稼働する 2 つのサービスと 4 つのタスクで構成される単一インスタンス (m5.xlarge) 共有クラス
ター。

• インスタンス構成は 4 つの vCPU と 16 GB のメモリです。
• インスタンスの償却費用は 1 時間あたり 1 ドルです。

分割コスト配分データでは、CPU とメモリの相対的な単位重みを 9:1 の比率で計算します。これは、1 時
間あたり vCPU あたりの価格と 1 時間あたり GB AWS Fargateあたりの価格から導き出されます。

ステップ 1: CPU とメモリの単価を計算する
Unit-cost-per-resource = Hourly-instance-cost/((Memory-weight * Memory-
available) + (CPU-weight * CPU-available))

= 1ドル/ (1 * 16GB) + (9 * 4vCPU)) = 0.02ドル

Cost-per-vCPU-hour = CPU-weight * Unit-cost-per-resource

= 9 * 0.02 ドル = 0.17 ドル
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Cost-per-GB-hour = Memory-weight * Unit-cost-per-resource

= 1 * 0.02 ドル = 0.02 ドル

Instance Instance 
type

vCPU-
available

Memory-
available

Amortized-
cost-per-
hour

Cost-per-
vCPU-hour

Cost-per-
GB-hour

Instance1 m5.xlarge 4 16 1～1ドル 0.17 ドル 0.02 ドル

ステップ 2: 割り当てられた容量とインスタンスの未使用容量を
計算する
• 割り当てられた容量:親 EC2 インスタンスから ECS タスクに割り当てられたメモリと vCPU。使用済み

容量と予約容量の最大値として定義されます。

Note

メモリまたは vCPU の使用状況データが利用できない場合は、代わりに予約データが使用され
ます。詳細については、「Amazon ECS の使用状況レポート」を参照してください。

• インスタンスの未使用容量:vCPU とメモリの未使用容量。

Task1-Allocated-vCPU = Max (1 vCPU, 0.1 vCPU)= 1 vCPU

Task1-Allocated-memory = Max (4 GB, 3 GB)= 4 GB

Instance-Unused-vCPU = Max (CPU-available - SUM(Allocated-vCPU), 0)= 最大 (4 — 4.9, 
0) = 0

Instance-Unused-memory = Max (Memory-available - SUM(Allocated-memory), 0)= 最大 
(16 — 14, 0) = 2 ギガバイト

この例では、Task2 が予約よりも多くの vCPU を使用していたことが原因で、インスタンスに CPU オー
バーサブスクリプションが発生しています。

Task name Service Reserved-
vCPU

Used-
vCPU

Allocated-
vCPU

Reserved-
memory

Used-
memory

Allocated-
memory

Task1 Service1 1 0.1 1 4 3 4

Task2 Service2 1 1.9 1.9 4 6 6

Task3 Service1 1 0.5 1 2 2 2

Task4 Service2 1 0.5 1 2 2 2

Unused Unused     0     2

        4.9     16

ステップ 3: 分割使用率を計算する
• 分割使用率:EC2 インスタンスで利用可能な CPU またはメモリ全体に対する ECS タスクが使用してい

る CPU またはメモリの割合。
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• 未使用率:EC2 インスタンスで使用されている CPU またはメモリ全体に対する ECS タスクで使用され
ている CPU またはメモリの割合 (つまり、インスタンスの未使用 CPU またはメモリを考慮に入れてい
ない)。

Task1-vCPU-split-usage-ratio = Allocated-vCPU / Total-vCPU

= 1 vCPU/4.9vCPU = 0.204

Task1-Memory-split-usage-ratio = Allocated-GB / Total-GB

= 4 GB/ 16GB = 0.250

Task1-vCPU-unused-ratio = Task1-vCPU-split-usage-ratio / (Total-CPU-split-
usage-ratio – Instance-unused-CPU)(インスタンス未使用の CPU が 0 の場合は 0 に設定)

= 0 (インスタンスの未使用の CPU が 0 のため)

Task1-Memory-unused-ratio = Task1-Memory-split-usage-ratio / (Total-Memory-
split-usage-ratio – Instance-unused-memory)(Instance-unused-memory が 0 の場合は 0 に設
定)

= 0.250/ (1-0.125) = 0.286

Task name Service vCPU-split-
usage-ratio

vCPU-unused-
ratio

Memory-split-
usage-ratio

Memory-
unused-ratio

Task1 Service1 0.204 0 0.250 0.286

Task2 Service2 0.388 0 0.375 0.429

Task3 Service1 0.204 0 0.125 0.143

Task4 Service2 0.204 0 0.125 0.143

Unused Unused 0   0.125  

    1   1  

ステップ 4: 分割コストと未使用コストを計算する
• 分割コスト:ECS タスクによって割り当てられた CPU とメモリの使用量に基づく EC2 インスタンスコ

ストの従量課金制コスト配分。
• 未使用のインスタンスコスト:インスタンス上の未使用の CPU またはメモリリソースのコスト。

Task1-Split-cost = (Task1-vCPU-split-usage-ratio * vCPU-available * Cost-per-
vCPU-hour) + (Task1-Memory-split-usage-ratio * Memory-available * Cost-per-GB-
hour)

= (0.204 * 4 vCPU * 0.17ドル) + (0.25 * 16GB * 0.02ドル) = 0.22ドル

Task1-Unused-cost = (Task1-vCPU-unused-ratio * Instance-vCPU-unused-ratio * 
vCPU-available * Cost-per-VCPU-hour) + (Task1-Memory-unused-ratio * Instance-
Memory-unused ratio * Memory-available * Cost-per-GB-hour)

= (0 * 0 * 4 * 0.17 ドル) + (0.286 * 0.125 * 16 * 0.02 ドル) = 0.01 ドル

Task1-Total-split-cost = Task1-Split-cost + Task1-Unused-cost
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= 0.23 ドル

Task name Service Split-cost Unused-cost Total-split-cost

Task1 Service1 0.22 ドル 0.01 ドル 0.23 ドル

Task2 Service2 0.38 ドル 0.02 ドル 0.40 ドル

Task3 Service1 0.18 ドル 0.01 ドル 0.19 ドル

Task4 Service2 0.18 ドル 0.01 ドル 0.19 ドル

Unused Unused 0.04 ドル    

    1～1ドル 0.04 ドル 1～1ドル

サービスのコストは、各サービスに関連するタスクのコストの合計です。

サービス1の総費用 = 0.23ドル+0.19ドル = 0.42ドル

サービス2の総費用 = 0.40ドル+ 0.19ドル = 0.59ドル

サンプルAWS CUR
請求期間内の EC2 インスタンスの使用量全体をカバーするSavings Plan をご利用の場合、償却費用は 
savingsPlan/を使用して計算されますSavingsPlanEffectiveCost。

請求期間中の EC2 インスタンスの一部使用をカバーするSavings Plan があり、残りの EC2 インスタ
ンスの使用量がオンデマンド料金で請求される場合、EC2 インスタンスの償却費用は savingsPlan/
SavingsPlanEffectiveCost (for SavingsPlanCoveredUsage) + lineItem/UnblendedCost (オンデマンド使用の
場合) を使用して計算されます。
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請求明細レポート

レガシーレポート
このセクションでは、AWS コストと使用状況レポートの外部で提供されるレガシー請求レポートについて
説明します。これらのページは参照できます。ただし、これらのレポート方法は後日利用できなくなるた
め、AWSコストと使用状況レポートを使用することをお勧めします。

トピック
• 請求明細レポート (p. 86)
• 請求明細レポートからコストと使用状況レポートへの移行 (p. 86)
• 未使用予約のコストの確認 (p. 91)
• 月別レポート (p. 96)
• 毎月のコスト配分レポート (p. 97)
• AWS の使用状況レポート (p. 97)

請求明細レポート
Important

2019 年 7 月 8 日以降、新規のお客様には請求詳細レポート機能をご利用いただけません。

請求明細レポート (DBR) には、AWS料金に関するコストと使用状況レポート (AWSCUR) と同様の情報が
含まれますが、個々の明細項目の計算方法は異なります。DBR とAWS CUR の両方にサインアップしてい
る場合、明細項目が一致しません。ただし、レポートが月末に確定されると、合計コストは一致します。

AWSは、次の命名規則を使用し、DBR を CSV ファイルとして Amazon S3 に保存します。

AWS account number-aws-billing-detailed-line-items-yyyy-mm.csv.zip

AWS請求詳細レポート (DBR) を 1 日に複数回再作成し、レポートを上書きします。AWSレポートを上書
きすると、明細項目が以前のレポートと異なる順番になる場合があります。最終レポートは月末に作成さ
れます。翌月には、前月の最終レポートを上書きせずに、AWS新しいレポートファイルを作成します。過
去の月のレポートは、レポートを削除するまで S3 バケットに保存されます。

DBR を AWS CUR に移行する方法については、the section called “DBR から AWS CUR への移
行” (p. 86) を参照してください。

請求明細レポートからコストと使用状況レポートへ
の移行

請求明細レポート (DBR) およびAWSコストと使用状況レポート (AWSCUR) はどちらも、料金に関する情
報を提供します。ただし、DBR を使用している場合は、レポートをコストと使用状況レポートに移行する
ことをお勧めします。

トピック
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コストと使用状況レポート (AWS CUR) のメリットの比較

• コストと使用状況レポート (AWS CUR) のメリットの比較 (p. 87)
• 請求明細レポートとコストと使用状況レポートの主な違い (p. 88)
• アドバンスト料金タイプのレポート (p. 90)

コストと使用状況レポート (AWS CUR) のメリットの
比較
AWS CUR は、最も包括的な情報源を提供します。AWSCUR を使用すると、個々のコストを深く理解
し、より詳細に分析できます。これは、エンタープライズ規模で特に便利です。 AWSCUR は、複雑な
コスト管理のニーズがあり、専用のクエリまたは分析ベースのシステムが必要な場合に役立ちます。 
AWSCUR は、償却費用を含むリザーブドインスタンス (RI) に関する詳細情報も提供します。

包括予約情報
リザーブドインスタンス (RI) または予約は、1 年間または 3 年間のサービス利用契約と引き換えに、
オンデマンド利用と比較して割引となる時間料金を提供します。これによりコストを大幅な削減できま
す。AWSCURを使用して、予約ポートフォリオを監視および管理できます。 AWSCUR は、Reservation 
Amazon Resource Numbers (ARN)、予約数、合計予約単位などの詳細情報を提供します。特定のリソース
に対する予約関連の割引を追跡して、割引額についてより深く理解することができます。

詳細請求レポート (DBR) ではこのメタデータのサブセットが提供されますが、必要な列を変換するには作
業が必要です。

AWSCUR には、償却予約コストに関する情報など、DBR にない列を追加で提供します。詳細について
は、「the section called “償却された予約データを理解する” (p. 75)」を参照してください。

オンデマンド料金の利用可能性
AWS CUR は、使用状況の各行項目のオンデマンド料金に関する情報を提供します。この情報を使用し
て、オンデマンド料金から支払った金額を差し引くことで、節約額を定量化できます。また、パブリック
オンデマンド料金を使用してコストを割り当てるという柔軟な選択もできます。

DBR は、オンデマンド料金の情報を示さず、請求額のみを示します。そのため、全体の節約額の計算や、
オンデマンド料金を使用したコストの割り当ては困難です。

割引額の詳細な内訳
AWS CUR では、使用状況ベースの割引の詳細を確認することができます。割引が適用されている場合
は、AWS CUR を使用して以下を確認できます。

• 割引前の費用
• 割引額
• 明細項目レベルで割引を適用した後の合計コスト

DBR には、割引の詳細な内訳は含まれていません。

大規模な自動データ取り込み
AWS CUR を使用すると、自動データ取り込みプロセスをトリガーするイベントを簡単に設定し、社内シ
ステムの請求データの更新プロセスを合理化できます。AWS以前の月に関連する料金が検出された場合
に、CUR のデータを自動的に更新できます。
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請求明細レポートとコストと使用状況レポートの主な違い

さらに、AWS CUR は複数のファイルとして生成されるため、データを小さく分割できるというメリット
もあります。これにより、複数のワーカーが使用するプロセスに従ってデータを取り込むことができま
す。さらに、データのダウンロードを小さくして再試行することもできます。

AWS CUR は、データをすばやく検索して抽出できるようにフォーマットされます。このレポートは、
データの全体的な構造に関する情報を含むマニフェストファイルからモデル化されています。これには、
レポートに含まれるすべての列のリストが含まれます。この情報を使用して、レポートを拡張し、使用状
況に関する新しい情報が利用可能になったときに含めることができます。

製品間統合
AWSCUR は Amazon Redshift、Amazon QuickSight、Amazon Athena と統合されています。AWSCUR を
使用して、AWSベースとなるコスト管理ソリューションを構築できます。 AWSCUR は Parquet 形式の
データも提供します。これにより、独自のコストおよび使用状況レポートシステムを構築するためのオプ
ションが増えます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのAWS コストと使用状況レポートのマ
ニフェストファイルを参照してください。

請求明細レポートとコストと使用状況レポートの主な
違い
DBR とAWS CUR には、CURAWS に移行した後に考慮すべき違いがいくつかあります。例えば、データ
をシステムに取り込む方法を調整する必要がある場合があります。

ファイル構造
詳細な請求レポート (DBR) は 1 つのファイルとして配信されます。これとは対照的に、AWS CUR は統合
されたファイルセットです。AWS CUR では、Amazon S3 バケットの以下のファイルを表示できます。

• すべての使用量項目を含むデータファイルのセット
• すべての割引を含む個別のデータファイル (該当する場合)
• 単一のレポートに属するすべてのデータファイルをリストしたマニフェストファイル

列の構造
DBR の列のリストは固定されており、柔軟性が制限されています。 AWSCUR には固定の列構造がな
く、必要に応じて自由に列を追加または削除できます。新しいデータを使用し始めるとAWS のサービ
ス、AWS CUR はユースケースに役立ちそうな新しいデータをレポートに動的に含めることができます。
マニフェストファイルは、レポート内に存在するすべての列のマップを提供します。

DBR と AWS CUR の対応する列名

DBR の列名 AWSCUR カラム名

InvoiceId 請求書/InvoiceId

PayerAccountId 請求書/PayerAccountId

LinkedAccountId lineItem/UsageAccountId

ProductName 製品/ProductName

SubscriptionId reservation/subscriptionid

UsageType lineItem/UsageType

Operation lineItem/Operation
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請求明細レポートとコストと使用状況レポートの主な違い

DBR の列名 AWSCUR カラム名

AvailabilityZone lineItem/AvailabilityZone

ReservedInstance サポート外

ItemDescription lineItem/LineItemDescription

UsageStartDate lineItem/UsageStartDate

UsageEndDate lineItem/UsageEndDate

UsageQuantity lineItem/UsageAmount

BlendedRate lineItem/BlendedRate

BlendedCost lineItem/BlendedCost

UnBlendedRate lineItem/UnblendedRate

UnBlendedCost lineItem/UnblendedCost

ResourceId lineItem/ResourceId

RecordType サポート外

PricingplanId サポート外

RateID 価格/RateId

Note

AWSCUR には同等の機能はありません。 RecordId ただし、identity/、identity/identity/
LineItemId、TimeInterval bill/を組み合わせてこの情報を収集できますBillType。

AWSCUR による DBR RecordType 値の取得

RecordType データベース内の値 AWSCUR RecordType を使用し
て取得する構文

ユースケース

LineItem SELECT 
SUM(line_item_unblended_cost) 
FROM [CUR] WHERE 
line_item_line_item_type = 
'Usage'

使用量項目は、使用コストを 1 
回限りの請求（たとえば、RI の
前払い）から分割します。

InvoiceTotal SELECT (bill_invoice_id), 
sum(line_item_unblended_cost) 
FROM [CUR] GROUP BY 
bill_invoice_id

請求書合計を使用して、請求書
と費用および使用状況レポート
間の費用を調整できます。

AccountTotal SELECT 
line_item_usage_account_id, 
sum(line_item_unblended_cost) 
FROM [CUR] GROUP BY 
line_item_usage_account_id

アカウント合計を使用して、メ
ンバーアカウントに関連するコ
ストを払い戻しの目的で分離で
きます。

StatementTotal SELECT 
SUM(line_item_unblended_cost) 
FROM [CUR]

明細書の合計を使用して、請求
期間の費用を把握できます。
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アドバンスト料金タイプのレポート

RecordType データベース内の値 AWSCUR RecordType を使用し
て取得する構文

ユースケース

Discount SELECT 
SUM(line_item_unblended_cost) 
FROM [CUR] WHERE 
line_item_line_item_type = 
'Discount'

discount 品目を使用して、割引
に関連するすべての品目を識別
できます。

Rounding まだサポートされていません。 まだサポートされていません。

アドバンスト料金タイプのレポート
Refunds
AWS CUR: 返金は lineItem/LineItemDescription = ‘Refund’ 文字列をフィルタリングすること
で識別します。

DBR: 払い戻しは、 ItemDescription ‘Refund’列のサブストリングを確認することで確認できます。

クレジット
AWS CUR: クレジットは lineItem/LineItemDescription = ‘Credit’ 文字列をフィルタリングす
ることで識別します。

DBR: クレジットは、 ItemDescription ‘Credit’列のサブストリングを確認することで識別されます。

Taxes
AWSCUR:lineItem/LineItemDescription = ‘Tax’ 税金は文字列をフィルタリングすることで識別
します。

DBR: 税金は、 ItemDescription ‘Tax’列のサブストリングを確認することで識別されます。

予約関連の前払いコストの確認
AWSCUR: 予約関連の初期費用は、"lineItem/LineItemType" = 'Fee'文字列をフィルタリングする
ことで識別されます。

DBR: 予約関連の初期費用は、 UsageType 列にサブストリングが含まれていないか、'HeavyUsage'その
サブストリングが NULL'SubscriptionId' かどうかをチェックすることで特定されます。

予約関連の月額料金の確認
AWSCUR: 予約関連の月額料金は、"lineItem/LineItemType" = 'RIfee'文字列でフィルタリング
することで識別されます。

DBR: 予約関連の月額料金を確認するには、 UsageType'HeavyUsage'サブストリングの明細項目を確認
します。

リザーブドインスタンスのメリットを受けたインスタンスを確認
する
AWSCUR: 予約関連の初期費用は、"lineItem/LineItemType" = 'DiscountedUsage'文字列で
フィルタリングすることで識別されます。
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未使用予約のコストの確認

DBR: 予約関連の初期費用は、 ReservedInstance 'Y'列のサブストリングを確認することで確認できま
す。

未使用予約のコストの確認
AWSコストと使用状況レポート (AWSCUR) を使用して、未使用 RI のコストを詳しく確認できます。次の 
4 つのシナリオで、その方法について説明します。

Note

次の表では、わかりやすくするために、AWS CUR と DBR/DBR-RT の列と行を入れ替えていま
す。最初の列の値は、レポートのヘッダーを表します。

シナリオ 1: RI 使用率が 100% である場合
RI 料金の明細項目は、未使用コスト $0、使用時間は 0 です。

DBR では、フィールドと RI 料金の明細項目を参照して、未使用 RI UsageQuantity UnblendedCosts の使
用状況とコストを確認できます。RI 料金項目は、 ItemDescription フィールドに「購入時間」の情報があ
ることで識別できます。表 1 は、DBR レポートと DBR-RT レポートで未使用 RI のコストを管理するため
に使用する列と情報を示しています。

表 1 — 2019 年 6 月 17 日より前に DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR で 100% 使用した場合の未使用 
RI のコスト

ProductName Amazon Elastic Compute Cloud Amazon Elastic Compute Cloud

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge HeavyUsage:c3.8xlarge

オペレーション RunInstances RunInstances

[Availability Zone] (アベイラビリ
ティーゾーン)

us-east-1a us-east-1a

リザーブドインスタンス Y Y

ItemDescription USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge (744 hours 
purchased, 744 hours 
used)

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

使用量 0 744

非ブレンドレート 0.1 0.1

非混合コスト 0 74.4

AWSCUR では、RI 料金の明細項目の [reservation/] フィールドと [reservation/ UnusedQuantity] フィール
ドを参照して、未使用 RI の使用状況とコストを確認できます。 UnusedRecurringFeeAWS CUR で未使用 
RI のコストを管理するために使用する現在の列と情報については、以下の表 4 に示します。

表 2 – AWS CUR で RI 使用率が 100% である場合の未使用 RI のコスト

ラインアイテム/製品コード Amazon EC2 Amazon EC2

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge USW2-BoxUsage:c3.8xlarge
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シナリオ 2: RI を部分的に使用した場合

ラインアイテム/LineItemType RI Fee DiscountedUsage

ラインアイテム/
LineItemDescription

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

USD 0.00 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

ラインアイテム/UsageAmount 744 744

ラインアイテム/
NormalizedUsageAmount

47,616 47,616

ラインアイテム/UnblendedRate 0.1 0

ラインアイテム/UnblendedCost 74.4 0

予約/UnusedQuantity 0  

予約/UnusedRecurringFee 0  

予約/
UnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod

0  

予約/RecurringFeeForUsage   74.4

予約/
AmortizedUpfrontCostForUsage

  5

予約/EffectiveCost   79.4

DBR/DBR-RT でサポートされている現在の機能と同じ機能以外にも、AWS CUR には次の利点がありま
す。

• AWSCUR を使用すると、 EffectiveCost 定期的な料金と前払い料金のいずれも含まれます。これには、
定期的な料金と前払い料金のいずれも含まれます。 DiscountedUsage DBR では、定期的な料金のみ計
算されます。

• AWSCUR では、 UsageType DiscountedUsageフィールドが明細項目に変換されませんが、DBR で
はその情報が RI 料金の明細項目情報に置き換えられます。これは、ユーザーが ReservationARN 別に 
AWS CUR の明細項目をグループ化して、どの使用料がどの RI で割引されたかを確認できるためです。

• AWSCUR では、 LineItemDescription フィールドが RI 料金の明細項目と [Discounty] 用に変換されませ
ん。DBR は、購入した時間数と使用した時間数を追加します。

シナリオ 2: RI を部分的に使用した場合
RI 料金の明細項目には、未使用コストと使用状況が含まれます。

DBR では、フィールドと RI 料金の明細項目を参照して、未使用 RI UsageQuantity UnblendedCosts の使
用状況とコストを確認できます。表 3 は、DBR レポートと DBR-RT レポートで未使用 RI のコストを管理
するために使用する列と情報を示しています。

表 3 — 2019 年 6 月 17 日より前に DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-
DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-

ProductName Amazon Elastic Compute Cloud Amazon Elastic Compute Cloud

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge HeavyUsage:c3.8xlarge

オペレーション RunInstances RunInstances
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シナリオ 2: RI を部分的に使用した場合

[Availability Zone] (アベイラビリ
ティーゾーン)

us-east-1a us-east-1a

リザーブドインスタンス Y Y

ItemDescription USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge (744 hours 
purchased, 644 hours 
used)

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

使用量 100 644

非ブレンドレート 0.1 0.1

非混合コスト 10 64.4

AWSCUR では、RI 料金の明細項目の [reservation/] フィールドと [reservation/ UnusedQuantity] フィール
ドを参照して、未使用 RI の使用状況とコストを確認できます。 UnusedRecurringFee表 4 は、AWS CUR 
で未使用 RI のコストを管理するために使用する現在の列と情報を示しています。

表 4 – AWS CUR で RI を部分的に使用した場合の未使用 RI のコスト

ラインアイテム/製品コード Amazon EC2 Amazon EC2

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge USW2-BoxUsage:c3.8xlarge

ラインアイテム/LineItemType RI Fee DiscountedUsage

ラインアイテム/
LineItemDescription

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

USD 0.00 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

ラインアイテム/UsageAmount 744 644

ラインアイテム/
NormalizedUsageAmount

47,616 47,216

ラインアイテム/UnblendedRate 0.1 0

ラインアイテム/UnblendedCost 74.4 0

予約/UnusedQuantity 100  

予約/UnusedRecurringFee 0  

予約/
UnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod

10  

予約/RecurringFeeForUsage   64.4

予約/
AmortizedUpfrontCostForUsage

  5

予約/EffectiveCost   69.4

DBR/DBR-RT でサポートされている現在の機能と同じ機能以外にも、AWS CUR には次の利点がありま
す。
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シナリオ 3: キャパシティー予約 

• AWSCUR には、RI 料金の明細項目と DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-
DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR- UnusedQuantity UsageQuantity

シナリオ 3: キャパシティー予約
DBR/DBR-RT は、RI UnusedBox UnusedDed の対象となるキャパシティ予約に関連する使用タイプの項
目を除外します。これは、RI 料金明細項目が、 UsageQuantity UnblendedCost およびフィールドの未使用
分を既にカバーしているためです。表 5 は、DBR レポートと DBR-RT レポートで未使用 RI のコストを管
理するために使用する列と情報を示しています。

表 5 - 2019 年 6 月 17 日以前の DBR と DBR-RT でのキャパシティー予約シナリオにおける未使用 RI のコ
スト

ProductName Amazon Elastic Compute Cloud Amazon Elastic Compute Cloud

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge HeavyUsage:c3.8xlarge

オペレーション RunInstances RunInstances

[Availability Zone] (アベイラビリ
ティーゾーン)

us-east-1a us-east-1a

リザーブドインスタンス Y Y

ItemDescription USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge (744 hours 
purchased, 734 hours 
used)

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

使用量 10 734

非ブレンドレート 0.1 0.1

非混合コスト 1 73.4

AWSCUR では、これらの明細項目を次のように表示します DiscountedUsage。表 6 は、AWS CUR で未
使用 RI のコストを管理するために使用する現在の列と情報を示しています。

表 6 – AWS CUR のキャパシティー予約シナリオにおける未使用 RI のコスト

ラインアイテム/製品
コード

Amazon EC2 Amazon EC2 Amazon EC2

UsageType HeavyUsage: 
c3.8xlarge

USW2-Reservation: 
c3.8xlarge

USW2-BoxUsage: 
c3.8xlarge

ラインアイテム/
LineItemType

RI Fee Usage DiscountedUsage

ラインアイテム/
LineItemDescription

USD 0.10 hourly 
fee per Linux/
UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

USD 0.00 per 
Reservation Linux/
UNIX (Amazon 
VPC), c3:8xlarge 
Instance Hour

USD 0.00 hourly 
fee per Linux/
UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge
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シナリオ 4: サイズの柔軟な予約

ラインアイテム/
UsageAmount

744 744 744

ラインアイテム/
NormalizedUsageAmount

47,616   47,216

ラインアイテム/
UnblendedRate

0.1 0 0

ラインアイテム/
UnblendedCost

74.4 0 0

予約/
RecurringFeeForUsage

    64.4

予約/
AmortizedUpfrontCostForUsage

    5

予約/EffectiveCost     69.4

シナリオ 4: サイズの柔軟な予約
DBR では、フィールドと RI 料金の明細項目を参照して、未使用 RI UsageQuantity UnblendedCosts の使
用状況とコストを確認できます。RI 料金項目は、 ItemDescription フィールドに「購入時間」の情報があ
ることで識別できます。表 9 は、DBR レポートと DBR-RT レポートで未使用 RI のコストを管理するため
に使用する列と情報を示しています。

表 7 — 2019 年 6 月 17 日より前に DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-
DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-DBR-

ProductName Amazon Elastic Compute Cloud Amazon Elastic Compute Cloud

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge HeavyUsage:c3.8xlarge

オペレーション RunInstances RunInstances

[Availability Zone] (アベイラビリ
ティーゾーン)

us-east-1a us-east-1a

リザーブドインスタンス Y Y

ItemDescription USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge (744 hours 
purchased, 644 hours 
used)

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge; UsageType: 
BoxUsage:c3.large

使用量 100 644

非ブレンドレート 0.1 0.1

非混合コスト 10 64.4

AWSCUR では、RI 料金の明細項目の [reservation/] フィールドと [reservation/ UnusedQuantity] フィール
ドを参照して、未使用 RI の使用状況とコストを確認できます。 UnusedRecurringFee表 8 は、AWS CUR 
で未使用 RI のコストを管理するために使用する現在の列と情報を示しています。
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月別レポート

表 8 —AWS CUR でのサイズ柔軟な RI シナリオにおける未使用 RI のコスト

ラインアイテム/製品コード Amazon EC2 Amazon EC2

UsageType HeavyUsage:c3.8xlarge USW2-BoxUsage:c3.8xlarge

ラインアイテム/LineItemType RI Fee DiscountedUsage

ラインアイテム/
LineItemDescription

USD 0.10 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8xlarge

USD 0.00 hourly fee per 
Linux/UNIX (Amazon VPC), 
c3:8large

ラインアイテム/UsageAmount 744 644

ラインアイテム/
NormalizedUsageAmount

47,616 2,576

ラインアイテム/UnblendedRate 0.1 0

ラインアイテム/UnblendedCost 74.4 0

予約/UnusedQuantity 100  

予約/UnusedRecurringFee 70.37  

予約/
UnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod

5.5  

予約/RecurringFeeForUsage   4.03

予約/
AmortizedUpfrontCostForUsage

  0.5

予約/EffectiveCost   4.53

DBR/DBR-RT でサポートされている現在の機能と同じ機能以外にも、AWS CUR には次の利点がありま
す。

• AWSCUR には、 NormalizedUsageAmount と数量が含まれます。DBR/DBR-RT にはこれを表す列はあ
りません。

• AWSCUR UsageType および Operation は、 DiscountedUsage明細項目の [Discounty] 用に変換されま
せん。DBR/DBR-RT では、これらの値は、RI 料金の明細項目に置き換わります。

• AWSCUR LineItemDescription DiscountedUsage は明細項目に変換されません。DBR/DBR-RT では、
これを RI 料金の明細項目の説明に置き換え、 DiscountedUsage 文字列の最後に行項目の使用タイプ
を追加します。つまり、「Linux/UNIX (Amazon VPC) 1 台あたりの時給が 0.10 米ドル、c 3:8 xlarge; 
UsageType:: c3.large BoxUsage」

月別レポート
Billing and Cost Management コンソールの [Bills] ページから、AWS見積料金の月別レポートをダウンロー
ドできます。

AWS Organizationsで一括請求機能を使用するとします。この場合、このレポートは管理アカウントでの
み使用することができ、すべてのメンバーアカウントのアクティビティが含まれます。メンバーアカウン
トの所有者は、管理アカウントからのみ月別レポートを取得できます。詳細については、AWS Billing ユー
ザーガイドの組織の一括請求を参照してください。
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毎月のコスト配分レポート

レポートには、アカウントが使用する AWS 製品、使用タイプ、オペレーションの固有の組み合わせごと
に明細項目が表示されます。推定レポートは 1 日に数回更新されます。明細期間を選択すると、前月のレ
ポートを取得できます。月次レポートに登録した月のレポートから始めます。サインアップする前からの
レポートは利用できません。

毎月のコスト配分レポート
Important

月次コスト配分レポート機能は後日使用できなくなります。代わりに、AWSコストと使用状況レ
ポートを使用することをお勧めします。

AWS 使用量のビジネスディメンションを示すことができる、AWS リソースのカスタムコスト配分タグ
セットを作成できます。これらのタグセットを使用して、AWSコストを整理および追跡できます。AWS 
のサービス多くは機能セットでタグ付けを公開しています。これらのサービスでタグを作成するには、
コンソール、API、または AWS コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。詳細について
は、AWS Billingユーザーガイド の「コスト配分タグの使用」をご参照ください。

タグを作成すると、毎月のコスト配分レポートを取得できます。これは基本的に、コスト配分タグセット
を含む月次レポートです。

AWS の使用状況レポート
Important

2023 年 9 月 15 日以降、AWS使用状況レポートから 2019 年 3 月 1 日より古い使用状況データに
アクセスできなくなります。このような使用状況データにアクセスするには、使用履歴をダウン
ロードして、2023 年 9 月 15 日までにローカルに保存してください。AWS の使用状況レポート
は後日利用できなくなります。代わりに、AWSコストと使用状況レポートを使用することをお勧
めします。

使用状況レポートは XML または CSV 形式でダウンロードできます。レポートは、使用タイプ、オペレー
ション、期間に基づく 1 つのサービスを対象としています。また、データの収集方法も選択できます。

使用状況レポートのダウンロード

1. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で請求とコストマネジメントコンソールにサインイン
します。

2. ナビゲーションペインで、[Cost & Usage Reports] (コストと使用状況レポート) を選択します。
3. 「AWS使用状況レポート」セクションで、「使用状況レポートの作成」を選択します。
4. [使用状況レポートのダウンロード] ページの [サービス] で、使用状況を表示するサービスを選択しま

す。
5. 使用タイプを選択します。
6. オペレーションを選択します。
7. レポートの期間を選択します。カスタム日付範囲を選択した場合は、レポートの日付範囲を手動で指

定する必要があります。
8. [レポートの精度] で、[時間ごと]、[毎日]、または [毎月] を選択します。
9. [ダウンロード] を選択し、[XML レポート] または [CSV レポート] を選択します。

Note

サイズの大きいレポートをダウンロードすると、レポートの内容が切り捨てられることがありま
す。ダウンロードしたファイルの最後の行に警告やエラーメッセージがないか確認してくださ
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AWS の使用状況レポート

い。レポートが一部表示されない場合は、期間を短くしてサイズの小さいレポートをダウンロー
ドしてください。もう 1 つの選択肢は、レポートの粒度を時間単位から日単位または月単位に下
げることです。
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Amazon S3 バケットにはレポートファイルはありません

コストと使用状況レポートに関する
トラブルシューティング

コストと使用状況レポートの一般的な問題のトラブルシューティングを支援します。

トピック
• Amazon S3 バケットにはレポートファイルはありません (p. 99)
• レポートデータパーティションの 1 つが空です (p. 99)
• コストと使用状況レポートのデータが、他のBilling and Cost Management 機能のデータと一致しな

い (p. 100)
• レポートの設定を変更したのでデータをバックフィルしたい (p. 100)
• Amazon S3 のレポートファイルフォルダが名前のないフォルダにあります (p. 100)
• レポートにリソース ID を含めるオプションを選択できない (p. 101)
• Amazon Athena のコストおよび使用状況レポートのクエリが Amazon Redshift で機能しない、または 

Amazon Redshift クエリが Amazon Athena で動作しない (p. 101)
• レポートに含まれる列が前月から変更されました (p. 101)
• レポート内の列が変更されたため、レポートに基づくクエリまたはテーブルが機能しない (p. 102)
• レポートを照会するのに助けが必要です (p. 102)
• Amazon EC2 専用ホストの請求データが見つからない (p. 102)
• Amazon EC2 Elastic IP アドレスの請求データがわかりません (p. 102)
• 一括請求を利用していますが、非混合料金と混合料金や費用の違いがわかりません (p. 103)
• レポートの一部の品目には、ブレンドレートまたはブレンドコストが 0 のものがあります (p. 103)
• レポートですべての前払いリザーブドインスタンスがどのように償却されるのかわかりませ

ん (p. 103)

Amazon S3 バケットにはレポートファイルはあり
ません

Amazon S3 バケットポリシーにより、billingreports.amazonaws.com サービスに、バケットにファイルを
配置するアクセス許可が付与されていることを確認します。必要なバケットポリシーの詳細については、
を参照してくださいコストと使用状況レポート用に Amazon S3 バケットをセットアップする (p. 3)。

レポートデータパーティションの 1 つが空です
レポートのサイズが大半のアプリケーションで処理できる範囲を超える場合、AWSレポートは複数のファ
イルに分割されます。レポートを更新すると、個々のファイルパーティションが以前のレポートバージョ
ンよりも少なくなる場合があります。
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コストと使用状況レポートのデータが、他のBilling 
and Cost Management 機能のデータと一致しない

レポートのマニフェストファイルを確認して、取り込む必要のない空のファイルがないかどうかを確認し
ます。

コストと使用状況レポートのデータが、他のBilling 
and Cost Management 機能のデータと一致しない

その他のBilling and Cost Management 機能 (Cost Explorer、詳細請求レポート、Billing and Cost 
Management コンソール) では、以下の理由によりコストの表示が異なる場合があります。

• 請求には、さまざまな方法で四捨五入されたコストデータが含まれます。
• 請求機能によってデータ更新設定が異なる場合があります。たとえば、コストと使用状況レポートで、

以前に終了した請求書を、請求の確定後に適用される返金、クレジット、またはSupport 料金で自動的
に更新するかどうかを選択できます。Cost Explorer は同じ項目を自動的に反映します。このシナリオ
では、コストと使用状況レポートの自動更新を有効にしないと、コストと使用状況レポートのデータは 
Cost Explorer のデータと一致しません。

• 請求機能により、請求を異なる方法でグループ化できます。たとえば、Billing and Cost Management コ
ンソールの「請求書」ページには、AWSデータ転送料金がサービス料金内の個別のデータ転送グループ
として表示されます。一方、コストと使用状況レポートとCost Explorer には、各サービスの使用タイプ
としてデータ転送料金が表示されます。

これらの理由を確認しても、コストと使用状況レポートと他の請求およびコスト管理機能との間に相違が
あると思われる場合は、サポートケースを開いてコストデータの確認を依頼してください。サポートケー
スでは、確認したいレポート名と請求期間を必ず入力してください。ケースを開く方法の詳細について
は、を参照してくださいカスタマーサポートへの問い合わせ (p. 104)。

レポートの設定を変更したのでデータをバックフィ
ルしたい

サポートケースを開いて、コストデータのバックフィルをリクエストしてください。サポートケースで
は、バックフィルするレポート名と請求期間を必ず入力してください。ケースを開く方法の詳細について
は、を参照してくださいカスタマーサポートへの問い合わせ (p. 104)。

次のシナリオでは、コストデータをバックフィルできないことに注意してください。

• アカウントを作成した日より前のコストデータをバックフィルすることはできません。
• AWS Organizationsを使用しており、どのアカウントが管理アカウントに指定されているかなど、組織

の構造が変更された場合、以前の組織構造ではデータをバックフィルできなくなります。
• AWS Organizations組織を使用したり変更したりすると、現在の組織に参加する前のデータをバック

フィルすることはできません。

Amazon S3 のレポートファイルフォルダが名前の
ないフォルダにあります

レポートのレポートパスプレフィックスに/文字が含まれていると、Amazon S3 バケットに名前のない
フォルダが生成されます。次回のレポート更新時に名前のないフォルダーを削除するには、レポート設定
を編集し、レポートパスのプレフィックスから/文字を削除します。手順については、「コストと使用状況
レポートの設定の編集 (p. 11)」を参照してください。
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レポートにリソース ID を含めるオプションを選択できない

レポートにリソース ID を含めるオプションを選択
できない

レポートを作成するときに、[リソース ID を含める] オプションを選択できます。レポートのバージョン管
理を [既存のレポートを上書き] に設定してレポートを作成した場合、レポートの作成後に [リソースIDを
含める] の選択を変更することはできません。リソース ID を含めるには、新しいレポートを作成し、「リ
ソース ID を含める」オプションを選択する必要があります。

Amazon Athena のコストおよび使用状況レポート
のクエリが Amazon Redshift で機能しない、また
は Amazon Redshift クエリが Amazon Athena で動
作しない

Amazon Athena データベースと Amazon Redshift データベースでは、コストと使用状況レポートの列の形
式が異なります。Amazon Athena は、列名 (line_item_normalized_usage_amount) の単語の間にアンダー
スコアを追加します。Amazon Redshift は、列タイプと属性 (lineitem_normalizedusageamount) の間にア
ンダースコアを追加します。必ず Amazon Athena または Amazon Redshift の列名の形式と一致するよう
にクエリを変更してください。

レポートに含まれる列が前月から変更されました
AWSレポートに含める列は、AWS使用状況によって異なります。すべてのレポートには、ID/、bill/ 、およ
び lineItem/というプレフィックスが付いた列が含まれます。

• アイデンティティ/LineItemId
• アイデンティティ/TimeInterval
• 請求書/InvoiceId
• 請求書/BillingEntity
• 請求書/BillType
• 請求書/PayerAccountId
• 請求書/BillingPeriodStartDate
• 請求書/BillingPeriodEndDate
• lineItem/UsageAccountId
• lineItem/LineItemType
• lineItem/UsageStartDate
• lineItem/UsageEndDate
• lineItem/ProductCode
• lineItem/UsageType
• lineItem/Operation
• lineItem/AvailabilityZone
• lineItem/ResourceId
• lineItem/UsageAmount
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レポート内の列が変更されたため、レポート
に基づくクエリまたはテーブルが機能しない

• lineItem/NormalizationFactor
• lineItem/NormalizedUsageAmount
• lineItem/CurrencyCode
• lineItem/UnblendedRate
• lineItem/UnblendedCost
• lineItem/BlendedRate
• lineItem/BlendedCost
• lineItem/LineItemDescription
• lineItem/TaxType
• lineItem/LegalEntity

他のすべての列は、毎月の AWS の使用量によってこれらの列に入力するデータが生成される場合のみ含
まれます。例えば、その月に Savings Plans を使用した場合のみ、レポートに savingsPlan/ 列が含まれま
す。

レポート内の列が変更されたため、レポートに基づ
くクエリまたはテーブルが機能しない

AWSレポートに含める列は、AWSその月の利用状況によって異なります。レポートに含まれる列は変更さ
れる可能性があるため、レポートに基づくカスタムクエリやテーブルでは、列番号ではなく列名を参照す
るのがベストプラクティスです。

レポートを照会するのに助けが必要です
コストと使用状況レポートのクエリの詳細については、AWS Well-Architected Labs の Web サイトの CUR 
クエリライブラリヘルプを参照してください。

Amazon EC2 専用ホストの請求データが見つから
ない

ResourceID 列で、インスタンス ID ではなく専用ホスト ID を探します。Dedicated Hosts は Dedicated 
Host の稼働時間によって計測されるため、レポートには、ホスト ID に関連付けられた Dedicated Host の
使用状況が、従量制時間別に表示されます。

Amazon EC2 Elastic IP アドレスの請求データがわ
かりません

Amazon EC2 Elastic IP アドレスは集計されて計算されます。つまり、レポートの各項目は個々の Elastic 
IP アドレスに対応していないということです。各項目は、請求可能な時間の合計数を表します。実行中の
インスタンスに 1 つの Elastic IP アドレスを無料で割り当てることができます。インスタンスに割り当て
た追加の Elastic IP アドレスごとに、時間単位で日割り計算で請求されます。さらに、AWS未割り当ての 
Elastic IP アドレスには時間単位の料金がかかります。
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一括請求を利用していますが、非混合料

金と混合料金や費用の違いがわかりません

一括請求を利用していますが、非混合料金と混合料
金や費用の違いがわかりません

の一括請求ではAWS Organizations、非混合レートまたは混合レートまたはコストにより、アカウントの
使用量がスタンドアロンアカウントと組織内の連結アカウントでどれくらいの費用がかかるかを把握する
のに役立ちます。一部のサービスでは、使用量が増えるにつれて単価を下げることができる価格階層が用
意されています。AWS組織内のサービスのすべての使用量を集計するため、個々のアカウントは、その使
用量を組織の月間使用量で集計すると、より早く低価格の階層にアクセスできる可能性があります。

非混合料金は、個々のアカウントのサービス利用に関連する料金です。明細項目の場合、非混合コストは
使用量に非混合レートを掛けたものです。非混合コストは、スタンドアロンアカウントの場合、そのアカ
ウントの使用コストになります。ブレンドレートは、アカウント全体で平均化された組織内の総使用量に
関連するレートです。明細項目の場合、ブレンドコストは使用量にブレンドレートを掛けたものです。ブ
レンドコストは、アカウントが組織内の連結アカウントとして使用されたことに起因するコストです。

非混合費用と混合費の計算の詳細と例については、AWS Billingユーザーガイドの「連結請求について」を
参照してください。

レポートの一部の品目には、ブレンドレートまたは
ブレンドコストが 0 のものがあります

リザーブドインスタンスdiscount される Amazon EC2 品目のブレンドレートは 0 です。これらの品目の場
合、LineItemTypeは「割引使用量」です。

ブレンドコストは、使用量にブレンドレートを掛けたものです。混合レートまたは使用量の値がゼロの場
合、混合コストもゼロになります。

レポートですべての前払いリザーブドインスタンス
がどのように償却されるのかわかりません

すべての前払いリザーブドインスタンスは全額前払いで支払われるため、償却された費用は、前払い金額
を関連する期間 (1 年または 3 年) に分割してレポートに反映されます。

予約/AmortizedUpfrontCostForUsage と reservation/EffectiveCost は、すべての前払いリザーブドインスタ
ンスで同じ料金です。これは、両方の列が、リザーブドインスタンスの前払い金額を、その期間の合計時
間にわたって均等に分割しているためです。

レポートには、RiFee が 0.00 USD であっても、すべての前払いリザーブドインスタンスの RiFee 項目
が入力されていることが予想されます。これらの項目は、その月に繰り返し発生する時間単位の費用を表
し、他の列には追加の使用量データがあります。すべてのリザーブドインスタンスは RiFee ラインアイテ
ムを生成します。
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カスタマーサポートへの問い合わせ
AWS Billing and Cost Management や AWS コストと使用状況レポートに関する質問のヘルプを得るに
は、次のリソースを使用します。

• AWS ナレッジセンター: これは、AWS CUR や請求に関する質問の回答を最もすばやく見つける方法で
す。ここから始めることをお勧めします。

• アカウントと請求のサポート: AWS アカウントを所有している場合は、アカウントと請求のサポー
トを無料で利用できます。個別の技術サポートのみがサポートプランを必要とします。詳細について
は、AWS Support ウェブサイトをご覧ください。

• サポートケースを開く: AWS Support に連絡して問い合わせのサポートケースを開くことができます。
これは、AWS Support と通信するための最も直接的な方法です。AWS Support は、担当者に連絡する
ための直接電話番号を公開していませんが、次の手順に従って電話してもらうことができます。

Note

AWS Support ケースを開き、[Regarding: Account and Billing Support] を指定するには、ルート
アカウント所有者として AWS にサインインしているか、サポートケースを開くための IAM アク
セス許可を持っている必要があります。詳細については、AWS Support ユーザーガイドの AWS 
Support へのアクセスを参照してください。

AWS Supportに問い合わせるには

1. サインインしてAWS Supportセンターに移動します。
2. [Create case (ケースを作成)] を選択します。
3. 「ケースの作成」ページで、「アカウントと請求」を選択し、フォームの必須フィールドに入力しま

す。
4. 返答方法を選択します。

• ウェブ: AWS Support 担当者から E メールで返信してもらいます。
• 電話: AWS Support 担当者から電話してもらいます。

Note

インスタントメッセージは、請求に関するお問い合わせにはご利用いただけません。
AWS アカウントを解約した後でも、サインインしてカスタマーサポートに問い合わせたり、過去
の請求を確認したりできます。
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セキュリティAWSコストと使用状況
レポート

AWSでは、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWSのお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

AWSコストと使用状況レポートは、AWS Billing and Cost Managementconsole. セキュリティに
関する考慮事項の詳細については、「」を参照してください。セキュリティAWS Billing and Cost 
ManagementのAWS Billingユーザーガイド。

使用する IAM アクセスコントロールとアクセス権限の詳細については、「」を参照してくださ
い。AWSCUR、「」を参照してください。アクセス許可の管理の概要。
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コストと使用状況レポート

クォータと制限
次の表に、内の現在のクォータと制限を示します。AWSコストと使用状況レポート

コストと使用状況レポート
コストと使用状況レポート アカウントあたり 10 個

レート コストと使用状況は無料ですが、標準の Amazon 
S3 料金が適用されます。

無料利用枠の数AWSコストと使用状況レポート 10

106



AWS コストと使用状況レポート ユーザーガイド

AWS コストと使用状況レポートユー
ザーガイドのドキュメント履歴

次の表は、AWS コストと使用状況レポートの今回のリリース内容をまとめたものです。

変更 説明 日付

製品データディクショナリに新
しい定義が追加されました

製品詳細ページに 42 の新しい定
義を追加しました。

2022 年 2 月 23 日

セキュリティに関する新しい章 さまざまなセキュリティ制御に関
する情報を提供する新しいセキュ
リティの章が追加されました。こ
の章に、以前の「アクセス制御」
章の内容を移行しました。

2020 年 2 月 10 日

初回起動 (p. 107) すべての AWS CUR コンテンツ
を請求とコスト管理ガイドから移
行して再編成しました。

2020 年 1 月 21 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。

cix


	AWS コストと使用状況レポート
	Table of Contents
	AWS コストと使用状況レポートとは
	コストと使用状況レポートの仕組み
	レポートタイムライン
	レポートファイル
	レポート列
	レポートの使用


	コストと使用状況レポートを作成する
	コストと使用状況レポート用に Amazon S3 バケットをセットアップする
	コストと使用状況レポートを作成する

	コストと使用状況レポートの管理
	レポートの表示
	最新のレポートバージョンを表示する
	最終報告書の閲覧

	レポートのバージョンを理解する
	コストと使用状況レポートの配信タイムライン
	コストと使用状況レポートの新規バージョンの作成
	以前のコストと使用状況レポートの上書き
	Athena の仕様
	AWS CloudFormation の仕様

	コストと使用状況レポートのマニフェストファイル
	コストと使用状況レポートの新規バージョンの作成
	以前のコストと使用状況レポートの上書き
	Amazon Redshift の仕様
	Amazon Athena の仕様


	コストと使用状況レポートの設定の編集
	のコストと使用状況レポートの使用AWS Organizations
	メンバーアカウントでのコストと使用状況レポートの管理
	管理アカウントでのコストと使用状況レポートの管理


	Amazon Athena を使用したコストと使用状況レポートのクエリ
	AWS CloudFormation テンプレートを使用した Athena のセットアップ
	Athena の手動セットアップ
	Athena テーブルの作成
	コストと使用状況レポートのステータステーブルの作成
	レポートパーティションのアップロード

	Amazon Athena クエリの実行
	列名

	他のリソースへのレポートデータのロード
	Amazon へのレポートデータのロード QuickSight
	Amazon Redshift へのレポートデータのロード


	課金コンダクタープロフォーム請求データを使用したコストおよび使用状況レポートの設定
	Billing Conductor の違いについてAWSCUR と標準AWSCUR
	請求グループの見積もりコストと使用状況レポートを作成する

	データディクショナリ
	Identity の詳細
	identity/LineItemId
	identity/TimeInterval

	請求の詳細
	B
	bill/BillingEntity
	bill/BillingPeriodEndDate
	bill/BillingPeriodStartDate
	bill/BillType

	I
	bill/InvoiceId
	bill/InvoicingEntity

	P
	bill/PayerAccountId


	明細項目の詳細
	A
	lineItem/AvailabilityZone

	B
	lineItem/BlendedCost
	lineItem/BlendedRate

	C
	lineItem/CurrencyCode

	L
	lineItem/LegalEntity
	lineItem/LineItemDescription
	lineItem/LineItemType

	N
	lineItem/NetUnblendedCost
	lineItem/NetUnblendedRate
	lineItem/NormalizationFactor
	lineItem/NormalizedUsageAmount

	O
	lineItem/Operation

	P
	lineItem/ProductCode

	R
	lineItem/ResourceId

	T
	lineItem/TaxType

	U
	lineItem/UnblendedCost
	lineItem/UnblendedRate
	lineItem/UsageAccountId
	lineItem/UsageAmount
	lineItem/UsageEndDate
	lineItem/UsageStartDate
	lineItem/UsageType


	予約の詳細
	A
	reservation/AmortizedUpfrontCostForUsage
	reservation/AmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
	reservation/AvailabilityZone

	E
	reservation/EffectiveCost
	reservation/EndTime

	M
	reservation/ModificationStatus

	N
	reservation/NetAmortizedUpfrontCostForUsage
	reservation/NetAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
	reservation/NetEffectiveCost
	reservation/NetRecurringFeeForUsage
	reservation/NetUnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
	reservation/NetUnusedRecurringFee
	reservation/NetUpfrontValue
	reservation/NormalizedUnitsPerReservation
	reservation/NumberOfReservations

	R
	reservation/RecurringFeeForUsage
	reservation/ReservationARN

	S
	reservation/StartTime
	reservation/SubscriptionId

	T
	reservation/TotalReservedNormalizedUnits
	reservation/TotalReservedUnits

	U
	reservation/UnitsPerReservation
	reservation/UnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod
	reservation/UnusedNormalizedUnitQuantity
	reservation/UnusedQuantity
	reservation/UnusedRecurringFee
	reservation/UpfrontValue


	料金詳細
	L
	pricing/LeaseContractLength

	P
	pricing/publicOnDemandCost
	pricing/publicOnDemandRate
	pricing/PurchaseOption

	R
	pricing/RateCode
	pricing/RateId

	T
	pricing/term

	U
	pricing/unit


	製品の詳細
	A
	product/availability

	C
	product/capacitystatus
	product/clockspeed

	D
	product/databaseedition
	product/dataTransfer
	product/dedicatedEbsThroughput
	product/deploymentoption
	product/description
	product/directconnectlocation
	product/directorysize
	product/directorytype
	product/directorytypedescription
	product/disableactivationconfirmationemail
	product/durability

	E
	product/ebsOptimized
	product/ecu
	product/endpointtype
	product/enhancedNetworkingSupported

	F
	product/filesystemtype
	product/freeUsageIncluded
	product/fromLocation
	product/fromRegionCode
	product/fromLocationType

	G
	product/gpu
	product/gpuMemory
	product/group
	product/groupdescription

	I
	product/instance
	product/instanceFamily
	product/instanceType
	product/instanceTypeFamily
	product/integratingApi
	product/integratingService
	product/intelAvxAvailable
	product/intelAvx2Available
	product/intelTurboAvailable

	L
	product/licenseModel
	product/location
	product/locationType
	product/logsDestination

	M
	product/maxIopsBurstPerformance
	product/maxIopsvolume
	product/maxThroughputvolume
	product/memory

	N
	product/networkPerformance
	product/normalizationSizeFactor

	O
	product/OfferingClass
	product/operatingSystem
	product/operation

	P
	product/parameterType
	product/physicalCores
	product/pricingUnit
	product/primaryplaceofuse
	product/physicalProcessor
	product/processorArchitecture
	product/processorFeatures
	product/ProductFamily
	product/ProductName
	product/productSchemaDescription
	product/provisioned
	product/PurchaseOption
	product/purchaseterm

	R
	product/region
	product/regioncode
	product/replicationType
	product/resourceAssessment

	S
	product/servicecode
	product/servicename
	product/singleOrDualPass
	product/sku
	product/storage
	product/storageclass
	product/storagemedia
	product/storagetype

	T
	product/tenancy
	product/tier
	product/toLocation
	product/toLocationType
	product/toRegionCode
	product/transcodingResult
	product/trialProduct

	U
	product/upfrontCommitment
	product/usagetype

	V
	product/vcpu
	product/videoCodec
	product/videoFrameRate
	product/volumeType

	W
	product/workforceType


	リソースタグの詳細
	resourceTags/user:creator
	resourceTags/user:name
	resourceTags/user:owner
	resourceTags/user:purpose

	Savings Plans の詳細
	A
	savingsPlan/AmortizedUpfrontCommitmentForBillingPeriod

	E
	savingsPlan/EndTime

	I
	savingsPlan/InstanceTypeFamily

	N
	savingsPlan/NetAmortizedUpfrontCommitmentForBillingPeriod
	savingsPlan/NetRecurringCommitmentForBillingPeriod
	savingsPlan/NetSavingsPlanEffectiveCost

	O
	savingsPlan/OfferingType

	P
	savingsPlan/PaymentOption
	savingsPlan/PurchaseTerm

	R
	savingsPlan/RecurringCommitmentForBillingPeriod
	savingsPlan/Region

	S
	savingsPlan/SavingsPlanArn
	savingsPlan/SavingsPlanEffectiveCost
	savingsPlan/SavingsPlanRate
	savingsPlan/StartTime

	T
	savingsPlan/TotalCommitmentToDate

	U
	savingsPlan/UsedCommitment


	Cost Categoriesの 詳細
	costCategory/Project
	costCategory/Team
	costCategory/Environment

	割引の詳細
	discount/BundledDiscount
	discount/TotalDiscount

	分割明細項目詳細
	A
	splitLineItem/ActualUsage

	N
	splitLineItem/NetSplitCost
	splitLineItem/NetUnusedCost

	P
	splitLineItem/ParentResourceId
	splitLineItem/PublicOnDemandSplitCost
	splitLineItem/PublicOnDemandUnusedCost

	R
	splitLineItem/ReservedUsage

	S
	splitLineItem/SplitCost
	splitLineItem/SplitUsage
	splitLineItem/SplitUsageRatio

	U
	splitLineItem/UnusedCost



	ユースケース
	Savings Plans について
	Savings Plans 明細項目

	予約を理解する
	予約の明細項目を理解する
	前払い料金
	チューンアップ料金
	定額月額 RI 料金
	RI 割引特典
	購入リザーブドインスタンス
	インスタンスの使用に適用されるリザーブドインスタンスのメリット

	償却された予約データを理解する
	リザーブドインスタンスのインベントリ
	請求期間の償却データ
	リザーブドインスタンスの実質的なコスト

	サイズのモニタリング — Amazon EC2 のフレキシブル予約
	例

	オンデマンドキャパシティー予約のモニタリング
	キャパシティー予約の明細項目
	B
	lineItem/BlendedRate

	R
	lineItem/ResourceId

	U
	lineItem/UnblendedCost
	lineItem/UnblendedRate
	lineItem/UsageAmount
	lineItem/UsageType
	lineItem/lineitemtype = BoxUsage
	DedicatedRes
	Reservation
	UnusedBox
	UnusedDed





	データ転送料金について
	AWSリージョン内のデータ転送
	AWSリージョン間のデータ転送
	インターネットへのデータ転送
	AWS Direct Connectトラフィック
	S3 Transfer Acceleration
	CloudFront トラフィック

	分割コスト配分データの理解
	分割コスト配分データの有効化
	分割コスト配分データの例
	ステップ 1: CPU とメモリの単価を計算する
	ステップ 2: 割り当てられた容量とインスタンスの未使用容量を計算する
	ステップ 3: 分割使用率を計算する
	ステップ 4: 分割コストと未使用コストを計算する
	サンプルAWS CUR



	レガシーレポート
	請求明細レポート
	請求明細レポートからコストと使用状況レポートへの移行
	コストと使用状況レポート (AWS CUR) のメリットの比較
	包括予約情報
	オンデマンド料金の利用可能性
	割引額の詳細な内訳
	大規模な自動データ取り込み
	製品間統合

	請求明細レポートとコストと使用状況レポートの主な違い
	ファイル構造
	列の構造

	アドバンスト料金タイプのレポート
	Refunds
	クレジット
	Taxes
	予約関連の前払いコストの確認
	予約関連の月額料金の確認
	リザーブドインスタンスのメリットを受けたインスタンスを確認する


	未使用予約のコストの確認
	シナリオ 1: RI 使用率が 100% である場合
	シナリオ 2: RI を部分的に使用した場合
	シナリオ 3: キャパシティー予約
	シナリオ 4: サイズの柔軟な予約

	月別レポート
	毎月のコスト配分レポート
	AWS の使用状況レポート

	コストと使用状況レポートに関するトラブルシューティング
	Amazon S3 バケットにはレポートファイルはありません
	レポートデータパーティションの 1 つが空です
	コストと使用状況レポートのデータが、他のBilling and Cost Management 機能のデータと一致しない
	レポートの設定を変更したのでデータをバックフィルしたい
	Amazon S3 のレポートファイルフォルダが名前のないフォルダにあります
	レポートにリソース ID を含めるオプションを選択できない
	Amazon Athena のコストおよび使用状況レポートのクエリが Amazon Redshift で機能しない、または Amazon Redshift クエリが Amazon Athena で動作しない
	レポートに含まれる列が前月から変更されました
	レポート内の列が変更されたため、レポートに基づくクエリまたはテーブルが機能しない
	レポートを照会するのに助けが必要です
	Amazon EC2 専用ホストの請求データが見つからない
	Amazon EC2 Elastic IP アドレスの請求データがわかりません
	一括請求を利用していますが、非混合料金と混合料金や費用の違いがわかりません
	レポートの一部の品目には、ブレンドレートまたはブレンドコストが 0 のものがあります
	レポートですべての前払いリザーブドインスタンスがどのように償却されるのかわかりません

	カスタマーサポートへの問い合わせ
	セキュリティAWSコストと使用状況レポート
	クォータと制限
	コストと使用状況レポート

	AWS コストと使用状況レポートユーザーガイドのドキュメント履歴
	AWS 用語集
	

