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AWS 全般のリファレンス
AWS 全般のリファレンス は、Amazon Web Services 全体で役に立つ情報を提供します。

内容

• サービスエンドポイントとクォータ (p. 9)
• AWS リソース (p. 2)
• AWS API (p. 1124)
• AWS 用語集 (p. 1126)
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AWS リージョン の管理

AWS リソース
以下のページでは、AWS リソースの操作に役立つ情報を示します。

内容
• AWS リージョン の管理 (p. 2)

AWS リージョン の管理
AWS リージョンは地理的な領域内の AWS リソースのコレクションです。各 AWS リージョン は他のリー
ジョンから分離され、独立しています。リージョンでは耐障害性や安定性が提供され、レイテンシーを低
減することもできます。これにより、リージョンの障害の影響を受けずに利用できる冗長リソースを作成
できます。

あるリージョンで作成したリソースは、AWS のサービスで提供されるレプリケーション機能を明示的に使
用しないかぎり、他のリージョンに存在することはありません。たとえば、Amazon S3 と Amazon EC2 
はクロスリージョンのレプリケーションをサポートしています。AWS Identity and Access Management 
(IAM) などの一部のサービスには、リージョンリソースがありません。

ポリシー条件を使用して、AWS リージョン内の AWS のサービスへのアクセスを制御できます。

リソース

• リージョンの名前とコードの一覧については、こちらの表 (p. 5)を参照してください。
• 利用可能なリージョンと今後予定されているリージョンのマップについては、リージョンとアベイラビ

リティーゾーンを参照してください。
• 各リージョンでサポートされている AWS サービス (エンドポイントなし) のリストについては、AWS 

リージョンサービスリストを参照してください。

リージョンにオプトインする
アカウントにより、利用できるリージョンが決まります。

• AWS アカウント では複数のリージョンが提供されるため、要件に合った場所で AWS リソースを起動
できます。例えば、ヨーロッパの顧客に近づけるため、または法的要件を満たすために、ヨーロッパで
インスタンスを起動することができます。

• AWS GovCloud (米国西部) アカウントでは、AWS GovCloud (米国西部) リージョンおよび AWS 
GovCloud (米国東部) リージョンにアクセスできます。詳細については、「AWS GovCloud (US)」を参
照してください。

• Amazon AWS (中国) アカウントでは、北京および寧夏リージョンにのみアクセスできます。詳細につい
ては、「Amazon Web Services in China」(中国でのアマゾン ウェブ サービス) を参照してください。

2019 年 3 月 20 日よりも後に導入された次のリージョンにオプトインする必要があります。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ハイデラバード)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (メルボルン)

Version 1.0
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リージョンからオプトアウトする

• 欧州 (ミラノ)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (チューリッヒ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

リージョンをオプトインすると、そのリージョンへの IAM リソースの配信など、AWS は、そのリージョ
ンでアカウントを準備するためのアクションを実行します。ほとんどのアカウントでは、このプロセスに
数分かかりますが、数時間かかることがあります。このプロセスが完了するまでそのリージョンを使用す
ることはできません。

要件

リージョンにオプトインするには、適切な許可が必要です。IAM ポリシーの例を確認するには、IAM ユー
ザーガイドの「AWS リージョンの有効化と無効化の許可」を参照してください。

リージョンにオプトインするには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. コンソールの右上のアカウント名またはアカウント番号を選択してから [アカウント] を選択します。
3. [AWS リージョン] の該当リージョンの [アクション] 列で、[有効にする] を選択します。

Tip

[ステータス] 列に [デフォルトで有効] と表示されている場合、リージョンにオプトインする
必要はありません。

4. ダイアログボックスの情報テキストを確認し、[リージョンの有効化] を選択します。
5. リージョンが使用できるようになるまで待ちます。

リージョンからオプトアウトする
次のリージョンのいずれかにオプトインした場合、必要に応じてそのリージョンからオプトアウトできま
す。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ハイデラバード)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (メルボルン)
• 欧州 (ミラノ)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (チューリッヒ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

リージョンをオプトアウトすると、そのリージョンのリソースは結果整合性に基づいて利用不可となりま
す。ただし、リソースは削除されません。必要に応じて、このリージョンに再度オプトインできます。

要件

• デフォルトでオンになっているリージョンをオプトアウトすることはできません。

Version 1.0
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AWS CLI を使用するリージョンの記述

• リージョンからオプトアウトするには、リージョンからオプトアウトするための許可が必要です。IAM 
ポリシーの例を確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS リージョンの有効化と無効化の許可」を参
照してください。

• リージョンをオプトアウトする前に、そのリージョンからすべてのリソースを削除することをお勧めし
ます。リージョンをオプトアウトすると、AWS マネジメントコンソールまたは IAM プリンシパルを使
用する AWS API を通じて、そのアカウントから、リージョンのリソースを表示または管理することは
できなくなります。ただし、そのリージョンのリソースに対して引き続き料金が発生することがありま
す。詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの「リージョンの有効化と無
効化」を参照してください。

リージョンからオプトアウトするには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. コンソールの右上のアカウント名またはアカウント番号を選択してから [アカウント] を選択します。
3. [AWS リージョン] の該当リージョンの [アクション] 列で、[無効にする] を選択します。
4. ダイアログボックスの情報テキストを確認し、[リージョンを無効にする] を選択します。

AWS CLI を使用するリージョンの記述
describe-regions コマンドを実行して、アカウントで利用可能なリージョンを記述し、オプトインステー
タスを表示します。

aws ec2 describe-regions --all-regions

リージョンにオプトインする必要がない場合、出力には次が含まれます。

"OptInStatus": "opt-in-not-required"

リージョンにオプトインしていない場合、出力には次が含まれます。

"OptInStatus": "not-opted-in"

リージョンにオプトインすると、出力には次が含まれます。

"OptInStatus": "opted-in"

Version 1.0
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AWS サービスエンドポイント

サービスエンドポイントとクォータ
とは

次のページでは、エンドポイントとクォータに関する情報を提供します。

内容
• AWS サービスエンドポイント (p. 5)
• AWS サービスクォータ (p. 8)
• サービスエンドポイントとクォータ (p. 9)

AWS サービスエンドポイント
AWS のサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。エンドポイントは、AWS 
ウェブサービスのエントリポイントの URL です。AWS SDK と AWS Command Line Interface (AWS CLI) 
では、AWS リージョンで各サービスのデフォルトのエンドポイントを自動的に使用します。ただし、API 
リクエストの代替エンドポイントを指定できます。

サービスでリージョンがサポートされている場合、各リージョンのリソースは他のリージョンの類似した
リソースから独立しています。たとえば、1 つのリージョンで Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon 
SQS キューを作成できます。この場合、そのインスタンスまたはキューは、他のすべてのリージョンのイ
ンスタンスまたはキューから独立しています。

目次
• リージョンエンドポイント (p. 5)
• グローバルエンドポイント (p. 7)
• サービスエンドポイントの表示 (p. 7)
• FIPS エンドポイント (p. 7)
• デュアルスタックエンドポイント (p. 8)
• 詳細 (p. 8)

リージョンエンドポイント
ほとんどの Amazon Web Services では、リクエストの実行に使用できるリージョンのエンドポイントを
提供しています。リージョンエンドポイントの一般的な構文は次のとおりです。

protocol://service-code.region-code.amazonaws.com

たとえば、https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com は米国西部 (オレゴン) リージョンの 
Amazon DynamoDB サービスのエンドポイントです。

次の表は、各リージョンの名前とコードの一覧です。

名前 コード

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
リージョンエンドポイント

名前 コード

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (ハイデラバード) ap-south-2

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3

アジアパシフィック (メルボルン) ap-southeast-4

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

カナダ (中部) ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

ヨーロッパ (アイルランド) eu-west-1

ヨーロッパ (ロンドン) eu-west-2

ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (スペイン) eu-south-2

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

欧州 (チューリッヒ) eu-central-2

中東 (バーレーン) me-south-1

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

AWS GovCloud (米国東部) us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国西部) us-gov-west-1

一般的なエンドポイント

以下のサービスはリージョンのエンドポイントをサポートしますが、リージョンを含まない一般的なエン
ドポイントもサポートします。一般的なエンドポイントを使用する場合、AWS は、API コールのデフォル
トリージョンである米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) に API リクエストをルーティングします。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
グローバルエンドポイント

• Amazon EC2 – ec2.amazonaws.com
• Amazon EC2 Auto Scaling – autoscaling.amazonaws.com
• Amazon EMR – elasticmapreduce.amazonaws.com

グローバルエンドポイント
グローバルサービスではリージョンがサポートされていません。以下のサービスには、それぞれ 1 つずつ
グローバルエンドポイントがあります。

• Amazon CloudFront
• AWS Global Accelerator
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Network Manager
• AWS Organizations
• Amazon Route 53
• AWS Shield Advanced
• AWS WAF Classic

サービスエンドポイントの表示
次のオプションを使用して、AWS のサービスエンドポイントを表示できます。

• サービスエンドポイントとクォータ (p. 9) を開いて、サービス名を検索し、リンクをクリックして
そのサービスのページを開きます。ページを切り替えずにドキュメントに記載されているすべての AWS 
のサービスのサポート対象エンドポイントを確認するには、PDF の「サービスエンドポイントとクォー
タ」ページにある情報を表示してください。

• SDK for Java を使用してサービス可用性をプログラム的に確認するには、AWS SDK for Java デベロッ
パーガイドの「AWS リージョンでのサービス可用性の確認」を参照してください。

• Systems Manager を使用してリージョンとサービス情報をプログラム的に確認するには、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの「AWS のサービス、リージョン、エンドポイントパブリックパ
ラメータの呼び出し」を参照してください。パブリックパラメータを使用する方法については、AWS 
Systems Manager パラメータストアを使用した AWS リージョン、エンドポイントなどのクエリを参照
してください。

• 各リージョンでサポートされている AWS のサービス (エンドポイントなし) を表示するには、リージョ
ン表を参照してください。

FIPS エンドポイント
AWS サービスによっては、連邦情報処理規格 (FIPS、Federal Information Processing Standard) 140-2 を
サポートするエンドポイントを地域によっては提供しています。標準の AWS エンドポイントとは異な
り、FIPS エンドポイントでは FIPS 140-2 に準拠した TLS ソフトウェアライブラリを使用しています。こ
のエンドポイントは、米国政府とやり取りをする企業で必要とされる場合があります。

AWS オペレーションを呼び出すときに FIPS エンドポイントを指定するには、呼び出しに使用している
ツールが提供するメカニズムを使用します。たとえば、AWS SDK は FIPS エンドポイントを使用できる
ようにするための次のメカニズムを提供しています。

• AWS_USE_FIPS_ENDPOINT 環境変数を true に設定
• use_fips_endpoint=true を ~/.aws/config ファイルに追加
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
デュアルスタックエンドポイント

AWS Command Line Interface はこれらのメカニズムをサポートしており、--endpoint-url オプション
も提供しています。次の例では、--endpoint-url を使用して米国西部 (オレゴン) リージョンで AWS 
Key Management Service (AWS KMS) のFIPS エンドポイントを指定します。

aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

FIPS エンドポイントのリストについては、「サービス別の FIPS エンドポイント」を参照してください。

FIPS エンドポイントの TLS の最小バージョン
FIPS エンドポイントの場合、最小要件は TLS 1.2 です。AWS は 2021 年 3 月 31 日をもって、すべての
リージョンのすべての FIPS エンドポイントで TLS 1.0 と TLS 1.1 を使用する機能を無効にしました。
この変更によってアプリケーションが影響を受けたかどうかを判断する方法については、「この AWS セ
キュリティブログ記事」を参照してください。

デュアルスタックエンドポイント
AWS のサービス によっては、IPv4 または IPv6 リクエストを使用してアクセスできるように、デュアル
スタックエンドポイントを提供しています。

デュアルスタックエンドポイントの一般的な構文は、次のとおりです。

protocol://service-code.region-code.api.aws

例えば、https://ec2.us-west-2.api.aws は米国西部 (オレゴン) リージョンの Amazon EC2 のデュ
アルスタックエンドポイントです。

デュアルスタックのエンドポイントにリクエストを送信するには、ツールまたは AWS SDK が提供するメ
カニズムを使用してエンドポイントを指定する必要があります。たとえば、AWS CLI は --endpoint-
url オプションを提供します。次の例では、--endpoint-url を使用して米国西部 (オレゴン) リージョ
ンで Amazon EC2 のデュアルスタックエンドポイントを指定します。

aws ec2 describe-regions --endpoint-url https://ec2.us-west-2.api.aws

デュアルスタックエンドポイントをサポートするサービスの一覧については、「IPv6 をサポートする 
AWS のサービス」を参照してください。

詳細
エンドポイントの情報は、以下のソースで確認できます。

• デフォルトで無効になっているリージョンの有効化については、AWS リージョン の管理 (p. 2) を参照
してください。

• 中国リージョンで利用できる AWS のサービスとエンドポイントの詳細については、「中国 (北京) リー
ジョンのエンドポイント」および「中国 (寧夏) リージョンのエンドポイント」を参照してください。

AWS サービスクォータ
AWS アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) が
あります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについ
ては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
サービスエンドポイントとクォータ

Service Quotas は、多くの AWS のサービスクォータを 1 か所から管理できるようにする AWS のサービ
スです。クォータ値を確認できるだけでなく、Service Quotas コンソールからクォータの引き上げをリク
エストすることもできます。

AWS Support は、リクエストを承認、拒否、または部分的に承認する場合があります。

サービスクォータを表示するには

サービスクォータは、次のオプションを使用して表示できます。

• ドキュメントの サービスエンドポイントとクォータ (p. 9) ページを開いて、サービス名を検索し、
リンクをクリックしてそのサービスのページに移動します。ページを切り替えずにドキュメントに記載
されているすべての AWS のサービスに対するサービスクォータを確認するには、PDF の「サービスエ
ンドポイントとクォータ」ページにある情報を表示してください。

• Service Quotas コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択し、サービ
スを選択します。

• list-service-quotas コマンドと list-aws-default-service-quotas AWS CLI コマンドを使用します。

クォータの引き上げをリクエストするには

以下のオプションの 1 つを使用して、Service Quotas でクォータの引き上げをリクエストできます。引き
上げはすぐには付与されません。引き上げが有効になるまでに数日かかる場合があります。

• Service Quotas コンソール を開きます。ナビゲーションペインで、[AWS services] (AWS のサービス) 
を選択します。サービスとクォータを選択し、指示に従ってクォータの引き上げをリクエストします。
詳細については、Service Quotas ユーザーガイドの Requesting a Quota Increase を参照してくださ
い。

• request-service-quota-increase AWS CLI コマンドを使用します。

Service Quotas でサービスがまだ利用可能になっていない場合は、AWS Support Center Console を使用
してサービス制限の引き上げケースを作成します。サービスが Service Quotas で利用できる場合は、サ
ポートケースを作成する代わりに Service Quotas を使用することを強くお勧めします。

サービスエンドポイントとクォータ
以下のページでは、AWS のサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを説明していま
す。AWS のサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

次のいずれかのリンクをクリックして、そのサービスのページに移動します。ページを切り替えずにド
キュメントに記載されているすべての AWS のサービスクォータを確認するには、PDF の「サービスエン
ドポイントとクォータ」ページにある情報を表示してください。

サービス
• Alexa for Business エンドポイントとクォータ (p. 15)
• AWS Amplify エンドポイントとクォータ (p. 16)
• Amazon API Gateway エンドポイントとクォータ (p. 22)
• AWS AppConfig エンドポイントとクォータ (p. 29)
• AWS App Mesh エンドポイントとクォータ (p. 37)
• AWS App Runner エンドポイントとクォータ (p. 42)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
サービスエンドポイントとクォータ

• Amazon AppFlow エンドポイントとクォータ (p. 44)
• Application Auto Scaling エンドポイントとクォータ (p. 49)
• AWS Application Discovery Service エンドポイントとクォータ (p. 54)
• AWS Application Migration Service エンドポイントとクォータ (p. 56)
• Amazon AppStream 2.0 エンドポイントとクォータ (p. 59)
• AWS AppSync エンドポイントとクォータ (p. 73)
• Amazon Athena エンドポイントとクォータ (p. 78)
• AWS Audit Manager エンドポイントとクォータ (p. 82)
• Amazon Augmented AI エンドポイントとクォータ (p. 83)
• Amazon Aurora エンドポイントとクォータ (p. 85)
• AWS Auto Scaling エンドポイントとクォータ (p. 91)
• AWS Backup エンドポイントとクォータ (p. 94)
• AWS Batch エンドポイントとクォータ (p. 97)
• AWS Billing and Cost Management エンドポイントとクォータ (p. 100)
• AWS Billing Conductor エンドポイントとクォータ (p. 104)
• Amazon Braket エンドポイントとクォータ (p. 104)
• AWS BugBust エンドポイントとクォータ (p. 114)
• AWS Certificate Manager エンドポイントとクォータ (p. 114)
• AWS Private Certificate Authority エンドポイントとクォータ (p. 117)
• AWS Chatbot エンドポイントとクォータ (p. 122)
• Amazon Chime エンドポイントとクォータ (p. 122)
• Amazon Chime SDK エンドポイントとクォータ (p. 123)
• AWSClean Rooms のエンドポイントとクォータ (p. 136)
• Cloud Control API エンドポイントとクォータ (p. 140)
• AWS Cloud9 エンドポイントとクォータ (p. 143)
• Amazon Cloud Directory エンドポイントとクォータ (p. 145)
• AWS CloudFormation エンドポイントとクォータ (p. 146)
• Amazon CloudFront エンドポイントとクォータ (p. 152)
• AWS CloudHSM エンドポイントとクォータ (p. 159)
• AWS Cloud Map エンドポイントとクォータ (p. 161)
• Amazon CloudSearch エンドポイントとクォータ (p. 164)
• AWS CloudShell エンドポイントとクォータ (p. 166)
• Amazon CodeCatalyst エンドポイントとクォータ (p. 168)
• AWS CloudTrail エンドポイントとクォータ (p. 168)
• Amazon CloudWatch エンドポイントとクォータ (p. 172)
• Amazon CloudWatch Application Insights エンドポイントとクォータ (p. 179)
• Amazon CloudWatch Events エンドポイントとクォータ (p. 181)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor のエンドポイントおよびクォータ (p. 186)
• Amazon CloudWatch Logs エンドポイントとクォータ (p. 187)
• Amazon CloudWatch Observability Access Manager のエンドポイントとクォータ (p. 194)
• Amazon CloudWatch Synthetics エンドポイントとクォータ (p. 196)
• AWS CodeArtifact エンドポイントとクォータ (p. 199)
• AWS CodeBuild エンドポイントとクォータ (p. 201)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
サービスエンドポイントとクォータ

• AWS CodeCommit エンドポイントとクォータ (p. 204)
• AWS CodeDeploy エンドポイントとクォータ (p. 207)
• Amazon CodeGuru Profiler エンドポイントとクォータ (p. 212)
• Amazon CodeGuru Reviewer エンドポイントとクォータ (p. 213)
• AWS CodePipeline エンドポイントとクォータ (p. 214)
• AWS CodeStar エンドポイントとクォータ (p. 218)
• AWS CodeStar Connections のエンドポイントとクォータ (p. 220)
• AWS CodeStar Notifications エンドポイントとクォータ (p. 221)
• Amazon Cognito Identity エンドポイントとクォータ (p. 223)
• Amazon Cognito Sync エンドポイントとクォータ (p. 234)
• Amazon Comprehend エンドポイントとクォータ (p. 235)
• Amazon Comprehend Medical エンドポイントとクォータ (p. 244)
• AWS Compute Optimizer エンドポイントとクォータ (p. 248)
• AWS Config エンドポイントとクォータ (p. 250)
• Amazon Connect エンドポイントとクォータ (p. 254)
• AWS Data Exchange エンドポイントとクォータ (p. 274)
• Amazon Data Lifecycle Manager エンドポイントとクォータ (p. 279)
• AWS Data Pipeline エンドポイントとクォータ (p. 281)
• AWS DataSync エンドポイントとクォータ (p. 283)
• AWS Database Migration Service エンドポイントとクォータ (p. 285)
• AWS DeepLens エンドポイントとクォータ (p. 289)
• AWS DeepRacer エンドポイントとクォータ (p. 290)
• Amazon Detective エンドポイントとクォータ (p. 290)
• Amazon DevOps Guru エンドポイントとクォータ (p. 292)
• AWS Device Farm エンドポイントとクォータ (p. 294)
• AWS Direct Connect エンドポイントとクォータ (p. 295)
• AWS Directory Service エンドポイントとクォータ (p. 298)
• Amazon DocumentDB エンドポイントとクォータ (p. 301)
• Amazon DynamoDB エンドポイントとクォータ (p. 303)
• AWS Elastic Beanstalk エンドポイントとクォータ (p. 312)
• Amazon Elastic Block Store エンドポイントとクォータ (p. 316)
• ごみ箱のエンドポイントとクォータ (p. 324)
• Amazon EC2 エンドポイントとクォータ (p. 327)
• Amazon EC2 Auto Scaling エンドポイントとクォータ (p. 340)
• EC2 Image Builder エンドポイントとクォータ (p. 343)
• Amazon EC2 Instance Connect エンドポイントとクォータ (p. 347)
• Amazon ECR エンドポイントとクォータ (p. 348)
• Amazon ECR Public エンドポイントとクォータ (p. 356)
• Amazon ECS エンドポイントとクォータ (p. 359)
• Amazon Elastic Kubernetes Service エンドポイントとクォータ (p. 366)
• Amazon Elastic File System エンドポイントとクォータ (p. 370)
• Amazon Elastic Inference エンドポイントとクォータ (p. 374)
• Elastic Load Balancing エンドポイントとクォータ (p. 375)
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• Amazon Elastic Transcoder エンドポイントとクォータ (p. 379)
• AWS Elastic Disaster Recovery エンドポイントとクォータ (p. 381)
• Amazon ElastiCache エンドポイントとクォータ (p. 383)
• Amazon MemoryDB for Redis エンドポイントとクォータ (p. 387)
• Amazon EMR エンドポイントとクォータ (p. 389)
• Amazon EventBridge エンドポイントとクォータ (p. 399)
• Amazon EventBridge Pipes のエンドポイントとクォータ (p. 404)
• Amazon EventBridge スケジューラのエンドポイントとクォータ (p. 406)
• Amazon EventBridge スキーマのエンドポイントとクォータ (p. 411)
• Amazon FinSpace のクォータ (p. 412)
• AWS Fault Injection Simulator エンドポイントとクォータ (p. 414)
• AWS Firewall Manager エンドポイントとクォータ (p. 417)
• Amazon Forecast エンドポイントとクォータ (p. 422)
• Amazon Fraud Detector エンドポイントとクォータ (p. 427)
• FreeRTOS エンドポイントとクォータ (p. 429)
• Amazon FSx エンドポイントとクォータ (p. 432)
• Amazon GameLift エンドポイントとクォータ (p. 437)
• Amazon GameSparks エンドポイントとクォータ (p. 440)
• Amazon S3 Glacier エンドポイントとクォータ (p. 442)
• AWS Global Accelerator エンドポイントとクォータ (p. 445)
• AWS Glue エンドポイントとクォータ (p. 446)
• Amazon Managed Grafana エンドポイントとクォータ (p. 451)
• AWS Glue DataBrew エンドポイントとクォータ (p. 453)
• AWS Ground Station エンドポイントとクォータ (p. 456)
• Amazon GuardDuty エンドポイントとクォータ (p. 457)
• AWS Health エンドポイントとクォータ (p. 460)
• Amazon HealthLake エンドポイントとクォータ (p. 461)
• Amazon Honeycode エンドポイントとクォータ (p. 462)
• AWS Identity and Access Management エンドポイントとクォータ (p. 463)
• IAM Access Analyzer エンドポイントとクォータ (p. 467)
• AWS Identity and Access Management ロール Anywhere のエンドポイントとクォータ (p. 470)
• AWS Systems Manager Incident Manager エンドポイントとクォータ (p. 473)
• Amazon Inspector エンドポイントとクォータ (p. 480)
• Amazon Inspector Classic エンドポイントとクォータ (p. 482)
• AWS IoT 1-Click エンドポイントとクォータ (p. 484)
• AWS IoT Analytics エンドポイントとクォータ (p. 488)
• AWS IoT Core エンドポイントとクォータ (p. 490)
• AWS IoT Device Defender エンドポイントとクォータ (p. 545)
• AWS IoT Device Management エンドポイントとクォータ (p. 555)
• AWS IoT Events エンドポイントとクォータ (p. 581)
• AWS IoT FleetWise エンドポイントとクォータ (p. 586)
• AWS IoT Wireless エンドポイントとクォータ (p. 587)
• AWS IoT Greengrass V1 エンドポイントとクォータ (p. 601)
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• AWS IoT Greengrass V2 エンドポイントとクォータ (p. 607)
• AWS IoT RoboRunner エンドポイントとクォータ (p. 614)
• AWS IoT SiteWise エンドポイントとクォータ (p. 616)
• AWS IoT TwinMaker エンドポイントとクォータ (p. 624)
• Amazon Interactive Video Service エンドポイントとクォータ (p. 626)
• Amazon Kendra エンドポイントとクォータ (p. 630)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) エンドポイントとクォータ (p. 634)
• AWS Key Management Service エンドポイントとクォータ (p. 639)
• Amazon Kinesis Data Analytics エンドポイントとクォータ (p. 651)
• Amazon Kinesis Data Firehose エンドポイントとクォータ (p. 654)
• Amazon Kinesis Data Streams エンドポイントとクォータ (p. 658)
• Amazon Kinesis Video Streams エンドポイントとクォータ (p. 661)
• AWS Lake Formation エンドポイントとクォータ (p. 671)
• AWS Lambda エンドポイントとクォータ (p. 674)
• AWS Launch Wizard エンドポイントとクォータ (p. 679)
• Amazon Lex エンドポイントとクォータ (p. 681)
• AWS License Manager エンドポイントとクォータ (p. 686)
• Amazon Lightsail エンドポイントとクォータ (p. 694)
• Amazon Location Service エンドポイントとクォータ (p. 698)
• Amazon Lookout for Equipment エンドポイントとクォータ (p. 706)
• Amazon Lookout for Metrics エンドポイントとクォータ (p. 709)
• Amazon Lookout for Vision エンドポイントとクォータ (p. 715)
• Amazon Macie エンドポイントとクォータ (p. 717)
• AWS Mainframe Modernization エンドポイントとクォータ (p. 722)
• Amazon Machine Learning エンドポイントとクォータ (p. 724)
• Amazon Managed Blockchain エンドポイントとクォータ (p. 725)
• AWS Managed Services エンドポイントとクォータ (p. 727)
• AWS Management Console エンドポイントとクォータ (p. 727)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow エンドポイントとクオータ (p. 729)
• AWS Marketplace エンドポイントとクォータ (p. 731)
• Amazon Mechanical Turk エンドポイントとクォータ (p. 734)
• Apache Kafka 用 Amazon Managed Streaming エンドポイントとクォータ (p. 735)
• Amazon MSK Connect エンドポイントとクォータ (p. 738)
• AWS Elemental MediaConnect エンドポイントとクォータ (p. 739)
• AWS Elemental MediaConvert エンドポイントとクォータ (p. 741)
• AWS Elemental MediaLive エンドポイントとクォータ (p. 744)
• AWS Elemental MediaPackage エンドポイントとクォータ (p. 746)
• AWS Elemental MediaStore エンドポイントとクォータ (p. 751)
• AWS Elemental MediaTailor エンドポイントとクォータ (p. 753)
• AWS Migration Hub エンドポイントとクォータ (p. 756)
• Migration Hub Orchestrator のエンドポイントとクォータ (p. 757)
• AWS Migration Hub Refactor Spaces エンドポイントとクォータ (p. 758)
• Migration Hub Strategy Recommendations エンドポイントとクォータ (p. 760)
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• Amazon Monitron エンドポイントとクォータ (p. 761)
• Amazon MQ エンドポイントとクォータ (p. 762)
• Amazon Neptune エンドポイントとクォータ (p. 766)
• AWS Network Firewall エンドポイントとクォータ (p. 768)
• AWS Network Manager エンドポイントとクォータ (p. 771)
• Amazon Nimble Studio のエンドポイントとクォータ (p. 774)
• Amazon Omics の Service Quotas とエンドポイント (p. 775)
• Amazon OpenSearch Service エンドポイントとクォータ (p. 778)
• AWS OpsWorks エンドポイントとクォータ (p. 783)
• AWS Organizations エンドポイントとクォータ (p. 787)
• AWS Outposts エンドポイントとクォータ (p. 791)
• AWS Panorama エンドポイントとクォータ (p. 795)
• Amazon Personalize エンドポイントとクォータ (p. 798)
• Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ (p. 806)
• Amazon Polly エンドポイントとクォータ (p. 818)
• Amazon Managed Service for Prometheus エンドポイントとクォータ (p. 822)
• AWS Proton エンドポイントとクォータ (p. 826)
• Amazon QLDB エンドポイントとクォータ (p. 827)
• Amazon QuickSight エンドポイントとクォータ (p. 830)
• AWS Resource Access Manager エンドポイントとクォータ (p. 833)
• Amazon Redshift エンドポイントとクォータ (p. 836)
• Amazon Rekognition エンドポイントとクォータ (p. 843)
• Amazon Relational Database Service エンドポイントとクォータ (p. 852)
• AWS Resilience Hub エンドポイントとクォータ (p. 859)
• AWS Resource Explorer (p. 862)
• AWS Resource Groups とタグ付けのエンドポイントとクォータ (p. 864)
• AWS RoboMaker エンドポイントとクォータ (p. 870)
• AWS での Red Hat OpenShift サービス エンドポイントとクォータ (p. 873)
• Amazon Route 53 エンドポイントとクォータ (p. 876)
• Amazon Route 53 Application Recovery Controller のエンドポイントとクォータ (p. 883)
• Amazon SageMaker エンドポイントとクォータ (p. 886)
• AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ (p. 943)
• Amazon Security Lake エンドポイント (p. 947)
• AWS Security Hub エンドポイントとクォータ (p. 948)
• AWS Security Token Service エンドポイントとクォータ (p. 951)
• AWS Server Migration Service エンドポイントとクォータ (p. 953)
• Service Quotas エンドポイントとクォータ (p. 955)
• AWS Serverless Application Repository エンドポイントとクォータ (p. 960)
• Service Catalog のエンドポイントとクォータ (p. 962)
• AWS Shield Advanced エンドポイントとクォータ (p. 966)
• Amazon Simple Email Service エンドポイントとクォータ (p. 968)
• AWS Signer エンドポイントとクォータ (p. 973)
• AWS サインインのエンドポイントとクォータ (p. 977)
• AWS SimSpace Weaver エンドポイントとクォータ (p. 980)
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• Amazon Simple Notification Service エンドポイントとクォータ (p. 982)
• Amazon Simple Queue Service エンドポイントとクォータ (p. 990)
• Amazon Simple Storage Service エンドポイントとクォータ (p. 996)
• Amazon Simple Workflow Service エンドポイントとクォータ (p. 1021)
• Amazon SimpleDB エンドポイントとクォータ (p. 1031)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) エンドポイントとクォータ (p. 1032)
• AWS Snow Family エンドポイントとクォータ (p. 1037)
• AWS Step Functions エンドポイントとクォータ (p. 1039)
• AWS Storage Gateway エンドポイントとクォータ (p. 1050)
• AWS Support エンドポイントとクォータ (p. 1054)
• AWS Systems Manager エンドポイントとクォータ (p. 1057)
• SAP エンドポイントの AWS Systems Manager とクォータ (p. 1068)
• Amazon Textract エンドポイントとクォータ (p. 1070)
• Amazon Timestream エンドポイントとクォータ (p. 1073)
• Amazon Transcribe エンドポイントとクォータ (p. 1076)
• AWS Transfer Family エンドポイントとクォータ (p. 1086)
• Amazon Translate エンドポイントとクォータ (p. 1090)
• AWS ユーザー通知のエンドポイントとクォータ (p. 1092)
• Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントとクォータ (p. 1093)
• Amazon VPC Lattice のエンドポイントとクォータ (p. 1097)
• AWS WAF エンドポイントとクォータ (p. 1099)
• AWS WAF Classic エンドポイントとクォータ (p. 1106)
• AWS Well-Architected Tool エンドポイントとクォータ (p. 1110)
• Amazon WorkDocs エンドポイントとクォータ (p. 1113)
• Amazon WorkMail エンドポイントとクォータ (p. 1114)
• WorkSpaces のエンドポイントとクォータ (p. 1115)
• Amazon WorkSpaces Web エンドポイントとクォータ (p. 1118)
• AWS X-Ray エンドポイントとクォータ (p. 1120)

Alexa for Business エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 a4b.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アドレス帳 サポートされている
各リージョン: 25

はい アドレス帳の最大数。

アカウントあたりの連絡先 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントあたりの連絡先
の最大数。

アドレス帳あたりの連絡先 サポートされている
各リージョン: 100

はい アドレス帳あたりの連絡先
の最大数。

カンファレンスのアプライアンスの数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい カンファレンスのアプライ
アンスの最大数。

デバイスの数 サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい デバイスの最大数。

ルームあたりのデバイス数 サポートされている
各リージョン: 10

はい ルームあたりのデバイスの
最大数。

ゲートウェイの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい ゲートウェイの最大数。

プロファイルの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい プロファイルの最大数。

ルーム数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい ルームの最大数。

スキルグループの数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい スキルグループの最大数。

スキルの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい スキルの最大数。

スキルグループあたりのスキル数 サポートされている
各リージョン: 25

はい スキルグループあたりのス
キルの最大数。

ユーザー数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい ユーザーの最大数。

AWS Amplify エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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エンドポイントを増幅する

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 amplify.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 amplify.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 amplify.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 amplify.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 amplify.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 amplify.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

amplify.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

amplify.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 amplify.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 amplify.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 amplify.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 amplify.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 amplify.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

amplify.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 amplify.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Amplify Studio (バックエンド) エンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Amplify Studio (UI Builder) エンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amplify

Amplify サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アプリケーション サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで AWS Amplify コ
ンソールで作成できるアプ
リケーションの最大数。

アプリケーションごとのブランチ サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるア
プリケーションごとのブラ
ンチの最大数

アーティファクトサイズの構築 サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

アプリケーションビルド
アーティファクトの最大サ
イズ (GB 単位)。ビルドアー
ティファクトは、ビルド後
に AWS Amplify コンソー
ルによってデプロイされま
す。

キャッシュアーティファクトのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

キャッシュアーティファク
トの最大サイズ (GB 単位)。

同時ジョブ サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる同
時ジョブの最大数。

アプリケーションごとのドメイン サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるア
プリケーションごとのドメ
インの最大数

環境キャッシュアーティファクトのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

環境キャッシュアーティ
ファクトの最大サイズ (GB 
単位)。

手動デプロイの ZIP ファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

手動デプロイ ZIP ファイル
の最大サイズ (GB 単位)。

1 時間あたりのアプリ作成の最大数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 時間あたりに 
AWS Amplify コンソールで
作成できるアプリケーショ
ンの最大数。

ドメインごとのサブドメイン サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで作成できる、ド
メインごとのサブドメイン
の最大数。

アプリケーションごとのウェブフック サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるア
プリケーションごとのウェ
ブフックの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

Amplify Studio (UI Builder) サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コンポーネントサイズ サポートされている
各リージョン: 350 
KB

いい
え

コンポーネントのの最大サ
イズ (KB)。

アプリごとのコンポーネント サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Amplify アプリごとに現在の
リージョンに作成できるコ
ンポーネントの最大数。

フォームサイズ サポートされている
各リージョン: 350 
KB

いい
え

フォームの最大サイズ 
(KB)。

アプリケーションあたりのフォーム サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンで作成で
きる Amplify アプリあたり
のフォームの最大数。

テーマのサイズ サポートされている
各リージョン: 350 
KB

いい
え

テーマの最大サイズ (KB)。

アプリごとのテーマ サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンで作成で
きる Amplify アプリあたり
のテーマの最大数。

ビューサイズ サポートされている
各リージョン: 350 
KB

いい
え

ビューの最大サイズ (KB)。

アプリごとのビュー サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンで作成で
きる Amplify アプリあたり
のビューの最大数。

Amazon API Gateway エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon API Gateway には API Gateway コントロールプレーン (API を作成して管理する) と API 
Gateway データプレーン (デプロイされた API を呼び出す) が含まれます。

Route 53 ホストゾーン ID 列には、API Gateway のリージョンエンドポイントの Route 53 ホストゾーン 
ID が表示されます。Route 53 ホストゾーン ID は、execute-api (API 実行用 API Gateway コンポーネ
ントサービス) ドメインで使用することを目的としています。エッジに最適化されたエンドポイントの場
合、Route 53 ホストゾーン ID はすべてのリージョンで Z2FDTNDATAQYW2 です。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

Amazon API Gateway コントロールプレーン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 apigateway.us-east-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 apigateway.us-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 apigateway.us-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 apigateway.us-west-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 apigateway.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 apigateway.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 apigateway.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 apigateway.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

apigateway.ca-central-1.amazonaws.com

apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

apigateway.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 apigateway.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 apigateway.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 apigateway.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 apigateway.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 apigateway.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 apigateway.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

apigateway.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

apigateway.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

apigateway.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 apigateway.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Version 1.0
24



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

Amazon API Gateway データプレーン

リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

米国東部 
(オハイ
オ)

us-east-2 execute-api.us-east-2.amazonaws.com HTTPS ZOJJZC49E0EPZ

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 execute-api.us-east-1.amazonaws.com HTTPS Z1UJRXOUMOOFQ8

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 execute-api.us-west-1.amazonaws.com HTTPS Z2MUQ32089INYE

米国西部 
(オレゴ
ン)

us-west-2 execute-api.us-west-2.amazonaws.com HTTPS Z2OJLYMUO9EFXC

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-
south-1

execute-api.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Z2DHW2332DAMTN

アジアパ
シフィッ
ク (香港)

ap-east-1 execute-api.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS Z3FD1VL90ND7K5

アジアパ
シフィッ
ク (ムン
バイ)

ap-
south-1

execute-api.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Z3VO1THU9YC4UR

アジアパ
シフィッ
ク (ソウ
ル)

ap-
northeast-2

execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS Z20JF4UZKIW1U8

アジアパ
シフィッ
ク (シン
ガポール)

ap-
southeast-1

execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS ZL327KTPIQFUL

アジアパ
シフィッ
ク (シド
ニー)

ap-
southeast-2

execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS Z2RPCDW04V8134

アジアパ
シフィッ
ク (東京)

ap-
northeast-1

execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Z1YSHQZHG15GKL

カナダ 
(中部)

ca-
central-1

execute-api.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS Z19DQILCV0OWEC
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

欧州 (フ
ランクフ
ルト)

eu-
central-1

execute-api.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS Z1U9ULNL0V5AJ3

欧州 (ア
イルラン
ド)

eu-
west-1

execute-api.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS ZLY8HYME6SFDD

欧州 (ロ
ンドン)

eu-
west-2

execute-api.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS ZJ5UAJN8Y3Z2Q

ヨーロッ
パ (ミラ
ノ)

eu-
south-1

execute-api.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Z3BT4WSQ9TDYZV

欧州 (パ
リ)

eu-
west-3

execute-api.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Z3KY65QIEKYHQQ

欧州 (ス
ペイン)

eu-
south-2

execute-api.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS Z02499852UI5HEQ5JVWX3

欧州 (ス
トックホ
ルム)

eu-
north-1

execute-api.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Z3UWIKFBOOGXPP

中東 
(バーレー
ン)

me-
south-1

execute-api.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Z20ZBPC0SS8806

中東 (ア
ラブ首長
国連邦)

me-
central-1

execute-api.me-central-1.amazonaws.com HTTPS Z08780021BKYYY8U0YHTV

南米 (サ
ンパウロ)

sa-east-1 execute-api.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS ZCMLWB8V5SYIT

AWS 
GovCloud 
(米国東
部)

us-gov-
east-1

execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS Z3SE9ATJYCRCZJ

AWS 
GovCloud 
(米国西
部)

us-gov-
west-1

execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS Z1K6XKP9SAGWDV

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API Payload Size サポートされている
各リージョン10 MB

いい
え

WebSocket API 以外の最大
ペイロードサイズ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

名前 デフォルト 調整
可能

説明

使用量プランの API ステージのスロットリ
ング

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで使用量プラン
に作成可能な API ステージ
のスロットリング設定の最
大数。

API キー サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる 
API キーの最大数。

AWS Lambda オーソライザー結果サイズ サポートされている
各リージョン: 8 キ
ロバイト

いい
え

AWS Lambda オーソライ
ザー結果の最大サイズ。

クライアント証明書 サポートされている
各リージョン: 60

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに関連付けられる
証明書の最大数。

WebSocket API の接続時間 サポートされている
各リージョン: 7,200 
秒

いい
え

WebSocket API の最大接続
時間。

カスタムドメイン名 サポートされている
各リージョン: 120

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる
カスタムドメイン名の最大
数。

エッジ API URL の長さ サポートされている
各リージョン: 8,192

いい
え

エッジ最適化 API の URL 
の長さ (文字数)。

エッジ最適化 API サポートされている
各リージョン: 120

いい
え

現在のリージョンで、こ
のアカウントで作成できる
エッジ最適化 API の最大数

最大 API キャッシング TTL サポートされている
各リージョン: 3,600 
秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで保持できる 
API キャッシング TTL の最
大数。

キャッシュレスポンスの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 
1,048,576 バイト

いい
え

キャッシュレスポンスの最
大サイズ (バイト)

結合ヘッダーの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 
10,240 バイト

いい
え

すべてのヘッダー値を結合
した最大サイズ

マッピングテンプレートでの最大反復回数 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

マッピングテンプレートに
おける #foreach...#end ルー
プ内の反復回数の最大数

統合の最大タイムアウト (ミリ秒) サポートされてい
る各リージョン: 
29,000 ミリ秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで設定できる最
大統合タイムアウト (ミリ
秒)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
API Gateway

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リソースポリシーの最大サイズ (バイト単
位)

サポートされている
各リージョン: 8,192

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで設定できる
最大リソースポリシーサイ
ズ。

メソッドの ARN の長さ サポートされている
各リージョン: 1,600 
バイト

いい
え

認証があるメソッドの ARN 
の長さ

プライベート API サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで作成できるプ
ライベート API の最大数

リージョン API URL の長さ サポートされてい
る各リージョン: 
10,240

いい
え

リージョン API の URL の
長さ (文字数)

リージョンの API サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

現在のリージョンで、こ
のアカウントで作成できる
リージョン API の最大数

REST/WebSocket API あたりのリソース/
ルート

サポートされている
各リージョン: 300

はい REST または WebSocket 
API に含めることができる
リソース/ルートの最大数

HTTP API あたりのルート サポートされている
各リージョン: 300

はい HTTP API に含めることが
できるルートの最大数

ステージ可変キーの長さ サポートされている
各リージョン: 64

いい
え

ステージ変数内のキー長さ 
(文字数)

ステージ可変値の長さ サポートされている
各リージョン: 512

いい
え

ステージ変数内の値の長さ 
(文字数)

ステージごとのステージ変数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ステージごとのステージ変
数

API あたりのステージ数 サポートされている
各リージョン: 10

はい API に対して作成できるス
テージの最大数。

VPC リンク (V2) あたりのサブネットの数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンのこのア
カウントの V2 VPC リンク
あたりの最大サブネット数

ステージごとのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ステージあたりの最大タグ
数。

スロットリングバーストレート af-south-1: 1,250

eu-south-1: 1,250

他のサポートされて
いる各リージョン: 
5,000

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加のリクエストの最大数 
(RPS)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

スロットリングレート af-south-1: 2,500

eu-south-1: 2,500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
10,000

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで API が受信で
きる 1 秒あたりの最大リク
エスト数

使用量プラン サポートされている
各リージョン: 300

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる使
用量プランの最大数

API キーあたりの使用量プラン サポートされている
各リージョン: 10

はい API キーに関連付けること
ができる使用量プランの最
大数

VPC リンク サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる 
VPC リンクの最大数

VPC リンク (V2) サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる V2 
VPC リンクの最大数

WebSocket アイドル接続のタイムアウト サポートされている
各リージョン: 600 
秒

いい
え

WebSocket API アイドル接
続のタイムアウト。

WebSocket のフレームサイズ サポートされている
各リージョン: 32 キ
ロバイト

いい
え

WebSocket の最大フレーム
サイズ。

WebSocket メッセージペイロードサイズ サポートされている
各リージョン: 128 
KB

いい
え

WebSocket メッセージペイ
ロードの最大サイズ。

WebSocket の新しい接続バーストレート サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

アカウント (すべての 
WebSocket API 間) あた
り、リージョンあたりの
バーストキャパシティの新
しい接続数

WebSocket の新しい接続レート サポートされている
各リージョン: 500

はい 1 秒あたり、アカウント (す
べての WebSocket API 間) 
あたり、リージョンあたり
の新しい接続数

詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの Quotas in Amazon API Gateway を参照してくださ
い。

AWS AppConfig エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

AWS AppConfig は AWS Systems Manager の一機能です。他の Systems Manager 機能のエンドポイント
とクォータを表示するには、「AWS Systems Manager エンドポイントとクォータ (p. 1057)」を参照して
ください。

サービスエンドポイント
次のセクションでは、AWS AppConfig のサービスエンドポイントについて説明します。AWS AppConfig 
は、AWS AppConfig アプリケーション、環境、設定プロファイル、デプロイ戦略のセットアップと構成を
行うときは、コントロールプレーン API を使用します。AWS AppConfig は、保存されている設定を取得
するときは、AWS AppConfig Data サービスを使用してデータプレーン API を呼び出します。

トピック
• コントロールプレーンエンドポイント (p. 30)
• データプレーンエンドポイント (p. 32)

コントロールプレーンエンドポイント

次の表には、AWS AppConfig がコントロールプレーンオペレーション向けにサポートする AWS リージョ
ン固有のエンドポイントが記載されています。コントロールプレーンオペレーションは、設定データの作
成、更新、管理に使用されます。詳細については、AWS AppConfig API リファレンスの「AWS AppConfig 
オペレーション」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appconfig.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appconfig.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appconfig.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appconfig.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appconfig.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 appconfig.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 appconfig.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appconfig.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appconfig.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appconfig.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appconfig.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appconfig.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 appconfig.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 appconfig.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 appconfig.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 appconfig.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

appconfig.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

appconfig.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

appconfig.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appconfig.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

データプレーンエンドポイント

次の表には、AWS AppConfig Data がデータプレーンオペレーション向けにサポートする AWS リージョ
ン固有のエンドポイントが記載されています。データプレーンオペレーションは、設定データの取得に使
用されます。詳細については、AWS AppConfig API リファレンスの「AWS AppConfig Data オペレーショ
ン」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS AppConfig でホストされた設定スト
アの設定サイズの制限

サポートされている
各リージョン: 1,024 
キロバイト

はい AWS AppConfig でホストさ
れる設定の最大サイズ制限
は 4,096 KB (設定あたり、
バージョンあたり) です。ホ
ストされた設定ストアを使
用するための追加コストは
ありません。設定サイズを
縮小するには、不要な設定
データを削除するか、複数
の設定プロファイルで設定
データをセグメント化しま
す。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

デプロイサイズの制限 サポートされている
各リージョン: 1,024 
キロバイト

はい AWS AppConfig デプロイの
最大サイズは 4,096 KB (デ
プロイあたり) です。設定
サイズを縮小するには、不
要な設定データを削除する
か、複数の設定プロファイ
ルで設定データをセグメン
ト化します。

アプリケーションの最大数 サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS AppConfig の アプリ
ケーションは、顧客に機能
を提供するコードの論理単
位 (名前空間) です。アプリ
ケーションには、Amazon 
EC2 インスタンスで実
行されるマイクロサービ
ス、ユーザーによりイン
ストールされたモバイル
アプリケーション、およ
び Amazon API Gateway 
や AWS Lambda を使用す
るサーバーレスアプリケー
ション、または他のユー
ザーに代わって実行する任
意のシステムなどがありま
す。

アプリケーションあたりの設定プロファイ
ルの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい 設定プロファイルには、ア
プリケーションで使用され
る特定の設定データセット
に関するメタデータが含ま
れています。各アプリケー
ションごとに必要な設定プ
ロファイルの数を減らすに
は、設定プロファイルを複
数のアプリケーションに分
割します。環境あたりの同
時デプロイの最大数は 1 で
す。

デプロイ戦略の最大数 サポートされている
各リージョン: 20

はい デプロイ戦略では、特定の
アプリケーション環境内の
インスタンスの集合全体の
の設定のデプロイ方法また
はロールアウト方法を定義
します。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アプリケーションあたりの最大環境数 サポートされている
各リージョン: 20

はい 環境は、アプリケーション
に関連付けられたインスタ
ンスのグループに対応しま
す。環境の例には、ベータ
や本番などのステージや、
ウェブ、モバイル、サービ
スなどのアプリケーション
サブコンポーネントなどが
あります。

コントロールプレーンのデフォルトの制限

API 名 1 秒あたりのトランザクション 調整可能

作成* 10 いいえ

削除* 10 いいえ

Get* 100 いいえ

リスト* 10 いいえ

StartDeployment 10 いいえ

StopDeployment 10 いいえ

TagResource 20 いいえ

UntagResource 20 いいえ

更新* 10 いいえ

ValidateConfiguration 10 いいえ

データプレーンのデフォルトの制限

API 名 1 秒あたりのトランザクション 調整可能

GetConfiguration (非推奨となっ
ています)

500 いいえ

GetLatestConfiguration 1,000 はい

StartConfigurationSession 500 はい

GetLatestConfiguration または StartConfigurationSession の引き上げをリクエストするに
は、AWS Support サービス制限の引き上げケースを作成します。ユースケースで、調整不能な制限につい
て、制限を引き上げる必要がある場合は、AWS Support ケースを作成し、チケットでユースケースの詳細
を入力します。
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AWS App Mesh エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appmesh.us-east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-2.amazonaws.com

appmesh.us-east-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-2.api.aws

appmesh-envoy-management.us-
east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appmesh.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws

appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.us-
east-1.amazonaws.com

appmesh.us-east-1.api.aws

appmesh-fips.us-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appmesh.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-
west-1.amazonaws.com

appmesh.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
App Mesh

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

appmesh-fips.us-west-1.api.aws

appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appmesh.us-west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-
west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-2.amazonaws.com

appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com

appmesh.us-west-2.api.aws

appmesh-fips.us-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-2.api.aws

appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appmesh.af-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.af-
south-1.amazonaws.com

appmesh.af-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 appmesh.ap-east-1.amazonaws.com

appmesh.ap-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-3.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-3.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
App Mesh

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appmesh.ap-south-1.amazonaws.com

appmesh.ap-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-3.api.aws

appmesh.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-2.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-2.amazonaws.com

appmesh.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-1.api.aws

appmesh.ap-southeast-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-2.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-2.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-1.amazonaws.com

appmesh.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
App Mesh

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appmesh.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.ca-
central-1.api.aws

appmesh.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws

appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ca-
central-1.amazonaws.com

appmesh-fips.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appmesh.eu-central-1.amazonaws.com

appmesh.eu-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appmesh.eu-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
west-1.amazonaws.com

appmesh.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appmesh.eu-west-2.amazonaws.com

appmesh.eu-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 appmesh.eu-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
south-1.amazonaws.com

appmesh.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
App Mesh

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (パリ) eu-west-3 appmesh.eu-west-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-
west-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws

appmesh.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 appmesh.eu-north-1.amazonaws.com

appmesh.eu-north-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

appmesh.me-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.me-
south-1.amazonaws.com

appmesh.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appmesh.sa-east-1.amazonaws.com

appmesh.sa-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

仮想ノードあたりのバックエンド サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

仮想ノードあたりのバック
エンドの数

仮想ゲートウェイあたりの接続された 
Envoy プロセス

サポートされている
各リージョン: 50

はい 仮想ゲートウェイあたりの
同時接続された Envoy プロ
セスの数

仮想ノードあたりの Connected Envoy プロ
セス

サポートされている
各リージョン: 50

はい 仮想ノードあたりの同時接
続された Envoy プロセス

仮想ゲートウェイあたりのゲートウェイ
ルート

サポートされている
各リージョン: 10

はい 仮想ゲートウェイあたりの
ゲートウェイルートの数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
App Runner

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのメッシュ サポートされている
各リージョン: 15

はい アカウントあたりのメッ
シュの数

仮想ルーターあたりのルート サポートされている
各リージョン: 50

はい 仮想ルーターあたりのルー
トの数

メッシュあたりの仮想ゲートウェイ サポートされている
各リージョン: 3

はい メッシュあたりの仮想ゲー
トウェイの数

メッシュあたりの仮想ノード サポートされている
各リージョン: 200

はい メッシュあたりの仮想ノー
ドの数

メッシュあたりの仮想ルーター サポートされている
各リージョン: 200

はい メッシュあたりの仮想ルー
ターの数

メッシュあたりの仮想サービス サポートされている
各リージョン: 200

はい メッシュあたりの仮想サー
ビスの数

ルートあたりの重み付けターゲット サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ルートあたりの重み付け
ターゲットの数

AWS App Runner エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

米国東部 
(オハイ
オ)

us-east-2 apprunner.us-east-2.amazonaws.com

apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z0224347AD7KVHMLOX31

 

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 apprunner.us-east-1.amazonaws.com

apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z01915732ZBZKC8D32TPT

 

米国西部 
(オレゴ
ン)

us-west-2 apprunner.us-west-2.amazonaws.com

apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z02243383FTQ64HJ5772Q

 

アジアパ
シフィッ
ク (シン
ガポール)

ap-
southeast-1

apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS  
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
App Runner

リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

アジアパ
シフィッ
ク (シド
ニー)

ap-
southeast-2

apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS  

アジアパ
シフィッ
ク (東京)

ap-
northeast-1

apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Z08491812XW6IPYLR6CCA

欧州 (フ
ランクフ
ルト)

eu-
central-1

apprunner.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS  

欧州 (ア
イルラン
ド)

eu-
west-1

apprunner.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Z087551914Z2PCAU0QHMW

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Auto Scaling 設定 サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで作成でき
る Auto Scaling 設定の最大
数。単一の Auto Scaling 設
定を複数のサービスで使用
きます。

接続 サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる接
続の最大数。複数のサービ
スで 1 つの接続を共有でき
ます。

可観測設定 サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる可
観測設定の最大数。単一の
可観測性設定を複数のサー
ビスで使用できます。

サービス サポートされている
各リージョン: 30

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで作成できる
サービスの最大数。

VPC コネクタ サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる 
VPC コネクタの最大数。単
一の VPC コネクタを複数の
サービスで使用できます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppFlow

名前 デフォルト 調整
可能

説明

VPC 入力接続 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

単一のサービス用に作成で
きる VPC 入力の最大数。

Amazon AppFlow エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Amazon S3 のバケットポリシーで IP 許可リストを使用して、Amazon AppFlow IP アドレス以外の他の IP 
アドレスへのアクセスを拒否することはできません。これは、Amazon S3 バケットにデータを配置すると
きに Amazon AppFlow が VPC エンドポイントを使用するためです。

Amazon AppFlow で使用される IP アドレスの詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレン
ス の「AWS IP アドレス範囲」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appflow.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appflow.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appflow.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appflow.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appflow.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appflow.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppFlow

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appflow.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appflow.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appflow.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appflow.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 appflow.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appflow.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amazon AppFlow フロー実行サイズ サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

現在のリージョンで、こ
のアカウントで Amazon 
AppFlow がフロー実行ごと
に処理できるデータの最大
サイズ (GB)。

Amazon EventBridge イベントサイズ サポートされている
各リージョン: 256 
KB

いい
え

現在のリージョンで、こ
のアカウントで Amazon 
EventBridge がフロー実行
ごとに処理できるイベント
の最大サイズ (KB)。イベ
ントがこのサイズを超える
と、Amazon AppFlow は、
完全なイベントを取得でき
る Amazon S3 バケットへ
のポインタを含むサマリー
イベントを発行します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppFlow

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amplitude フロー実行サイズ サポートされてい
る各リージョン: 25 
MB

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Amplitude を
ソースとして使用している
場合にフロー実行ごとに処
理できるデータの最大サイ
ズ (MB)。

同時フロー実行 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで任意の時間に
実行できる同時フロー実行
の最大数。

コネクタプロファイル サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョン内のこの
アカウントのコネクタプロ
ファイルの最大数。

Google Analytics のディメンション サポートされている
各リージョン: 9

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントでフロー実行
ごとに処理できる Google 
Analytics ディメンションの
最大数。

Google Analytics メトリクス サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントでフロー実行
ごとに処理できる Google 
Analytics メトリクスの最大
数。

Marketo フロー実行サイズ サポートされてい
る各リージョン: 20 
MB

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Marketo を
ソースとして使用している
場合にフロー実行ごとに処
理できるデータの最大サイ
ズ (MB)。

毎月のフロー実行 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000,000

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
か月あたりの最大フロー実
行数。

Amazon AppFlow フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、こ
のアカウントで Amazon 
AppFlow が 1 分間に実行
できるスケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Amazon S3 フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Amazon S3 
をソースとして使用して
いる場合に 1 分間に実行
できる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppFlow

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amplitude フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Amplitude を
ソースとして使用している
場合に 1 日に実行できる、
スケジュールでトリガーさ
れるフローの最大数。

Datadog フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Datadog を
ソースとして使用してい
る場合に 1 分間に実行で
きる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Dynatrace フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Dynatrace を
ソースとして使用してい
る場合に 1 分間に実行で
きる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Google Analytics フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、こ
のアカウントで Google 
Analytics をソースとして使
用している場合に 1 日に実
行できる、スケジュールで
トリガーされるフローの最
大数。

Infor Nexus フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Infor Nexus 
をソースとして使用して
いる場合に 1 分間に実行
できる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Marketo フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Marketo を
ソースとして使用してい
る場合に 1 時間に実行で
きる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Salesforce Pardot フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Salesforce 
Pardot をソースとして使用
している場合に 1 分間に実
行できる、スケジュールで
トリガーされるフローの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppFlow

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Salesforce フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Salesforce を
ソースとして使用している
場合に 1 分間に実行でき
る、スケジュールでトリ
ガーされるフローの最大
数。

ServiceNow フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで ServiceNow 
をソースとして使用して
いる場合に 1 分間に実行
できる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Singular フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Singular を
ソースとして使用してい
る場合に 1 時間に実行で
きる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Slack フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Slack をソー
スとして使用している場合
に 1 分間に実行できる、ス
ケジュールでトリガーされ
るフローの最大数。

TrendMicro フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで TrendMicro 
をソースとして使用して
いる場合に 1 時間に実行
できる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。

Veeva フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Veeva をソー
スとして使用している場合
に 1 分間に実行できる、ス
ケジュールでトリガーされ
るフローの最大数。

Zendesk フロー実行のレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Zendesk を
ソースとして使用してい
る場合に 1 分間に実行で
きる、スケジュールでト
リガーされるフローの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Auto Scaling

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Salesforce イベントサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントでフロー実行ご
とに処理できる Salesforce 
からのイベントの最大サイ
ズ (MB)。

Salesforce フロー実行のデータエクスポー
トサイズ

サポートされている
各リージョン: 500 
MB

いい
え

フロー実行ごとに 
Salesforce に挿入、更新、
またはアップサートでき
るレコードの最大サイズ 
(MB)。ソースが Amazon 
S3 の場合、各 CSV ファ
イルのサイズは 125 MB を
超えることはできません。
ただし、ソースバケットま
たはフォルダには複数の 
CSV ファイルをドロップで
き、Amazon AppFlow は 1 
回のフロー実行ですべての
データを Salesforce に転送
します。

Salesforce フロー実行のデータインポート
サイズ

サポートされてい
る各リージョン: 15 
GB

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで Salesforce が
フロー実行ごとにインポー
トできる最大サイズ (GB)。

ServiceNow レコード サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントでフロー実行ご
とに処理できる ServiceNow 
レコードの最大数。

総フロー数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで使用できるフ
ローの最大数。

詳細については、Amazon AppFlow ユーザーガイドの Amazon AppFlow のクォータを参照してください。

Application Auto Scaling エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Auto Scaling

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 application-autoscaling.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

application-autoscaling.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

application-autoscaling.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 application-autoscaling.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

application-autoscaling.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

application-autoscaling.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

application-autoscaling.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Auto Scaling

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

application-autoscaling.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

application-autoscaling.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

application-autoscaling.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

application-autoscaling.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 application-autoscaling.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 application-autoscaling.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

application-autoscaling.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

application-autoscaling.me-
south-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

application-autoscaling.me-
central-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

application-autoscaling.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Auto Scaling

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

application-autoscaling.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amazon Keyspaces のスケーラブルなター
ゲット

サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Cassandra 
名前空間に登録できるス
ケーラブルターゲットの
最大数。スケーラブルター
ゲットは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

Amazon MSK のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Kafka 名前
空間に登録できるスケー
ラブルターゲットの最大
数。スケーラブルターゲッ
トは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

AppStream のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで AppStream 
名前空間に登録できるス
ケーラブルターゲットの
最大数。スケーラブルター
ゲットは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

Comprehend のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Comprehend 
名前空間に登録できるス
ケーラブルターゲットの
最大数。スケーラブルター
ゲットは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

DynamoDB のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 5,000

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで DynamoDB 
名前空間に登録できるス
ケーラブルターゲットの
最大数。スケーラブルター
ゲットは、Application Auto 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Auto Scaling

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

EC2 のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで EC2 名前
空間に登録できるスケー
ラブルターゲットの最大
数。スケーラブルターゲッ
トは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

ECS のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 3,000

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで ECS 名前
空間に登録できるスケー
ラブルターゲットの最大
数。スケーラブルターゲッ
トは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

EMR のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic 
MapReduce (EMR) 名前
空間に登録できるスケー
ラブルターゲットの最大
数。スケーラブルターゲッ
トは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

Lambda のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Lambda 
名前空間に登録できるス
ケーラブルターゲットの
最大数。スケーラブルター
ゲットは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

RDS のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで RDS 名前
空間に登録できるスケー
ラブルターゲットの最大
数。スケーラブルターゲッ
トは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Discovery Service

名前 デフォルト 調整
可能

説明

SageMaker のスケーラブルなターゲット サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで SageMaker 
名前空間に登録できるス
ケーラブルターゲットの
最大数。スケーラブルター
ゲットは、Application Auto 
Scaling がスケールできるリ
ソースを識別します。

カスタムリソースのスケーラブルなター
ゲット

サポートされている
各リージョン: 500

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでカスタムリ
ソース名前空間に登録で
きるスケーラブルターゲッ
トの最大数。スケーラブル
ターゲットは、Application 
Auto Scaling がスケールで
きるリソースを識別しま
す。

スケーラブルなターゲットごとの拡張ポリ
シー

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

スケーラブルなターゲット
あたりのスケーリングポリ
シーの最大数。

スケーラブルなターゲットあたりのスケ
ジュールされたアクション

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

スケーラブルなターゲット
あたりのスケジュールされ
たアクションの最大数。

ステップスケーリングポリシーあたりのス
テップ調整

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ステップスケーリングポリ
シーあたりのステップ調整
値の最大数。

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のクォータ」
を参照してください。

AWS Application Discovery Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Application Discovery Service

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 discovery.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 discovery.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

discovery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 discovery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 discovery.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サービスにデータを送っているアクティブ
なエージェント

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

サービスにデータを送って
いるアクティブなエージェ
ントの最大数。

アカウントあたりのアプリケーション サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

アカウントあたりのアプリ
ケーションの最大数。こ
のクォータに到達している
が、新しいアプリケーショ
ンをインポートしたいとい
う場合は、Migration Hub 
コンソール内で、または 
DeleteApplications API アク
ションを使用して、既存の
アプリケーションを削除で
きます。

インポートレコードの削除数/日 サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

いい
え

1 日あたりのインポートレ
コードの最大削除数。1 日
の計算の開始時刻は、00:00 
UTC です。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントごとにインポートされたサー
バーレコード

サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

いい
え

アカウントあたりのイン
ポート済みサーバーレコー
ドの最大数。

アカウントあたりのインポート済みサー
バー

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントあたりのイン
ポート済みサーバーの最大
数。

ハートビートは送られているが、データを
収集していない、無効なエージェント

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

ハートビートは送られてい
るが、データを収集してい
ない、無効なエージェント
の最大数。

アプリケーションあたりのサーバー サポートされている
各リージョン: 400

いい
え

1 つのアプリケーションに
関連付けることができる
サーバーの最大数。

サーバーあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

1 つのサーバーのタグの最
大数。

AWS Application Migration Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 mgn.us-east-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 mgn.us-east-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 mgn.us-west-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mgn.us-west-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 mgn.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 mgn.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 mgn.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

mgn.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mgn.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mgn.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mgn.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 mgn.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 mgn.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mgn.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

mgn.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

mgn.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 mgn.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

進行中の同時実行ジョブ サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

進行中の同時実行ジョブ

最大アクティブソースサーバー サポートされている
各リージョン: 20

はい 最大アクティブソースサー
バー

アーカイブされていないソースサーバーの
最大数

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

アーカイブされていない
ソースサーバーの最大数

1 つのジョブにおける最大ソースサーバー
数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

1 つのジョブにおける最大
ソースサーバー数

すべてのジョブにおける最大ソースサー
バー数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

すべてのジョブにおける最
大ソースサーバー数

AWS アカウントあたりのソースサーバー
の最大合計数。

サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

いい
え

AWS アカウントあたりの
ソースサーバーの最大合計
数。

ソースサーバーあたりのアクションの最大
数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ソースサーバーあたりのア
クションの最大数

テンプレートあたりのアクションの最大数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

テンプレートあたりのアク
ションの最大数

アクティブなアプリケーションの最大数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

アクティブなアプリケー
ションの最大数

アクティブなウェーブの最大数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

アクティブなウェーブの最
大数

ウェーブあたりのアプリケーションの最大
数

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

ウェーブあたりのアプリ
ケーションの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アーカイブアプリケーションの最大数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

アーカイブアプリケーショ
ンの最大数

アーカイブウェーブの最大数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

アーカイブウェーブの最大
数

ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョ
ブ数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ソースサーバーあたりの最
大同時実行ジョブ数

アプリケーションあたりのソースサーバー
の最大数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

アプリケーションあたりの
ソースサーバーの最大数

次の表に、追加情報を示します。

リソース Retention

起動履歴 10 年間保存

個々のジョブのログ 185 日間保存

Amazon AppStream 2.0 エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appstream2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appstream2.us-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appstream2.us-west-2.amazonaws.com

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appstream2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appstream2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appstream2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appstream2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appstream2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appstream2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクティブなフリート サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できるア
クティブなフリートの最大
数。

フリートのコンピューティング最適化 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるコンピュー
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ティング最適化 2xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.2xlarge) の
最大数。

Image Builder のコンピューティング最適化 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できるコンピュー
ティング最適化 2xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.2xlarge) の
最大数。

フリートのコンピューティング最適化 
4xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるコンピュー
ティング 4xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.compute.4xlarge) の
最大数。

Image Builder のコンピューティング最適化 
4xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できるコンピュー
ティング最適化 4xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.4xlarge) の
最大数。

フリートのコンピューティング最適化 
8xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるコンピュー
ティング最適化 8xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.8xlarge) の
最大数。

Image Builder のコンピューティング最適化 
8xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できるコンピュー
ティング最適化 8xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.8xlarge) の
最大数。

フリートのコンピューティング最適化 
large ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるコンピュー
ティング最適化 large スト
リーミングインスタンス 
(stream.compute.large) の最
大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

Image Builder のコンピューティング最適化 
large ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できるコンピュー
ティング最適化 large スト
リーミングインスタンス 
(stream.compute.large) の最
大数。

フリートのコンピューティング最適化 
xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるコンピュー
ティング最適化 xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.xlarge) の
最大数。

Image Builder のコンピューティング最適化 
xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できるコンピュー
ティング最適化 xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.compute.xlarge) の
最大数。

送信先リージョンあたりの同時イメージコ
ピー

サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで使用できる
イメージの同時イメージコ
ピーの最大数。

イメージの同時更新数 サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで使用できる
イメージの同時更新の最大
数。

フリート サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できるフ
リートの最大数。

フリートのグラフィックス G4DN 12xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフ
リートに使用できる
グラフィック G4DN 
12xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.12xlarge) 
の最大数。

Image Builder のグラフィックス G4DN 
12xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
グラフィック G4DN 
12xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.12xlarge) 
の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

フリートのグラフィックス G4DN 16xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフ
リートに使用できる
グラフィック G4DN 
16xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.16xlarge) 
の最大数。

Image Builder のグラフィックス G4DN 
16xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
グラフィック G4DN 
16xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.16xlarge) 
の最大数。

フリートのグラフィックス G4DN 2xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できるグラフィックス 
G4DN 2xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.2xlarge) 
の最大数。

Image Builder のグラフィックス G4DN 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
グラフィックス G4DN 
2xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.2xlarge) 
の最大数。

フリートのグラフィックス G4DN 4xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できるグラフィックス 
G4DN 4xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.4xlarge) 
の最大数。

Image Builder のグラフィックス G4DN 
4xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
グラフィックス G4DN 
4xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.4xlarge) 
の最大数。

フリートのグラフィックス G4DN 8xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できるグラフィックス 
G4DN 8xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.8xlarge) 
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Image Builder のグラフィックス G4DN 
8xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
グラフィックス G4DN 
8xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.8xlarge) 
の最大数。

フリートのグラフィックス G4DN xlarge ス
トリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できるグラフィックス 
G4DN xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.xlarge) 
の最大数。

Image Builder のグラフィックス G4DN 
xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
グラフィックス G4DN 
xlarge インスタンス 
(stream.graphics.g4dn.xlarge) 
の最大数。

フリートのグラフィックスデザイン 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるグラフィッ
クデザイン 2xlarge ス
トリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.2xlarge) の最大数。

Image Builder のグラフィックスデザイン 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグラ
フィックデザイン 2xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.2xlarge) の最大数。

フリートのグラフィックスデザイン 
4xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるグラフィッ
クデザイン 4xlarge ス
トリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.4xlarge) の最大数。

Image Builder のグラフィックスデザイン 
4xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグラ
フィックデザイン 4xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.4xlarge) の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

フリートのグラフィックスデザイン large 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるグラフィッ
クデザイン large スト
リーミングインスタン
ス (stream.graphics-
design.large) の最大数。

Image Builder のグラフィックスデザイン 
large ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグラ
フィックデザイン large 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.large) の最大数。

フリートのグラフィックスデザイン xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるグラフィッ
クデザイン xlarge ス
トリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.xlarge) の最大数。

Image Builder のグラフィックスデザイン 
xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグラ
フィックデザイン xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
design.xlarge) の最大数。

フリートのグラフィックスデスクトップ 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントでフリート
に使用できるグラフィッ
クデスクトップ 2xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
desktop.2xlarge) の最大数。

Image Builder のグラフィックデスクトップ 
2xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できるグラフィッ
クデスクトップ 2xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
desktop.2xlarge) の最大数。

フリートのグラフィックスプロ 16xlarge ス
トリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフ
リートに使用できるグラ
フィックプロ 16xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
pro.16xlarge) の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Image Builder のグラフィックスプロ 
16xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグ
ラフィックプロ 16xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
pro.16xlarge) の最大数。

フリートのグラフィックスプロ 4xlarge ス
トリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できるグラフィックプロ 
4xlarge ストリーミングイン
スタンス (stream.graphics-
pro.4xlarge) の最大数。

Image Builder のグラフィックスプロ 
4xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグ
ラフィックプロ 4xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
pro.4xlarge) の最大数。

フリートのグラフィックスプロ 8xlarge ス
トリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できるグラフィックプロ 
8xlarge ストリーミングイン
スタンス (stream.graphics-
pro.8xlarge) の最大数。

Image Builder のグラフィックスプロ 
8xlarge ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるグ
ラフィックプロ 8xlarge 
ストリーミングインスタ
ンス (stream.graphics-
pro.8xlarge) の最大数。

Image Builder サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる 
Image Builder の最大数。

イメージ共有制限 サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンで、この
アカウント内で 1 つのイ
メージを共有できる AWS 
アカウントの最大数。

Amazon Linux 2 プラットフォームと 
stream.standard.2xlarge インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Amazon Linux 2 
プラットフォームおよび 
stream.standard.2xlarge イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amazon Linux 2 プラットフォームと 
stream.standard.large インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Amazon Linux 2 
プラットフォームおよび 
stream.standard.large イン
スタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Amazon Linux 2 プラットフォームと 
stream.standard.medium インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Amazon Linux 2 
プラットフォームおよび 
stream.standard.medium イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Amazon Linux 2 プラットフォームと 
stream.standard.small インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Amazon Linux 2 
プラットフォームおよび 
stream.standard.small イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Amazon Linux 2 プラットフォームと 
stream.standard.xlarge インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Amazon Linux 2 
プラットフォームおよび 
stream.standard.xlarge イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Windows Server 2019 プラットフォームと 
stream.standard.2xlarge インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Elastic フリー
トの Windows Server 2019 
プラットフォームおよび 
stream.standard.2xlarge イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Windows Server 2019 プラットフォーム
と stream.standard.large インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Windows Server 
2019 プラットフォームおよ
び stream.standard.large イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Windows Server 2019 プラットフォームと 
stream.standard.medium インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Elastic フリー
トの Windows Server 2019 
プラットフォームおよび 
stream.standard.medium イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Windows Server 2019 プラットフォームと 
stream.standard.small インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Elastic フ
リートの Windows Server 
2019 プラットフォームおよ
び stream.standard.small イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

Windows Server 2019 プラットフォームと 
stream.standard.xlarge インスタンスタイ
プを使用する Elastic フリートの最大同時
セッション数

サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Elastic フリー
トの Windows Server 2019 
プラットフォームおよび 
stream.standard.xlarge イ
ンスタンスタイプに使用で
きる同時セッションの最大
数。

フリートのメモリ最適化 2xlarge ストリー
ミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンのこのア
カウントのフリートに使用
できるメモリ最適化 2xlarge 
ストリーミングインスタン
ス (stream.memory.2xlarge) 
の最大数。

Image Builder のメモリ最適化 2xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメ
モリ最適化 2xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.2xlarge) の
最大数。

フリートのメモリ最適化 4xlarge ストリー
ミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 4xlarge ストリー
ミングインスタンス 
(stream.memory.4xlarge) の
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Image Builder のメモリ最適化 4xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメ
モリ最適化 4xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.4xlarge) の
最大数。

フリートのメモリ最適化 8xlarge ストリー
ミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 8xlarge ストリー
ミングインスタンス 
(stream.memory.8xlarge) の
最大数。

Image Builder のメモリ最適化 8xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメ
モリ最適化 8xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.8xlarge) の
最大数。

フリートのメモリ最適化 large ストリーミ
ングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ最
適化 large インスタンス 
(stream.memory.large) の最
大数。

Image Builder のメモリ最適化 large スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメ
モリ最適化 large スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.large) の最
大数。

フリートのメモリ最適化 xlarge ストリーミ
ングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 xlarge ストリー
ミングインスタンス 
(stream.memory.xlarge) の
最大数。

Image Builder のメモリ最適化 xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメ
モリ最適化 xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.xlarge) の
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

フリートのメモリ最適化 z1d 12xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ最
適化 z1d 12xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.12xlarge) 
の最大数。

Image Builder のメモリ最適化 z1d 12xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメモ
リ最適化 z1d 12xlarge ス
トリーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.12xlarge) 
の最大数。

フリートのメモリ最適化 z1d 2xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 z1d 2xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.2xlarge) 
の最大数。

Image Builder のメモリ最適化 z1d 2xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメモ
リ最適化 z1d 2xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.2xlarge) 
の最大数。

フリートのメモリ最適化 z1d 3xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 z1d 3xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.3xlarge) 
の最大数。

Image Builder のメモリ最適化 z1d 3xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメモ
リ最適化 z1d 3xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.3xlarge) 
の最大数。

フリートのメモリ最適化 z1d 6xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 z1d 6xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.6xlarge) 
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

Image Builder のメモリ最適化 z1d 6xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメモ
リ最適化 z1d 6xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.6xlarge) 
の最大数。

フリートのメモリ最適化 z1d large スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 z1d large スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.large) 
の最大数。

Image Builder のメモリ最適化 z1d large ス
トリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメモ
リ最適化 z1d large スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.large) 
の最大数。

フリートのメモリ最適化 z1d xlarge スト
リーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフリー
トに使用できるメモリ
最適化 z1d xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.xlarge) 
の最大数。

Image Builder のメモリ最適化 z1d xlarge 
ストリーミングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できるメモ
リ最適化 z1d xlarge スト
リーミングインスタンス 
(stream.memory.z1d.xlarge) 
の最大数。

プライベートイメージ サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できるプ
ライベートイメージの最大
数。

スタック サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できるス
タックの最大数。

フリートの標準 2xlarge ストリーミングイ
ンスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフ
リートに使用できる 
stream.standard.2xlarge ス
トリーミングインスタンス
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon AppStream 2.0

名前 デフォルト 調整
可能

説明

フリートの標準 large ストリーミングイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに
使用できる標準 large スト
リーミングインスタンス 
(stream.standard.large) の最
大数。

Image Builder の標準 large ストリーミング
インスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できる標準 large ス
トリーミングインスタンス 
(stream.standard.large) の最
大数。

フリートの標準 medium ストリーミングイ
ンスタンス

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに使
用できる標準 medium ス
トリーミングインスタンス 
(stream.standard.large) の最
大数。

Image Builder の標準 medium ストリーミ
ングインスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで、こ
のアカウントで Image 
Builder に使用できる
標準 medium ストリー
ミングインスタンス 
(stream.standard.medium) 
の最大数。

フリートの標準 small ストリーミングイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでフリートに
使用できる標準 small スト
リーミングインスタンス 
(stream.standard.small) の
最大数。

Image Builder の標準 small ストリーミング
インスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで Image Builder 
に使用できる標準 small ス
トリーミングインスタンス 
(stream.standard.small) の
最大数。

フリートの標準 xlarge ストリーミングイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでフ
リートに使用できる 
stream.standard.xlarge スト
リーミングインスタンスの
最大数。

ユーザープールのユーザー サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでユーザープー
ルに作成できるユーザーの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS AppSync

* [Default Internet Access (デフォルトのインターネットアクセス)] が有効になっているフリートの場合、
クォータは 100 フリートインスタンスです。デプロイで 100 を超える同時ユーザーをサポートする必要が
ある場合は、代わりに NAT ゲートウェイ設定を使用します。

AWS AppSync エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

AWS AppSync コントロールプレーン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appsync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appsync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appsync.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appsync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appsync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 appsync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 appsync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appsync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appsync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appsync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 appsync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 appsync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 appsync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 appsync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

appsync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

appsync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appsync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS AppSync データプレーン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appsync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appsync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appsync.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appsync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appsync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 appsync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 appsync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appsync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appsync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appsync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 appsync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 appsync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 appsync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 appsync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

appsync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

appsync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appsync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API あたりの API キー サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

GraphQL API あたりの API 
キーの最大数

リージョンあたりの API サポートされている
各リージョン: 25

はい リージョンあたりの API の
最大数

API あたりの認証プロバイダー サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

API あたりの認証プロバイ
ダーの最大数

評価されたリゾルバーテンプレートサイズ サポートされている
各リージョン: 5 MB

いい
え

評価されたリゾルバーテン
プレートの最大サイズ

パイプランリゾルバーごとの関数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

パイプラインリゾルバーご
との関数の最大数

マッピングテンプレートでの foreach ルー
プの反復回数

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

マッピングテンプレートに
おける #foreach...#end ルー
プ内の反復回数の最大数

最大バッチサイズ サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

BatchInvoke オペレーショ
ンのために単一の Lambda 
関数に送信されるリゾル
バーリクエストリストの最
大長。

キャッシュキーの数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

キャッシュキーの最大数

カスタムドメイン名の数 サポートされている
各リージョン: 25

はい リージョンあたりのカスタ
ムドメイン名の最大数

リクエストトークンのレート サポートされてい
る各リージョン: 
2,000/秒

はい 現在のリージョンでのこの
アカウントの 1 秒あたりの
リクエストトークンの最大
数。AWSAppSync は、消費
するリソースの量 (処理時
間とメモリ) に基づいて、
ミューテーションリクエ
ストとクエリリクエストに
トークンを割り当てます。
トークンの詳細について
は、AWS AppSync ドキュ
メントの「モニタリング」
セクションを参照してくだ
さい。

サブスクリプション無効化リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 100/
秒

いい
え

リージョンあたり、アカウ
ントあたり、1 秒あたりの
無効化リクエストの最大
数。

ミューテーション、クエリ、およびサブス
クリプションのリクエスト実行時間

サポートされている
各リージョン: 30 秒

いい
え

GraphQL リクエスト (クエ
リ、ミューテーション、サ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ブスクリプション) の最大実
行時間

リクエストマッピングテンプレートのサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

いい
え

リクエストマッピングテン
プレートの最大サイズ

1 つのリクエストで実行されるリゾルバー サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

1 つのリクエストで実行で
きるリゾルバーの最大数

レスポンスマッピングテンプレートのサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

いい
え

レスポンスマッピングテン
プレートの最大サイズ

スキーマドキュメントサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

スキーマドキュメントの最
大サイズ

サブスクリプションのペイロードサイズ サポートされている
各リージョン: 240 
KB

いい
え

サブスクリプション経由で
受信したメッセージの最大
サイズ

接続あたりのサブスクリプション サポートされている
各リージョン: 100

はい サブスクリプションは、単
一の WebSocket 接続でクラ
イアントごとにステートメ
ントをコード化します。各
ステートメントにより、ク
ライアントは特定のサブス
クリプションに関連する複
数のメッセージを受信でき
ます。

リクエストトークンのレートは、現在のリージョンでのこのアカウントの 1 秒あたりのリクエストトーク
ンの最大数です。AWS AppSync は、消費するリソースの量 (処理時間とメモリ) に基づいて、ミューテー
ションリクエストとクエリリクエストにトークンを割り当てます。トークンの詳細については、「AWS 
AppSync 開発者ガイド」の「トークン数を使用してリクエストを最適化する」を参照してください。

Amazon Athena エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 athena.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Athena

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

athena-fips.us-east-2.amazonaws.com

athena.us-east-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 athena.us-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-east-1.amazonaws.com

athena.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 athena.us-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-west-1.amazonaws.com

athena.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 athena.us-west-2.amazonaws.com

athena-fips.us-west-2.amazonaws.com

athena.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 athena.af-south-1.amazonaws.com

athena.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 athena.ap-east-1.amazonaws.com

athena.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

athena.ap-southeast-3.amazonaws.com

athena.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 athena.ap-south-1.amazonaws.com

athena.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

athena.ap-northeast-3.amazonaws.com

athena.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

athena.ap-northeast-2.amazonaws.com

athena.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

athena.ap-southeast-1.amazonaws.com

athena.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

athena.ap-southeast-2.amazonaws.com

athena.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Athena

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

athena.ap-northeast-1.amazonaws.com

athena.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

athena.ca-central-1.amazonaws.com

athena.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

athena.eu-central-1.amazonaws.com

athena.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 athena.eu-west-1.amazonaws.com

athena.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 athena.eu-west-2.amazonaws.com

athena.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 athena.eu-south-1.amazonaws.com

athena.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 athena.eu-west-3.amazonaws.com

athena.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 athena.eu-north-1.amazonaws.com

athena.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

athena.me-south-1.amazonaws.com

athena.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 athena.sa-east-1.amazonaws.com

athena.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

athena.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

athena.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

最新バージョンの JDBC ドライバーとそのドキュメントをダウンロードするには、JDBC ドライバーを介
した Athena の使用を参照してください。

以前のバージョンの JDBC ドライバーとそのドキュメントの詳細については、以前のバージョンの JDBC 
ドライバーを使用するを参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Athena

ODBC ドライバーの最新バージョンと以前のバージョンをダウンロードするには、ODBC での Athena へ
の接続を参照してください。

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクティブな DDL クエリ サポートされている
各リージョン: 20

はい アクティブな DDL ク
エリ数。DDL クエリに
は、CREATE TABLE クエ
リと ALTER TABLE ADD 
PARTITION クエリが含まれ
ます。

アクティブな DML クエリ us-east-1: 200

us-east-2: 150

us-west-2: 150

ap-northeast-1: 150

ap-northeast-2: 100

ap-south-1: 100

ap-southeast-1: 100

ap-southeast-2: 100

eu-central-1: 150

eu-west-1: 150

eu-west-2: 100

他のサポートされて
いる各リージョン: 
20

はい アクティブな DML ク
エリ数。DML クエリ
には、SELECT クエ
リ、CREATE TABLE AS 
(CTAS) クエリ、および 
INSERT INTO クエリが含
まれます。特定のクォータ
は、AWS リージョンによっ
て変化します。

Apache Spark DPU 同時実行 サポートされている
各リージョン: 160

いい
え

Apache Spark の計算で同時
に消費できる DPU の最大
数。

DDL クエリのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

DDL クエリが、キャンセ
ルされずに実行可能な最大
時間 (分)。DDL クエリに
は、CREATE TABLE クエ
リと CREATE TABLE ADD 
PARTITION クエリが含まれ
ます。

DML クエリのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 30

はい DML クエリが、キャン
セルされずに実行可能な
最大時間 (分) DML クエ
リには、SELECT クエ
リ、CTAS クエリ、および 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Audit Manager

名前 デフォルト 調整
可能

説明

INSERT クエリが含まれま
す。

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドのサービスクォータを参照してください。

AWS Audit Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 auditmanager.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 auditmanager.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 auditmanager.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 auditmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon A2I

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

カスタムコントロール サポートされている
各リージョン: 500

はい リージョンごとのアカウン
トあたりのカスタムコント
ロールの最大数

カスタムフレームワーク サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンごとのアカウン
トあたりのカスタムフレー
ムワークの最大数

評価の実行 サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンごとのアカウン
トあたりの評価の実行の最
大数

Amazon Augmented AI エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 a2i.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 a2i.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 a2i.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon A2I

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 a2i.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

a2i.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

a2i.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

a2i.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

a2i.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

a2i.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

a2i.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 a2i.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 a2i.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能

フロー定義 100 はい

ワーカータスクテンプレート (ヒューマンタスク UI) 100 はい

フロー定義ごとの処理中のヒューマンループ (プライ
ベートまたはベンダー作業チーム) †

5,000 いいえ

フロー定義ごとの処理中のヒューマンループ (Amazon 
Mechanical Turk 作業チーム) †

1,000 いいえ

†ステータスが InProgress または Stopping のとき、ヒューマンループは処理中と見なされます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Aurora

Amazon Aurora エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon Aurora MySQL 互換エディション

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Aurora

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
86



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Aurora

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Aurora

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Aurora

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DB セキュリティグループごとの承認 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB セキュリティグループあ
たりのセキュリティグルー
プ認可数

カスタムエンジンバージョン サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるカス
タムエンジンバージョンの
最大数

DB クラスターのパラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

DB クラスターパラメータグ
ループの最大数

DB クラスター サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこの
アカウントに許可される 
Aurora クラスターの最大数

DB インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可される DB 
インスタンスの最大数

DB サブネットグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい DB サブネットグループの最
大数

Data API HTTP リクエスト本文のサイズ サポートされている
各リージョン: 4 MB

いい
え

HTTP リクエスト本文に許
可される最大サイズ。

Data API 最大同時実行クラスターシーク
レットペア

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

現在のアカウントと AWS 
リージョンに対する同時
データ API リクエストにお
ける Aurora サーバーレス 
DB クラスターとシークレッ
トの一意のペアの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Aurora

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Data API 最大同時実行リクエスト サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

同じシークレットを使用
し、同時に処理できる 
Aurora サーバーレス DB ク
ラスターへのデータ API リ
クエストの最大数。追加の
リクエストはキューに入
れられ、処理中のリクエス
トが完了すると処理されま
す。

データ API の結果セットの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Data API によって返される
データベース結果セットの
最大サイズ。

データ API の JSON レスポンス文字列の最
大サイズ

サポートされている
各リージョン10 MB

いい
え

RDS データ API によって返
される簡略化された JSON 
レスポンス文字列の最大サ
イズ。

1 秒あたりのデータ API リクエスト数 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

いい
え

現在の AWS リージョン
で、このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの Data 
API へのリクエストの最大
数。

イベントサブスクリプション サポートされている
各リージョン: 20

はい イベントサブスクリプショ
ンの最大数

DB クラスターごとの IAM ロール サポートされている
各リージョン: 5

はい DB クラスターに関連付けら
れる IAM ロールの最大数

DB インスタンスごとの IAM ロール サポートされている
各リージョン: 5

はい DB インスタンスに関連付け
られる IAM ロールの最大数

手動 DB クラスタースナップショット サポートされている
各リージョン: 100

はい 手動 DB クラスタースナッ
プショットの最大数

手動の DB インスタンスのスナップショッ
ト

サポートされている
各リージョン: 100

はい 手動 DB インスタンスス
ナップショットの最大数

オプショングループ サポートされている
各リージョン: 20

はい オプショングループの最大
数

パラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい パラメータグループの最大
数

プロキシ サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在の AWS リージョンで
このアカウントに許可され
るプロキシの最大数

プライマリあたりのリードレプリカ数 サポートされている
各リージョン: 15

はい プライマリ DB インスタン
スあたりのリードレプリ
カの最大数。このクォータ
は、Amazon Aurora 用に調
整できません。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Auto Scaling

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リザーブド DB インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在の AWS リージョンで
このアカウントに許可され
る予約 DB インスタンスの
最大数

セキュリティグループあたりのルールの数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB セキュリティグループあ
たりのルールの最大数

セキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 25

はい DB セキュリティグループの
最大数

セキュリティグループ (VPC) サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Amazon VPC あたりの DB 
セキュリティグループの最
大数

DB サブネットグループあたりのサブネッ
ト

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB サブネットグループあた
りのサブネットの最大数

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Amazon RDS リソースあた
りのタグの最大数

すべての DB インスタンスの合計ストレー
ジ

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000 GB

はい 一緒に追加されたすべての 
Amazon RDS DB インスタ
ンスの EBS ボリュームの
最大ストレージ合計 (GB 単
位)。このクォータは、各 
DB クラスターの最大クラス
ターボリュームが 128 TiB 
である Amazon Aurora には
適用されません。

AWS Auto Scaling エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Note

このページには、AWS Auto Scaling リソースのスケーリングプランに関連するサービスエンド
ポイントとサービスクォータを示します。Amazon EC2 Auto Scaling または Application Auto 
Scaling のエンドポイントとクォータについては、以下を参照してください。

• Amazon EC2 Auto Scaling (日本語) (p. 340)
• Application Auto Scaling (p. 49)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Auto Scaling

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Auto Scaling

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スケーリングプランあたりのスケーリング
指示

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

スケーリングプランあたり
のスケーリング命令の最大
数。

スケーリングプラン サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる
スケーリングプランの最大
数。スケーリングプランに
より、リソースの集合をス
ケーリングする方法を AWS 
Auto Scaling に指示しま
す。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Backup

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スケーリング命令あたりのターゲット追跡
設定

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

スケーリング命令あたりの
ターゲット追跡設定の最大
数。

詳細については、「AWS Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケーリングプランのクォータ」を参照して
ください。

AWS Backup エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 backup.us-east-2.amazonaws.com

backup-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 backup.us-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 backup.us-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 backup.us-west-2.amazonaws.com

backup-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 backup.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 backup.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 backup.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 

ap-
southeast-3

backup.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Backup

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

(ジャカル
タ)

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

backup.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 backup.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

backup.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

backup.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

backup.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

backup.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

backup.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

backup.ca-central-1.amazonaws.com

backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

backup.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 backup.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 backup.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 backup.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 backup.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 backup.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Backup

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 backup.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

backup.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

backup.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

backup.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 backup.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

backup.us-gov-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

backup.us-gov-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンごとの、アカウントあたりの
バックアッププラン

サポートされている
各リージョン: 300

はい 現在のリージョン内のこの
アカウントのバックアップ
プラン数

リージョンごとの、リージョンあたりの
バックアップボールト

サポートされている
各リージョン: 300

はい 現在のリージョン内のこの
アカウントのバックアップ
ボールト数

アカウントごとの、サポートされている
サービスあたりの同時バックアップコピー

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウントごとの、サポー
トされているサービスあ
たりの同時バックアップコ
ピー数

リソースあたりの同時バックアップジョブ サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

リソースあたりの同時バッ
クアップジョブ数

リージョンごとの、アカウントあたりのフ
レームワークコントロール

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョン内のこの
アカウントのフレームワー
クコントロール数

リージョンごとの、アカウントあたりのフ
レームワーク

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョン内のこの
アカウントのフレームワー
ク数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Batch

名前 デフォルト 調整
可能

説明

レポートプランあたりのフレームワーク サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

レポートプランあたりのフ
レームワーク数

バックアップあたりのメタデータタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

バックアップあたりのメタ
データタグ数

バックアップボールトあたりの復旧ポイン
ト

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい バックアップボールトあた
りの復旧ポイント数

リージョンごとの、アカウントあたりのレ
ポートプラン

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョン内のこの
アカウントのレポートプラ
ン数

バックアッププランあたりのバージョン サポートされている
各リージョン: 2,000

はい バックアッププランあたり
のバージョン数

スロットリング例外が定期的に発生する場合は、レートリミッターを使用することを検討してください。

API 名 デフォルトの呼び出し/
秒

CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan 
| DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | 
DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications 
| DescribeBackupVault | ExportBackupPlanTemplate | 
GetBackupPlanFromJSON | GetBackupPlanFromTemplate | 
PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob | 
StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan | 
UpdateRecoveryPointLifecycle

5

DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource 10

DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | 
GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy 
| GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | 
GetSupportedResourceTypes

15

ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | 
ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults 
| ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | 
ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | 
ListRestoreJobs | ListTags

20

すべての API コールの合計 50

詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS Batch エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Batch

「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 batch.us-east-2.amazonaws.com

fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 batch.us-east-1.amazonaws.com

fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 batch.us-west-1.amazonaws.com

fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 batch.us-west-2.amazonaws.com

fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 batch.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 batch.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 batch.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

batch.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 batch.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

batch.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

batch.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

batch.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Batch

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

batch.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

batch.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

batch.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

batch.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 batch.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 batch.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 batch.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 batch.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 batch.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 batch.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

batch.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

batch.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

batch.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 batch.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
請求情報とコスト管理

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コンピューティング環境の制限 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

アカウントごとのリージョ
ンあたりのコンピューティ
ング環境の最大数。

ジョブキュー制限あたりのコンピューティ
ング環境。

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

ジョブキューあたりのコン
ピューティング環境の最大
数。

ジョブ定義のサイズ制限 サポートされている
各リージョン: 24

いい
え

説明なし

ジョブの依存関係の制限 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ジョブあたりのジョブ依存
関係の最大数。

ジョブペイロードサイズの制限 サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

ジョブの最大ペイロードサ
イズ (SubmitJob API オペ
レーションの場合) (KiB)。

ジョブキュー制限 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

アカウントごとのリージョ
ンあたりのジョブキューの
最大数。

配列の最大サイズ制限 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

配列ジョブの最大配列サイ
ズ。

ジョブキューあたりの共有識別子制限。 サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

ジョブキューあたりの共有
識別子の最大数。

送信された状態ジョブの制限 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

いい
え

SUBMITTED 状態のジョブ
の最大数。

SubmitJob 制限の 1 秒あたりのトランザク
ション

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

SubmitJob オペレーション
に必要な各アカウントの 1 
秒あたりの最大トランザク
ション数 (TPS)

詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの「 Service Quotas」を参照してください。

AWS Billing and Cost Management エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
請求情報とコスト管理

AWS Billing and Cost Management には、AWS Cost Explorer API、AWS Cost and Usage Reports 
API、AWS Budgets API、および AWS Price List API が含まれています。

サービスエンドポイント
AWS Cost Explorer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ce.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS コストと使用状況レポート

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cur.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Budgets

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

budgets.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

budgets.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
請求情報とコスト管理

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

budgets.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 budgets.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

AWS Price List サービス

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.pricing.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Savings Plans

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
請求情報とコスト管理

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 savingsplans.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Billing Conductor

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
請求情報とコスト管理には、増加可能なクォータはありません。詳細については、「AWS Billing and Cost 
Management のクォータ」を参照してください。

AWS Billing Conductor エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 billingconductor.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
AWS Billing Conductor サービスクォータと制限の詳細については、AWS Billing Conductor ユーザーガイ
ドの「クォータと制限」を参照してください。

Amazon Braket エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 braket.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 braket.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 braket.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 braket.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API リクエストのバーストレート サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたり
の追加リクエストの最大数 
(RPS) 。

CancelJob リクエストのバーストレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の CancelJob リクエス
トの最大数 (RPS)。

CancelQuantumTask リクエストのバース
トレート

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の CancelQuantumTask 
リクエストの最大数 
(RPS)。

CreateJob リクエストのバーストレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の CreateJob リクエス
トの最大数 (RPS)。

CreateQuantumTask リクエストのバース
トレート

サポートされている
各リージョン: 40

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の CreateQuantumTask 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リクエストの最大数 
(RPS)。

GetDevice リクエストのバーストレート サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の GetDevice リクエス
トの最大数 (RPS)。

GetJob リクエストのバーストレート サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の GetJob リクエスト
の最大数 (RPS)。

GetQuantumTask リクエストのバースト
レート

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の GetQuantumTask リ
クエストの最大数 (RPS)。

SearchDevices リクエストのバーストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の SearchDevices リク
エストの最大数 (RPS)。

SearchJobs リクエストのバーストレート サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる 1 秒あたりの
追加の SearchJobs リクエ
ストの最大数 (RPS)。

SearchQuantumTasks リクエストのバース
トレート

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在のリージョンのこ
のアカウントで 1 回
のバーストで送信でき
る 1 秒あたりの追加の 
SearchQuantumTasks リク
エストの最大数 (RPS)。

ジョブに許容される最大コンピューティン
グインスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい ジョブに許容される最大コ
ンピューティングインスタ
ンス数。

ジョブの ml.c4.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c4.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c4.4xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c4.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブの ml.c4.8xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c4.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c4.xlarge インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c4.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c5.18xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5.18xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.c5.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c5.4xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c5.9xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5.9xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c5.xlarge インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.c5n.18xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5n.18xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブの ml.c5n.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5n.2xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.c5n.4xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5n.4xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.c5n.9xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5n.9xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.c5n.xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.c5n.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.g4dn.12xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g4dn.12xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g4dn.16xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g4dn.16xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g4dn.2xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g4dn.2xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g4dn.4xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g4dn.4xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブの ml.g4dn.8xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g4dn.8xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g4dn.xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g4dn.xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g5.12xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.12xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g5.16xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.16xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの mml.g5.24xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.24xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g5.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.g5.48xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.48xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.g5.4xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.4xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブの ml.g5.8xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.g5.xlarge インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.g5.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.m4.10xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m4.10xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m4.16xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m4.16xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m4.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m4.2xlarge タイ
プのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m4.4xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m4.4xlarge タイ
プのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m4.xlarge インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m4.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.m5.12xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m5.12xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブの ml.m5.24xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m5.24xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m5.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m5.2xlarge タイ
プのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m5.4xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m5.4xlarge タイ
プのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.m5.large インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m5.large タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.m5.xlarge インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.m5.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.p2.16xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p2.16xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.p2.8xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p2.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.p2.xlarge インスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p2.xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブの ml.p3.16xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p3.16xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.p3.2xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p3.2xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.p3.8xlarge インスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 0

はい このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p3.8xlarge タイプ
のインスタンスの最大数。

ジョブの ml.p3dn.24xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p3dn.24xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

ジョブの ml.p4d.24xlarge インスタンスの
最大数

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

このアカウントとリー
ジョンのすべての Amazon 
Braket Hybrid Jobs で許可
される ml.p4d.24xlarge タ
イプのインスタンスの最大
数。

同時 DM1 の数 us-east-1: 100

us-west-2: 100

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

いい
え

現在のリージョンの密度行
列シミュレーター (DM1) で
実行される同時タスクの最
大数。

同時SV1 タスクの数 us-east-1: 100

us-west-2: 100

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

いい
え

現在のリージョンの状態
ベクトルシミュレーター 
(SV1) で実行される同時タ
スクの最大数。

同時 TN1 タスクの数 eu-west-2: 5

他のサポートされて
いる各リージョン: 
10

はい 現在のリージョンのテンソ
ルネットワークシミュレー
ター (TN1) で実行される同
時タスクの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Braket

名前 デフォルト 調整
可能

説明

同時ジョブの数 サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで実行さ
れる同時ジョブの最大数。

API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 140

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで送信できる 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。

CancelJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの CancelJob リクエス
トの最大数。

CancelQuantumTask リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの CancelQuantumTask 
リクエストの最大数。

CreateJob リクエストレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの CreateJob リクエス
トの最大数。

CreateQuantumTask リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの CreateQuantumTask 
リクエストの最大数。

GetDevice リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの GetDevice リクエス
トの最大数。

GetJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの GetJob リクエスト
の最大数。

GetQuantumTask リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの GetQuantumTask リ
クエストの最大数。

SearchDevices リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの SearchDevices リク
エストの最大数。

SearchJobs リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい リージョンごとにこのアカ
ウントで送信できる 1 秒あ
たりの SearchJobs リクエ
ストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS BugBust

名前 デフォルト 調整
可能

説明

SearchQuantumTasks リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい リージョンごとにこ
のアカウントで送信
できる 1 秒あたりの 
SearchQuantumTasks リク
エストの最大数。

AWS BugBust エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 bugbust.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS リージョンあたりのイベント サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

AWS リージョンあたりのイ
ベントの最大数。

BugBust イベントあたりの参加者 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

BugBust イベントあたりの
参加者の最大数。

BugBust イベントあたりのプロファイリン
ググループ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

BugBust イベントあたりの
プロファイリンググループ
の最大数。

BugBust イベントあたりのリポジトリ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

BugBust イベントあたりの
リポジトリの最大数。

AWS Certificate Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ACM

ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 acm.us-east-2.amazonaws.com

acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 acm.us-east-1.amazonaws.com

acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 acm.us-west-1.amazonaws.com

acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 acm.us-west-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 acm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 acm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 acm.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

acm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

acm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 acm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

acm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

acm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

acm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

acm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

acm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

acm.ca-central-1.amazonaws.com

acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

acm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 acm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 acm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 acm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 acm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 acm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 acm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

acm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

acm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

acm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 acm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Private CA

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ACM 証明書 サポートされている
各リージョン: 2,500

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで使用できる ACM 
証明書の最大数。PENDING 
または ISSUED 状態の証明
書のみがこの制限にカウン
トされます。

過去 365 日間に作成された ACM 証明書 サポートされている
各リージョン: 5,000

はい 1 年間にリクエストできる 
ACM 証明書の最大数。

ACM 証明書別のドメイン名 サポートされている
各リージョン: 10

はい ACM 証明書ごとのドメイ
ン名の最大数。送信する最
初のドメイン名は、証明書
のサブジェクト共通名 (CN) 
として含まれます。すべて
の名前は、サブジェクト代
替名拡張子に含まれていま
す。

インポートされた証明書 サポートされている
各リージョン: 2,500

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで使用できるイン
ポートされた証明書の最大
数。

過去 365 日間にインポートされた証明書 サポートされている
各リージョン: 5,000

はい 現在のリージョンのこのア
カウントにインポートでき
る 1 年間の証明書の最大
数。

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS Certificate Manager のクォータ」を参照してください。

AWS Private Certificate Authority エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 acm-pca.us-east-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 acm-pca.us-east-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 acm-pca.us-west-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 acm-pca.us-west-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 acm-pca.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Private CA

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

acm-pca.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

acm-pca.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Private CA

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

プライベート認証機関 (CA) の数 サポートされている
各リージョン: 200

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるプ
ライベート認証機関 (CA) の
最大数。

CA あたりのプライベート証明書の数 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで作成できる認
証局 (CA) ごとのプライベー
ト証明書の最大数。

CA あたりの取り消された証明書の数 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで失効させるこ
とのできる認証局 (CA) ごと
のプライベート証明書の最
大数。

CreateCertificateAuthority リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで 1 秒
あたりに実行できる 
CreateCertificateAuthority 
リクエストの最大数。

CreateCertificateAuthorityAuditReport リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで 1 秒
あたりに実行できる 
CreateCertificateAuthorityAuditReport 
リクエストの最大数。

CreatePermission リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
CreatePermission リクエス
トの最大数。

DeleteCertificateAuthority リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DeleteCertificateAuthority リ
クエストの最大数。

DeletePermission リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DeletePermission リクエス
トの最大数。

DeletePolicy リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの DeletePolicy リ
クエストの最大数。

DescribeCertificateAuthority リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

できる 1 秒あたりの 
DescribeCertificateAuthority 
リクエストの最大数。

DescribeCertificateAuthorityAuditReport リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 
リクエストの最大数。

GetCertificate リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 75

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの GetCertificate リ
クエストの最大数。

GetCertificateAuthorityCertificate リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
GetCertificateAuthorityCertificate 
リクエストの最大数。

GetCertificateAuthorityCsr リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
GetCertificateAuthorityCsr 
リクエストの最大数。

GetPolicy リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの GetPolicy リク
エストの最大数。

ImportCertificateAuthorityCertificate リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ImportCertificateAuthorityCertificate 
リクエストの最大数。

IssueCertificate リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの IssueCertificate 
リクエストの最大数。

ListCertificateAuthorities リクエストレート サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ListCertificateAuthorities リ
クエストの最大数。

ListPermissions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの ListPermissions 
リクエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListTags リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの ListTags リクエ
ストの最大数。

PutPolicy リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの PutPolicy リク
エストの最大数。

RestoreCertificateAuthority リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
RestoreCertificateAuthority 
リクエストの最大数。

RevokeCertificate リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
RevokeCertificate リクエス
トの最大数。

TagCertificateAuthority リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
TagCertificateAuthority リク
エストの最大数。

UntagCertificateAuthority リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
UntagCertificateAuthority リ
クエストの最大数。

UpdateCertificateAuthority リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
UpdateCertificateAuthority 
リクエストの最大数。

AWS Chatbot エンドポイントとクォータ
AWS Chatbot は現在、サービスエンドポイントをサポートしておらず、調整可能なクォータはありませ
ん。AWS のサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンド
ポイントに加えて、一部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供しま
す。詳細については、「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォー
タ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。
詳細については、「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Amazon Chime エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
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部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon Chime には HTTPS: service.chime.aws.amazon.com をサポートするエンドポイントが 1 つあり
ます

Service Quotas
以下の表では、Amazon Chime ルームとメンバーシップの追加のクォータを示しています。

リソース デフォルト

アカウントあたりのルーム数 1,500

プロファイルあたりのルーム数 1,500

ルームあたりのメンバーシップ 1,000

プロファイルあたりのメンバーシップ 1,000

Amazon Chime SDK エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

目次
• サービスエンドポイント (p. 124)

• アイデンティティ (p. 124)
• メディアパイプラインのリージョンのエンドポイント (p. 124)
• メッセージング (p. 124)
• 音声 (p. 125)
• WebRTC メディアセッション (p. 125)
• レガシー (p. 126)

• Service Quotas (p. 126)
• Amazon Chime SDK Identity のクオータ (p. 126)
• Amazon Chime SDK 会議 WebRTC のクォータ (p. 127)
• Amazon Chime SDK メディアパイプラインのクォータ (p. 130)
• Amazon Chime SDK メッセージングのクォータ (p. 130)
• SIP トランキングと音声のクォータ (p. 134)
• Amazon Chime SDK WebRTC のクォータ (p. 127)

Version 1.0
123



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Chime SDK

サービスエンドポイント

アイデンティティ

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 identity-chime.us-east-1.amazonaws.com

identity-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-
central-1

identity-chime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

メディアパイプラインのリージョンのエンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 media-pipelines-chime.us-
east-1.amazonaws.com

media-pipelines-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 media-pipelines-chime.us-
west-2.amazonaws.com

media-pipelines-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

media-pipelines-chime.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-
central-1

media-pipelines-chime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

メッセージング

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 messaging-chime.us-
east-1.amazonaws.com

messaging-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-
central-1

messaging-chime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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音声

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 voice-chime.us-east-1.amazonaws.com

voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 voice-chime.us-west-2.amazonaws.com

voice-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソウ
ル)

ap-
northeast-2

voice-chime.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

voice-chime.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シド
ニー)

ap-
southeast-2

voice-chime.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東京) ap-
northeast-1

voice-chime.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中部) ca-
central-1

voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-
central-1

voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンドン) eu-west-2 voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

WebRTC メディアセッション

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com

meetings-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com

meetings-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

meetings-chime.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-
central-1

meetings-chime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (米国東部) us-gov-
east-1

meetings-chime.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

AWS GovCloud (米国西部) us-gov-
west-1

meetings-chime.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

レガシー

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 service.chime.aws.amazon.com

service-fips.chime.aws.amazon.com

HTTPS

Service Quotas
次のセクションの表では、Amazon Chime SDK サービスのクォータを一覧表示して説明しています。

Note

サービスクォータは AWS リージョンごとです。調整可能な場合、クォータはリクエストされた
リージョンのためにのみ変更されます。

Amazon Chime SDK Identity のクオータ

Amazon Chime SDK Identity API の AppInstance、AppInstanceUser、AppInstanceEndpoint の管理には、
以下のクォータが適用されます。クォータは API ごとに適用されます。

Amazon Chime SDK Identity には、次のリソースクォータがあります。

名前 デフォルト 調整可能 説明

Amazon Chime SDK 
Identity - AWS アカ
ウントあたりの最大 
AppInstances

100 はい AWS アカウントで作成
できる AppInstances の
最大数。

Amazon Chime 
SDK Identity - 
AppInstance あたりの 
AppInstanceUsers の最
大数

100,000 はい AppInstance で作成でき
る AppInstanceUsers の
最大数

Amazon Chime 
SDK Identity - 
AppInstance あたりの 
AppInstanceUserAdmins 
の最大数

100 はい AppInstance 
で作成できる 
AppInstanceUserAdmins 
の最大数。

Amazon Chime 
SDK Identity - 
AppInstanceUser 
あたりの 
AppInstanceUserEndpoints 
の最大数

10 [Yes (はい)] AppInstanceUser 
用に作成できる 
AppInstanceUserEndpoints 
の最大数
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次の制限は、API ごとの AppInstances、AppInstanceUsers、および AppInstanceEndpoints の管理につい
て Amazon Chime SDK Identity API に適用されます。

名前 デフォルト 調整可能 説明

Amazon Chime 
SDK Identity - 
CreateAppInstance、UpdateAppInstance、DeleteAppInstance 
リクエストのレート

各 AppInstance で 1 秒
につき 5 件のリクエス
ト

はい AWS アカウントで 
AppInstances を同時に
作成、更新、削除でき
る 1 秒あたりの最大リ
クエスト数

Amazon Chime 
SDK Identity - 
CreateAppInstanceUser、UpdateAppInstanceUser、DeleteAppInstanceUser 
リクエストのレート

各 AppInstance で 1 秒
につき 10 件のリクエス
ト

はい AWS アカウントで 
AppInstanceUsers を同
時に作成、更新、削除
できる 1 秒あたりの最
大リクエスト数

Amazon Chime 
SDK Identity - 
DescribeAppInstance リ
クエストのレート

AppInstance あたり 1 秒
ごとに 20 個のリクエス
ト

はい 特定の AppInstance 
のために 
DescribeAppInstance 
API を呼び出すことがで
きる 1 秒あたりの最大
リクエスト数

Amazon Chime 
SDK Identity - 
DescribeAppInstanceUser 
リクエストのレート

各 AppInstanceUser で 
1 秒につき 20 件のリク
エスト

はい 特定の AppInstanceUser 
のために 
DescribeAppInstanceUser 
API を呼び出すことがで
きる 1 秒あたりの最大
リクエスト数

Amazon Chime 
SDK Identity - 
ListAppInstances リクエ
ストのレート

AWS アカウントあたり 
1 秒ごとに 10 個のリク
エスト

はい AWS アカウントのため
に ListAppInstances API 
を呼び出すことができ
る 1 秒あたりの最大リ
クエスト数

Amazon Chime 
SDK Identity - 
ListAppInstanceUsers 
リクエストのレート

各 AppInstanceUser で 
1 秒につき 10 件のリク
エスト

はい 特定の AppInstance 
のために 
ListAppInstanceUsers 
API を呼び出すことがで
きる 1 秒あたりの最大
リクエスト数

Amazon Chime SDK 
Identity - 各 AWS アカウ
ントの 1 秒あたりの合
計リクエスト数

各 AWS アカウントで 1 
秒につき 50 件のリクエ
スト

はい AWS アカウントで
Chime SDK Identity API
を同時に呼び出すこと
ができる 1 秒あたりの
最大リクエスト数

Amazon Chime SDK 会議 WebRTC のクォータ

Amazon Chime SDK 会議 WebRTC メディアセッションには次のクォータがあります。
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名前 デフォルト 調整可
能

同時会議の制限 250 はい

ミーティングあたりの Amazon Chime SDK 出席者 250 いいえ

Chime SDK 会議 - プライマリミーティングあたりのレプリカ
ミーティング

4 はい

詳細に
ついて
は、Service 
Quotas 
コン
ソー
ルの
「Chime 
SDK 
Meetings 
- replica 
meetings 
per 
primary 
meeting」
(Chime 
SDK 会
議 - プ
ライマ
リミー
ティ
ングあ
たりの
レプリ
カミー
ティン
グ) ペー
ジを参
照して
くださ
い。

Chime SDK 会議 - ミーティングごとに公開される最大同時ビ
デオストリーム

25 はい (最
大 250)

詳細に
ついて
は、Service 
Quotas 
コン
ソー
ルの
「Chime 
SDK 
Meetings 
- 
maximum 
concurrent 

Version 1.0
128

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-154D84D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-AC1D2091
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-AC1D2091
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-AC1D2091
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-AC1D2091
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-AC1D2091
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/chime/quotas/L-AC1D2091


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Chime SDK

名前 デフォルト 調整可
能
video 
streams 
published 
per 
meeting」
(Chime 
SDK 
会議 
- ミー
ティン
グご
とに公
開され
る最大
同時ビ
デオス
トリー
ム) ペー
ジを参
照して
くださ
い。

Chime SDK 会議 - 出席者ごとにサブスクライブされる最大同
時ビデオストリーム

25 いいえ

Chime SDK 会議 - 同時会議の制限 250 はい

Chime SDK 会議 - すべてのミーティング管理 API リクエスト
のバースト制限

20 いいえ

BatchCreateAttendees レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

BatchCreateAttendees バースト制限 20 いいえ

BatchCreateAttendees レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

CreateAttendee バースト制限 20 いいえ

CreateAttendee レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

CreateMeeting バースト制限 20 いいえ

Amazon Chime 10 いいえ

CreateMeetingWithAttendees バースト制限 20 いいえ

CreateMeetingWithAttendees レート制限 (トランザクション/
秒)

10 いいえ

DeleteAttendee バースト制限 20 いいえ

DeleteAttendee レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

DeleteMeeting バースト制限 20 いいえ

DeleteMeeting レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ
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名前 デフォルト 調整可
能

GetMeeting バースト制限 20 いいえ

GetMeeting レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

ListAttendees バースト制限 20 いいえ

ListAttendees レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

ListMeetings バースト制限 20 いいえ

ListMeetings レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

* これらの制限は、同時ミーティングの制限が増えると自動的に調整されます。

Amazon Chime SDK メディアパイプラインのクォータ
Amazon Chime SDK メディアパイプラインには次のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整可能

Amazon Chime - すべてのメディ
アキャプチャパイプライン API 
リクエストのバースト制限

10 いいえ

Amazon Chime - すべてのメディ
アパイプライン API リクエスト
の 1 秒あたりのトランザクショ
ン数に対するレート制限

10 いいえ

Amazon Chime - アカウントあた
りのアクティブメディアパイプ
ラインの合計

100 いいえ

Amazon Chime SDK メディアパ
イプライン - すべてのメディアパ
イプライン API リクエストの 1 
秒あたりのトランザクション数
のレート制限

10 [Yes (はい)]

Amazon Chime SDK メディアパ
イプライン - アカウントごとのア
クティブなメディアパイプライ
ンの合計

10 [Yes (はい)]

Amazon Chime SDK メッセージングのクォータ
Amazon Chime SDK メッセージングには次のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整可能

Amazon Chime SDK メッセージ
ング - AppInstanceUser あたりの
最大同時アクティブ接続数

10 [Yes (はい)]
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名前 デフォルト 調整可能

Amazon Chime SDK メッセー
ジング - AppInstance あたりの 
ChannelFlow の最大数

100 はい

Amazon Chime SDK メッセー
ジング - Channel あたりの 
ChannelMembership の最大数

10,000 はい

Amazon Chime SDK メッセー
ジング - ChannelFlow あたりの 
ChannelProcessor の最大数

1 はい

Amazon Chime SDK メッセー
ジング - AppInstance あたりの 
Channel の最大数

10,000,000 はい

Amazon Chime SDK メッセージ
ング - チャンネルあたりのモデ
レーターの最大数

1,000 はい

Amazon Chime SDK メッセー
ジング - ChannelFlow あたりの 
ChannelProcessor の最大数

1 はい

Amazon Chime SDK メッセー
ジング - プリフェッチの最大 
CHANNEL_DETAILS イベント

50 はい

Amazon Chime SDK メッ
セージング - プリフェッチの 
CHANNEL_DETAILS イベントに
おける最大 ChannelMessages

20 はい

Amazon Chime SDK メッ
セージング - プリフェッ
チの CHANNEL_DETAILS 
イベントにおける最大 
ChannelMemberships

30 はい

Amazon Chime SDK メッセージ
ング - AppInstance あたりの最大 
Elastic Channel*

1 はい

Amazon Chime SDK メッセージ
ング - Elastic Channel あたりの
最大 SubChannel*

100 はい

Amazon Chime SDK メッセージ
ング - SubChannel あたりの最大 
ChannelMemberships*

1,000 はい

Note

制限の引き上げ
後、MaximumSubChannelsPerElasticChannel 
と 
MaximumChannelMembershipsPerSubChannel 
の積は 100 万を超える
ことはできません。
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*us-east-1 リージョンでのみご利用いただけます。

Note

大規模なチャットチャネルを持つお客様は、大概の場合、料金がボリュームディスカウントの対
象となります。詳細については、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

上記のクォータに加えて、Amazon Chime SDK メッセージングには次の API レートがあります。

名前 デフォルト 調整可能 説明

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
CreateChannel、UpdateChannel、DeleteChannel 
リクエストのレート

AppInstance あたり 1 秒
ごとに 15 個のリクエス
ト

はい 特定の AppInstance の 
Channel を同時に作
成、更新、または削除
できる 1 秒あたりの最
大リクエスト数

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
ListChannels リクエス
トのレート

各 AppInstance で 1 秒
につき 10 件のリクエス
ト

はい 特定の AppInstance の
ために ListChannels 
API を呼び出すことがで
きる最大レート

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
DescribeChannel リクエ
ストのレート

チャネルあたり 1 秒ご
とに 20 個のリクエスト

はい 特定の AppInstance の
ために DescribeChannel
API を呼び出すことがで
きる最大レート

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
CreateChannelMembership、DeleteChannelMembership、CreateChannelBan、DeleteChannelBan、CreateChannelModerator、DeleteChannelModerator 
リクエストのレート

us-east-1: チャネルあ
たり 1 秒ごとに 15 個の
リクエスト、伸縮自在
なチャネルあたり 1 秒
ごとに 30 個のリクエス
ト

eu-central-1: チャネ
ルあたり 1 秒ごとに 10 
個のリクエスト

はい 特定の Channel の 
Channel メンバーシッ
プ、停止、モデレー
ターを同時に作成、更
新、または削除できる 
1 秒あたりの最大リクエ
スト数

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
ListChannelMemberships、ListChannelBans、ListChannelModerators 
リクエストのレート

各 Channel および 
Elastic Channel で 1 秒
につき 15 件のリクエス
ト

はい 特定の Channel の 
Channel メンバーシッ
プ、停止、モデレー
ターを同時に一覧表示
できる 1 秒あたりの最
大リクエスト数

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
SendChannelMessage、UpdateChannelMessage、RedactChannelMessage、DeleteChannelMessage 
リクエストのレート

us-east-1: 各 Channel 
または SubChannel で 1 
秒につき 30 件のリクエ
スト

eu-central-1: チャネ
ルあたり 1 秒ごとに 10 
個のリクエスト

はい 特定の Channel ま
たは SubChannel の 
ChannelMessages を
同時に作成、更新、
マスキング、または削
除できる 1 秒あたり
の最大リクエスト数。
これには、メッセー
ジを更新するための
ChannelFlowCallback 
API に対する呼び出しが
含まれます。
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名前 デフォルト 調整可能 説明

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
ListChannelMessages 
リクエストのレート

チャネルまたはサブ
チャネルあたり 1 秒ご
とに 30 個のリクエスト

はい 特定の Channel または 
SubChannel のために
ListChannelMessages
を呼び出すことができ
る 1 秒あたりの最大リ
クエスト数。

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
GetChannelMessage リ
クエストのレート

チャネルまたはサブ
チャネルあたり 1 秒ご
とに 30 個のリクエスト

はい 特定の Channel または 
SubChannel のために
GetChannelMessage を
呼び出すことができる 
1 秒あたりの最大リクエ
スト数。

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser、ListChannelsModeratedByAppInstanceUser 
リクエストのレート

各 AppInstanceUser で 
1 秒につき 15 件のリク
エスト

はい 特定の AppInstance 
のために
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser
および
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser
API を同時に呼び出すこ
とができる 1 秒あたり
の最大リクエスト数

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
ListSubChannels リクエ
ストのレート

伸縮自在なチャネルあ
たり 1 秒ごとに 15 個の
リクエスト

はい 特定の Elastic 
Channel のために
ListSubChannels API を
呼び出すことができる 
1 秒あたりの最大リクエ
スト数

Amazon Chime SDK メッセージングには、次の一般的な API レートもあります。

名前 デフォルト 調整可能 説明

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
ChimeBearer あたりの 
API リクエストのレート

us-east-1: 
AppInstanceUser あたり 
1 秒ごとに 10 個のリク
エスト

eu-central-1: 
AppInstanceUser あたり 
1 秒ごとに 5 個のリクエ
スト

はい 特定の ChimeBearer 
が Messaging API を
同時に呼び出すこと
ができる 1 秒あたり
の最大リクエスト数。
この制限は、1 つの 
AppInstanceUser が 
AppInstance の 1 つ
の Channel でのオペ
レーションのために
すべてのスループッ
トを消費しないよう
にします。特定の 
AppInstanceUsers のた
めに制限の引き上げを
リクエストできます。

Amazon Chime SDK 
メッセージング - Batch 
API リクエストのレート

リソースあたり 1 秒ご
とに 1 個のリクエスト

いいえ 各 Batch API を呼び出
すことができる 1 秒あ
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名前 デフォルト 調整可能 説明
たりの最大リクエスト
数

Amazon Chime SDK 
メッセージング - 
AppInstanceUser あたり
の WebSocket 接続リク
エストのレート

AppInstanceUser あたり 
1 秒ごとに 1 個のリクエ
スト

いいえ 異なるセッ
ションであって
も、AppInstanceUser が
新しい WebSocket 接続
を確立できる 1 秒あた
りの最大リクエスト数

SIP トランキングと音声のクォータ
Amazon Chime SDK の SIP トランキングと音声には次のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整可
能

アカウントあたりの Amazon Chime Voice Connector がプロ
ビジョニングした電話番号

25 はい

アカウントあたりの Amazon Chime Voice Connectors 3 はい

アカウントあたりの Amazon Chime Voice Connector グルー
プの数

3 はい

Amazon Chime Voice Connectors グループあたりの Amazon 
Chime Voice Connectors

3 はい

各 Amazon Chime Voice Connector の呼び出し/秒 1 はい

1 秒あたりの Amazon Chime CreateSipMediaApplicationCall 
トランザクション

1 はい

アカウントあたりの Amazon Chime SIP メディアアプリケー
ション

30 はい

Amazon Chime SIP メディアアプリケーションあたりの 
Amazon Chime SIP ルール

25 はい

Amazon Chime UpdateSipMediaApplicationCall 1 はい

Amazon Chime SDK WebRTC のクォータ
Amazon Chime SDK 会議 WebRTC メディアセッションには次のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整可
能

同時会議の制限 250 はい

ミーティングあたりの Amazon Chime SDK 出席者 250 いいえ

Chime SDK 会議 - プライマリミーティングあたりのレプリカ
ミーティング

4 はい 詳
細に
ついて
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名前 デフォルト 調整可
能
は、Service 
Quotas 
コン
ソー
ルの
「Chime 
SDK 
ミー
ティン
グ - プ
ライマ
リミー
ティ
ングあ
たりの
レプリ
カミー
ティン
グ」
ページ
を参
照して
くださ
い。

Chime SDK 会議 - ミーティングごとに公開される最大同時ビ
デオストリーム

25 はい 詳
細に
ついて
は、Service 
Quotas 
コン
ソー
ルの
「Chime 
SDK 
ミー
ティ
ング 
- ミー
ティン
グごと
に公開
される
最大同
時ビデ
オス
トリー
ム」
ペー
ジを参
照して
くださ
い。
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名前 デフォルト 調整可
能

Chime SDK 会議 - 出席者ごとにサブスクライブされる最大同
時ビデオストリーム

25 いいえ

Chime SDK 会議 - 同時会議の制限 250 はい

Chime SDK 会議 - すべてのミーティング管理 API リクエスト
のバースト制限

20 いいえ

BatchCreateAttendees レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

BatchCreateAttendees バースト制限 20 いいえ

BatchCreateAttendees レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

CreateAttendee バースト制限 20 いいえ

CreateAttendee レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

CreateMeeting バースト制限 20 いいえ

Amazon Chime 10 いいえ

CreateMeetingWithAttendees バースト制限 20 いいえ

CreateMeetingWithAttendees レート制限 (トランザクション/
秒)

10 いいえ

DeleteAttendee バースト制限 20 いいえ

DeleteAttendee レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

DeleteMeeting バースト制限 20 いいえ

DeleteMeeting レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

GetMeeting バースト制限 20 いいえ

GetMeeting レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

ListAttendees バースト制限 20 いいえ

ListAttendees レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

ListMeetings バースト制限 20 いいえ

ListMeetings レート制限 (トランザクション/秒) 10 いいえ

AWSClean Rooms のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Version 1.0
136



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Clean Rooms

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

分析ルールサイズ サポートされている
各リージョン: 100 
KB

いい
え

分析ルールの JSON の最大
サイズ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの作成済みコラボレー
ション

サポートされている
各リージョン: 10

はい 各アカウントで作成される
コラボレーションの最大数

設定済みテーブル許可リストあたりの列 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

設定された各テーブルでホ
ワイトリストに登録できる
列の最大数

メンバーシップあたりの同時実行クエリ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

メンバーシップあたりの継
続的な同時クエリの最大数

アカウントあたりの設定済みテーブル サポートされている
各リージョン: 60

いい
え

各アカウントで作成される
設定済みテーブルの最大数

保護されたクエリあたりの設定済みテーブ
ル

サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

保護されたクエリで設定さ
れたテーブルの最大数

コラボレーションあたりの招待済みメン
バー

サポートされている
各リージョン: 5

はい 各コラボレーションで招待
されるメンバーの最大数

アカウントあたりのメンバーシップ サポートされている
各リージョン: 30

はい 各アカウントでアクティブ
なメンバーシップの最大数

クエリテキストの長さ サポートされている
各リージョン: 16 キ
ロバイト

いい
え

SQL クエリステートメント
の最大テキスト長

BatchGetSchema リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
BatchGetSchema API 呼び
出しの最大数

CreateCollaboration リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
CreateCollaboration API 呼
び出しの最大数

CreateConfiguredTable リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
CreateConfiguredTable API 
呼び出しの最大数

CreateConfiguredTableAnalysisRule リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
CreateConfiguredTableAnalysisRule 
API 呼び出しの最大数

CreateConfiguredTableAssociation リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
CreateConfiguredTableAssociation 
API 呼び出しの最大数

CreateMembership リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
CreateMembership API 呼び
出しの最大数

DeleteCollaboration リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
DeleteCollaboration API 呼
び出しの最大数

DeleteConfiguredTable リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
DeleteConfiguredTable API 
呼び出しの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteConfiguredTableAnalysisRule リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 
API 呼び出しの最大数

DeleteConfiguredTableAssociation リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
DeleteConfiguredTableAssociation 
API 呼び出しの最大数

DeleteMember リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの DeleteMember 
API 呼び出しの最大数

DeleteMembership リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
DeleteMembership API 呼び
出しの最大数

GetCollaboration リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
GetCollaboration API 呼び出
しの最大数

GetConfiguredTable リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 秒あたりの 
GetConfiguredTable API 呼
び出しの最大数

GetConfiguredTableAnalysisRule リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
GetConfiguredTableAnalysisRule 
API 呼び出しの最大数

GetConfiguredTableAssociation リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
GetConfiguredTableAssociation 
API 呼び出しの最大数

GetMembership リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
GetMembership API 呼び出
しの最大数

GetProtectedQuery リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 秒あたりの 
GetProtectedQuery API 呼
び出しの最大数

GetSchema リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの GetSchema 
API 呼び出しの最大数

GetSchemaAnalysisRule リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
GetSchemaAnalysisRule 
API 呼び出しの最大数

ListCollaborations リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
ListCollaborations API 呼び
出しの最大数

ListConfiguredTableAssociations リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
ListConfiguredTableAssociations 
API 呼び出しの最大数

ListConfiguredTables リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
ListConfiguredTables API 呼
び出しの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Cloud Control API

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListMembers リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの ListMembers 
API 呼び出しの最大数

ListMemberships リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
ListMemberships API 呼び
出しの最大数

ListProtectedQueries リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
ListProtectedQueries API 呼
び出しの最大数

ListSchemas リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの ListSchemas 
API 呼び出しの最大数

StartProtectedQuery リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
StartProtectedQuery API 呼
び出しの最大数

UpdateCollaboration リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
UpdateCollaboration API 呼
び出しの最大数

UpdateConfiguredTable リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
UpdateConfiguredTable API 
呼び出しの最大数

UpdateConfiguredTableAnalysisRule リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 
API 呼び出しの最大数

UpdateConfiguredTableAssociation リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりの 
UpdateConfiguredTableAssociation 
API 呼び出しの最大数

メンバーシップあたりのテーブルの関連付
け

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

メンバーシップあたりの
テーブルの関連付けの最大
数

詳細については、「AWS Clean Rooms ユーザーガイド」の「AWSClean Rooms のクォータ」を参照して
ください。

Cloud Control API エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Cloud Control API

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Cloud Control API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Cloud9

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
このサービスにはクォータがありません。

AWS Cloud9 エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloud9.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloud9.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cloud9.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloud9.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 cloud9.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cloud9.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloud9.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Cloud9

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloud9.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloud9.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloud9.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloud9.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cloud9.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cloud9.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cloud9.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cloud9.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloud9.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

EC2 開発環境 サポートされている
各リージョン: 200

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる 
AWS Cloud9 EC2 開発環境
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Cloud Directory

名前 デフォルト 調整
可能

説明

EC2 開発環境 サポートされている
各リージョン: 100

はい このユーザーで現在のリー
ジョンに作成できる AWS 
Cloud9 EC2 開発環境の最大
数。

開発環境あたりのメンバー サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンの 1 つの AWS 
Cloud9 開発環境に参加でき
るユーザーの最大数。

SSH 開発環境 サポートされている
各リージョン: 200

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる 
AWS Cloud9 SSH 開発環境
の最大数。

SSH 開発環境 サポートされている
各リージョン: 100

はい このユーザーで現在のリー
ジョンに作成できる AWS 
Cloud9 SSH 開発環境の最
大数。

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS Cloud9 のクォータ」を参照してください。

Amazon Cloud Directory エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFormation

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
詳細については、「Amazon Cloud Directory quotas」を参照してください。

AWS CloudFormation エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloudformation.us-east-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloudformation.us-east-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cloudformation.us-west-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudformation.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFormation

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 cloudformation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cloudformation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

cloudformation.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

StackSets 地域サポート
StackSets は、次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 stacksets.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 stacksets.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 stacksets.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 stacksets.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 stacksets.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 stacksets.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 stacksets.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

stacksets.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 stacksets.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

stacksets.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

stacksets.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

stacksets.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

stacksets.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

stacksets.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

stacksets.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

stacksets.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 stacksets.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 stacksets.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 stacksets.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 stacksets.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 stacksets.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

stacksets.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

stacksets.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 stacksets.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

stacksets.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

stacksets.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation StackSets」を参照して
ください。

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudFormation テンプレートのマッピング
あたりの属性

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

AWS CloudFormation テン
プレートで宣言できる各
マッピングのマッピング属
性の最大数。

カスタムリソースプロバイダーのデータ サポートされている
各リージョン: 4,096 
バイト

いい
え

カスタムリソースプロバイ
ダが渡すことができるデー
タの最大量。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudFormation テンプレートで宣言された
マッピング。

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

AWS CloudFormation テン
プレートで宣言できるマッ
ピングの最大数。

CloudFormation テンプレートにおけるテン
プレートの説明の最大サイズ

サポートされている
各リージョン: 1,024 
バイト

いい
え

テンプレートの説明の最大
サイズ

アカウントあたりのモジュール制限 サポートされている
各リージョン: 100

はい 登録できるモジュールタイ
プの最大数。

ネストされたモジュール サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

モジュールあたりのネスト
のレベル数。

CloudFormation テンプレートの出力数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

AWS CloudFormation テン
プレートで宣言できる出力
の最大数。

CloudFormation テンプレートで宣言された
パラメータ。

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

AWS CloudFormation テン
プレートで宣言できるパラ
メータの最大数。

アカウントあたりのリソース制限 サポートされている
各リージョン: 50

はい 登録できるリソースタイプ
の最大数。

CloudFormation テンプレートで宣言された
リソース

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

AWS CloudFormation テン
プレートで宣言できるリ
ソースの最大数。

マッピング属性名のサイズ サポートされている
各リージョン: 255

いい
え

各マッピング名の最大サイ
ズ。

CloudFormation テンプレートのパラメータ
値のサイズ

サポートされている
各リージョン: 4,096

いい
え

パラメータ値の最大サイズ

CloudFormation テンプレートのリソース名
のサイズ

サポートされている
各リージョン: 255

いい
え

リソース名の最大サイズ

ValidateStack リクエストの S3 オブジェク
ト内のテンプレート本文のサイズ

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Amazon S3 テンプ
レート URL を含む 
CreateStack、UpdateStack、ValidateTemplate 
リクエストに対して 
Amazon S3 オブジェクト
を渡すことができるテンプ
レート本文の最大サイズ。

CloudFormation テンプレートの出力名のサ
イズ

サポートされている
各リージョン: 255

いい
え

出力名の最大サイズ。

CloudFormation テンプレートのパラメータ
名のサイズ

サポートされている
各リージョン: 255

いい
え

パラメータ名の最大サイズ

CreateStack リクエストのテンプレート本
文のサイズ

サポートされてい
る各リージョン: 
51,200 バイト

いい
え

CreateStack、UpdateStack、
または ValidateTemplate リ
クエストで渡すことができ
るテンプレート本文の最大
サイズ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スタック数 サポートされている
各リージョン: 2,000

はい 作成できる AWS 
CloudFormation スタックの
最大数。

管理者アカウントあたりのスタックインス
タンスオペレーション

eu-central-1: 3,500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
10,000

はい 各リージョンで、関係する
スタックセット全体で、管
理者アカウントにつき同時
にオペレーションを実行で
きるスタックインスタンス
の最大数。

スタックセットあたりのスタックインスタ
ンス数

eu-central-1: 2,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
100,000

はい スタックセットごとに作成
できる最大スタックインス
タンス数。

管理者アカウントあたりのスタックセット eu-central-1: 100

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,000

はい 管理者アカウントで作成す
ることができる最大 AWS 
CloudFormation スタック
セット数。

モジュールあたりのバージョン制限 サポートされている
各リージョン: 100

はい 登録できるモジュールタイ
プごとの最大バージョン
数。

リソースあたりのバージョン制限 サポートされている
各リージョン: 50

はい 登録できるリソースタイプ
ごとの最大バージョン数。

cfn-signal の待機条件データ サポートされている
各リージョン: 4,096 
バイト

いい
え

cfn-signal が渡すことができ
るデータの最大量。

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation のクォータ」を参照し
てください。

Amazon CloudFront エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル Amazon Route 53 ホスト
ゾーン ID*

米国東部
（バージニ

us-east-1 cloudfront.amazonaws.com HTTPS Z2FDTNDATAQYW2
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル Amazon Route 53 ホスト
ゾーン ID*

ア州北部） 
リージョン

cloudfront-
fips.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ディストリビューションあたりの代替ドメ
イン名 (CNAME)

サポートされている
各リージョン: 100

はい ディストリビューション
あたりの代替ドメイン名 
(CNAME) の最大数。

ディストリビューションあたりのキャッ
シュ動作

サポートされている
各リージョン: 25

はい ディストリビューションあ
たりのキャッシュ動作の最
大数。

AWS アカウントあたりのキャッシュポリ
シー

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

AWS アカウントあたりの
キャッシュポリシーの最大
数。

CloudFront Functions: 1 つの関数に関連付
けられるディストリビューションの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい 1 つの CloudFront 関数に
関連付けられる CloudFront 
ディストリビューションの
最大数。

同時実行数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 各リージョンの同時実行の
最大数。

オリジン別の接続試行回数 サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

オリジンあたりの接続試行
回数 (1～3)。

オリジン別の接続タイムアウト サポートされている
各リージョン: 10 秒

いい
え

オリジンあたりの接続タイ
ムアウト (1～10 秒)。

キャッシュポリシーあたりの Cookie サポートされている
各リージョン: 10

はい キャッシュポリシーあたり
の Cookie の最大数。

オリジンリクエストポリシーあたりの 
Cookie

サポートされている
各リージョン: 10

はい オリジンリクエストポリ
シーあたりの Cookie の最大
数。

カスタムヘッダーあり: ヘッダー名の最大
長

サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

ヘッダー名の最大長 (文字
数)。

カスタムヘッダー: ヘッダー値の最大長 サポートされている
各リージョン: 1,783

いい
え

ヘッダー値の最大長 (文字
数)。

カスタムヘッダー: 結合されるすべての
ヘッダー値および名前の最大長

サポートされてい
る各リージョン: 
10,240

いい
え

結合されるすべてのヘッ
ダー値および名前の最大
長。

カスタムヘッダーあり: オリジンリクエス
トを追加するように CloudFront を設定可
能なカスタムヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

はい オリジンリクエストを追加
するように CloudFront を設
定可能なカスタムヘッダー
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ディストリビューションごとのデータ転送
レート

サポートされている
各リージョン: 150

はい ディストリビューションご
との最大データ転送レート 
(Gbps)。

1 つのキーグループに関連付けられたディ
ストリビューション

サポートされている
各リージョン: 100

はい 1 つのキーグループに関
連付けられたディストリ
ビューションの最大数。

同じキャッシュポリシーに関連付けられた
ディストリビューション

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

同じキャッシュポリシーに
関連付けられたディストリ
ビューションの最大数。

同じオリジンリクエストポリシーに関連付
けられたディストリビューション

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

同じオリジンリクエストポ
リシーに関連付けられた
ディストリビューションの
最大数。

トリガーを作成できる AWS アカウントご
とのディストリビューション

サポートされている
各リージョン: 25

はい トリガーを作成できる AWS 
アカウントごとのディスト
リビューションの最大数。

ファイルの無効化: 許可されるアクティブ
なワイルドカード無効化の最大数

サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

許可されるアクティブなワ
イルドカード無効化の最大
数。

ファイルの無効化: ワイルドカードの無効
化を除く、アクティブな無効化リクエスト
で許可されるファイルの最大数

サポートされている
各リージョン: 3,000

いい
え

ワイルドカードの無効化を
除く、アクティブな無効
化リクエストで許可される
ファイルの最大数。

関数のメモリサイズ (ビューワーリクエス
トと応答イベント)

サポートされている
各リージョン: 128 
MB

いい
え

関数の最大メモリサイズ 
(MB)。(ビューワーリクエス
トとレスポンスイベント)

関数タイムアウト (オリジンリクエストと
応答イベント)

サポートされている
各リージョン: 30 秒

いい
え

関数の最大タイムアウト 
(秒)。(オリジンリクエスト
とレスポンスイベント)

ビューワーリクエストと応答イベントの関
数タイムアウト

サポートされている
各リージョン: 5 秒

いい
え

関数の最大タイムアウト 
(秒)。(ビューワーリクエス
トとレスポンスイベント)

キャッシュポリシーあたりのヘッダー サポートされている
各リージョン: 10

はい キャッシュポリシーあたり
のヘッダーの最大数。

オリジンリクエストポリシーあたりのヘッ
ダー

サポートされている
各リージョン: 10

はい オリジンリクエストポリ
シーあたりのヘッダーの最
大数。

1 つのディストリビューションに関連付け
られたキーグループ

サポートされている
各リージョン: 4

はい 1 つのディストリビュー
ションに関連付けられた
キーグループの最大数。

AWS アカウントあたりのキーグループ サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたりの
キーグループの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Lambda 関数および組み込みライブラリの
最大圧縮サイズ。(オリジンリクエストとレ
スポンスイベント)

サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

いい
え

Lambda 関数および組み込
みライブラリの最大圧縮サ
イズ (MB)。(オリジンリク
エストとレスポンスイベン
ト)

Lambda 関数および組み込みライブラリの
最大圧縮サイズ。(ビューワーリクエストと
レスポンスイベント)

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Lambda 関数および組み込
みライブラリの最大圧縮サ
イズ (MB)。(ビューワーリ
クエストとレスポンスイベ
ント)

HTTP GET、POST、PUT リクエストの最
大ファイルサイズ

サポートされてい
る各リージョン: 20 
GB

いい
え

HTTP GET、POST、PUT 
リクエストの最大ファイル
サイズ (GB)。

URL の最大長 サポートされている
各リージョン: 8,192 
バイト

いい
え

URL の最大長 (バイト)。

暗号化するフィールドの最大長 サポートされている
各リージョン: 16 キ
ロバイト

いい
え

暗号化するフィールドの最
大長 (KB)。

フィールドレベル暗号化が設定されている
場合のリクエストボディの最大長

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

フィールドレベル暗号化が
設定されている場合のリ
クエストボディの最大長 
(MB)。

ヘッダーとクエリ文字列を含むが、本文の
コンテンツは含まないリクエストの最大長

サポートされてい
る各リージョン: 
20,480 バイト

いい
え

ヘッダーとクエリ文字列を
含むが、本文のコンテンツ
は含まないリクエストの最
大長 (バイト)。

1 つのフィールドレベル暗号化設定に関連
付けることができる CloudFront ディスト
リビューションの最大数

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 つのフィールドレベル暗
号化設定に関連付けること
ができる CloudFront ディ
ストリビューションの最大
数。

ホワイトリストに登録されたクエリ文字列
の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 128

いい
え

ホワイトリストに登録され
たクエリ文字列の最大文字
数。

同じパラメータ内のすべてのホワイトリス
トに登録されたクエリ文字列の最大合計文
字数

サポートされている
各リージョン: 512

いい
え

同じパラメータ内のすべて
のホワイトリストに登録さ
れたクエリ文字列の最大合
計文字数。

1 つの AWS アカウントに関連付けること
ができるフィールドレベル暗号化設定の最
大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つの AWS アカウントに
関連付けることができる
フィールドレベル暗号化設
定の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 つの AWS アカウントに関連付けること
ができるフィールドレベル暗号化プロファ
イルの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つの AWS アカウントに
関連付けることができる
フィールドレベル暗号化プ
ロファイルの最大数。

フィールドレベル暗号化が設定されている
場合のリクエストボディの最大フィールド
数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

フィールドレベル暗号化が
設定されている場合のリク
エストボディの最大フィー
ルド数。

1 つのプロファイルに指定できる暗号化す
るフィールドの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つのプロファイルに指定
できる暗号化するフィール
ドの最大数。

1 つの AWS アカウントに追加できるパブ
リックキーの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つの AWS アカウントに追
加できるパブリックキーの
最大数。

フィールドレベル暗号化設定に含めること
ができるクエリ引数プロファイルマッピン
グの最大数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

フィールドレベル暗号化設
定に含めることができるク
エリ引数プロファイルマッ
ピングの最大数。

アカウントあたりのオリジンアクセスアイ
デンティティ

サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりのオリ
ジンアクセスアイデンティ
ティの最大数。

ディストリビューションあたりのオリジン
グループ

サポートされている
各リージョン: 10

はい ディストリビューションあ
たりのオリジングループの
最大数。

AWS アカウントあたりのオリジンリクエ
ストポリシー

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

AWS アカウントあたりのオ
リジンリクエストポリシー
の最大数。

オリジン応答タイムアウト (アイドルタイ
ムアウト)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

オリジン応答の最大タイム
アウト (アイドルタイムアウ
ト) (分)。CloudFront が、過
去 10 分以内にオリジンから
クライアントに送信された
バイトを検出しなかった場
合、接続はアイドル状態で
あると見なされ、閉じられ
ます。

ディストリビューションあたりのオリジン サポートされている
各リージョン: 25

はい ディストリビューションあ
たりのオリジンの最大数。

1 つのキーグループのパブリックキー サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 つのキーグループのパブ
リックキーの最大数。

キャッシュポリシーあたりのクエリ文字列 サポートされている
各リージョン: 10

はい キャッシュポリシーあたり
のクエリ文字列の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

名前 デフォルト 調整
可能

説明

オリジンリクエストポリシーあたりのクエ
リ文字列

サポートされている
各リージョン: 10

はい オリジンリクエストポリ
シーあたりのクエリ文字列
の最大数。

AWS アカウントあたりの RTMP ディスト
リビューション

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたりの 
RTMP ディストリビュー
ションの最大数。

CloudFront が圧縮するファイルサイズの範
囲

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000,000 バイト

いい
え

CloudFront が圧縮するファ
イルサイズの範囲 (1,000～
10,000,000) (バイト)。

Lambda@Edge 関数に公開されるオリジン
リクエストのリクエスト本文のサイズ。

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Lambda@Edge 関数に公開
されるオリジンリクエスト
のリクエスト本文の最大サ
イズ (MB)。

Lambda 関数から返されるときのオリジ
ンリクエストのリクエスト本文のサイズ 
(base64 エンコーディング)

サポートされている
各リージョン: 1.33 
MB

いい
え

Lambda 関数から返される
ときのオリジンリクエスト
のリクエスト本文の最大サ
イズ (base64 エンコーディ
ング) (KB)。

Lambda 関数から返されるときのオリジン
リクエストのリクエスト本文のサイズ (テ
キストエンコーディング)

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Lambda 関数から返される
ときのオリジンリクエスト
のリクエスト本文の最大サ
イズ (テキストエンコーディ
ング) (KB)。

Lambda@Edge 関数に公開されるビュー
ワーリクエストのリクエスト本文のサイ
ズ。

サポートされている
各リージョン: 40 KB

いい
え

Lambda@Edge 関数に公開
されるビューワーリクエス
トのリクエスト本文の最大
サイズ (KB)。

Lambda 関数から返されるときのビュー
ワーリクエストのリクエスト本文のサイズ 
(base64 エンコーディング)

サポートされている
各リージョン: 53.2 
KB

いい
え

Lambda 関数から返される
ときのビューワーリクエス
トのリクエスト本文の最大
サイズ (base64 エンコー
ディング) (KB)。

Lambda 関数から返されるときのビュー
ワーリクエストのリクエスト本文のサイズ 
(テキストエンコーディング)

サポートされている
各リージョン: 40 KB

いい
え

Lambda 関数から返される
ときのビューワーリクエス
トのリクエスト本文の最大
サイズ (テキストエンコー
ディング) (KB)。

リクエストのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 30 秒

はい リクエストの最大タイムア
ウト (秒)。

1 秒あたりのリクエスト サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 各リージョンの 1 秒あたり
のリクエストの最大数。

1 秒あたり、ディストリビューションあた
りのリクエスト

サポートされてい
る各リージョン: 
250,000

はい 1 秒あたり、ディストリ
ビューションあたりのリク
エストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudFront

名前 デフォルト 調整
可能

説明

オリジン別の応答タイムアウト サポートされている
各リージョン: 60 秒

はい オリジン別の応答タイムア
ウト (1～60 秒)。

専用 IP アドレスを使用して HTTPS リクエ
ストを処理する場合の AWS アカウントあ
たりの SSL 証明書

サポートされている
各リージョン: 2

はい 専用 IP アドレスを使用して 
HTTPS リクエストに対応
する際の AWS アカウント
あたりの SSL 証明書の最大
数 (SNI を使用して HTTPS 
リクエストに対応する際は
クォータなし)。

CloudFront ウェブディストリビューション
に関連付けることができる SSL 証明書

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

CloudFront ウェブディスト
リビューションに関連付け
ることができる SSL 証明書
の最大数。

ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数に
よって生成されたレスポンスのサイズ (オ
リジンリクエストとレスポンスイベント)

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

ヘッダーと本文を含
む、Lambda 関数によって
生成されたレスポンスの最
大サイズ (MB)。(オリジン
リクエストとレスポンスイ
ベント)

ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数に
よって生成されたレスポンスのサイズ 
(ビューワーリクエストとレスポンスイベン
ト)

サポートされている
各リージョン: 40 KB

いい
え

ヘッダーと本文を含
む、Lambda 関数によって
生成されたレスポンスの最
大サイズ (KB)。(ビューワー
リクエストとレスポンスイ
ベント)

ディストリビューションに追加できるタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ディストリビューションに
追加できるタグの数の最大
数。

Lambda@Edge 関数のクエリ文字列を含む 
URI の合計文字数

サポートされている
各リージョン: 8,192

いい
え

Lambda@Edge 関数のクエ
リ文字列を含む URI の最大
合計文字数。

ホワイトリスト cookie 名の総バイト数 
(CloudFront がすべての cookie をオリジン
に転送するよう設定している場合は適用さ
れない)

サポートされている
各リージョン: 512 
バイト

いい
え

ホワイトリスト cookie 名
の総バイト数 (CloudFront 
がすべての cookie をオリ
ジンに転送するよう設定
している場合は適用されな
い)。512 からホワイトリス
ト cookie の数を引いた値。

ディストリビューションあたりのトリガー サポートされている
各リージョン: 100

はい ディストリビューションあ
たりのトリガーの最大数。

AWS アカウントあたりのウェブディスト
リビューション

サポートされている
各リージョン: 200

はい AWS アカウントあたりの
ウェブディストリビュー
ションの最大数。

キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登
録済み Cookie

サポートされている
各リージョン: 10

はい キャッシュ動作あたりの
ホワイトリスト登録済み 
Cookie の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS CloudHSM

名前 デフォルト 調整
可能

説明

キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登
録済みヘッダー

サポートされている
各リージョン: 10

はい キャッシュ動作あたりのホ
ワイトリスト登録済みヘッ
ダーの最大数。

キャッシュ動作あたりのホワイトリスト登
録済みクエリ文字列

サポートされている
各リージョン: 10

はい キャッシュ動作あたりのホ
ワイトリスト登録済みクエ
リ文字列の最大数。

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Quotas」を参照してください。

AWS CloudHSM エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS CloudHSM

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Cloud Map

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS リージョンおよび AWS アカウントあ
たりのクラスター

サポートされている
各リージョン: 4

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるク
ラスターの最大数。

AWS リージョンおよび AWS アカウントあ
たりの HSM

サポートされている
各リージョン: 6

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる 
HSM の最大数。

CloudHSM クラスターあたりの HSM サポートされている
各リージョン: 28

いい
え

CloudHSM クラスターで作
成できる HSM の最大数。

CloudHSM クラスターあたりのキー サポートされている
各リージョン: 3,300

いい
え

CloudHSM クラスターで作
成できるキーの最大数。

ユーザー名の長さ サポートされている
各リージョン: 31

いい
え

ユーザー名の最大文字数。

パスワードの長さ サポートされている
各リージョン: 32

いい
え

パスワードの最大文字数。

パスワードの最小文字数 サポートされている
各リージョン: 7

いい
え

パスワードの最小文字数。

同時実行クライアントの数 サポートされている
各リージョン: 900

いい
え

リージョン内に存在できる
同時クライアントの最大
数。

CloudHSM クラスターあたりのユーザー数 サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

アカウントでクラスターに
作成できるユーザーの最大
数。

詳細については、 ユーザーガイドの「AWS CloudHSM のクォータ」を参照してください。

AWS Cloud Map エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Cloud Map

部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Cloud Map

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon CloudSearch

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

インスタンスあたりのカスタム属性 サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

インスタンス登録時に指定
できるカスタム属性の最大
数。

アカウントあたりの DiscoverInstances 
バーストレート

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい 単一のアカウントから 
DiscoverInstances オペレー
ションを呼び出す最大バー
ストレート。

アカウントあたりの DiscoverInstances オ
ペレーション定常率

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 単一のアカウントから 
DiscoverInstances オペレー
ションを呼び出す最大定常
率。

名前空間あたりのインスタンス サポートされている
各リージョン: 2,000

はい 同じ名前空間を使用して登
録できるサービスインスタ
ンスの最大数。

サービスあたりのインスタンス サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

同じサービスを使用して
リージョンに登録できるイ
ンスタンスの最大数。

リージョンあたりの名前空間 サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンごとに作成でき
る名前空間の最大数。

詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの「AWS Cloud Map のクォータ」を参照してくだ
さい。

Amazon CloudSearch エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon CloudSearch

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ドキュメントのバッチサイズ サポートされている
各リージョン: 5 MB

いい
え

ドキュメントバッチアップ
ロードのサイズ。

ドキュメントサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

個々のドキュメントのサイ
ズ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudShell

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのドメイン サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

AWS アカウントごとに作成
できる検索ドメインの数。

インデックスフィールド サポートされている
各リージョン: 200

はい ドメインあたりのインデッ
クスフィールドの数。動
的フィールドは 1 つのイ
ンデックスフィールドと
してカウントされますが、
通常、複数のドキュメント
フィールドに一致します。
動的フィールドにより、
インデックスフィールドの
総数がこの制限を超えるこ
とがあります。動的フィー
ルドを使用する場合は、パ
フォーマンスの問題が発生
しないように、インデック
スフィールドの数を 1,000 
未満に抑えてください。

パーティション数 サポートされている
各リージョン: 10

はい Amazon CloudSearch ドメ
インあたりの、検索イン
デックスが分散されるパー
ティションの最小数。

レプリケーション数 サポートされている
各リージョン: 5

はい Amazon CloudSearch ドメ
インの各パーティション
に含まれるレプリカの最小
数。

ドキュメントフィールドの検索 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

ドキュメントあたりの
フィールドの数。

詳細については、Amazon CloudSearch デベロッパーガイドの Understanding Amazon CloudSearch 
Quotas をご覧ください。

AWS CloudShell エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloudshell.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudShell

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloudshell.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudshell.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

データ保持期間 サポートされている
各リージョン: 120

いい
え

シェルが最後にアクセスさ
れた後、ホームディレクト
リ内のデータが保持される
日数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon CodeCatalyst

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ホームディレクトリのサイズ サポートされている
各リージョン: 1 GB

いい
え

シェルのホームディレクト
リの最大サイズ。

Amazon CodeCatalyst エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 codecatalyst.global.api.aws HTTPS

Service Quotas
クォータの詳細については、「Amazon CodeCatalyst ユーザーガイド」の「Quotas for Amazon 
CodeCatalyst」(Amazon CodeCatalyst のクォータ) を参照してください。

AWS CloudTrail エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ

us-west-1 cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudTrail

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

フォルニ
ア)

cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudTrail

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

すべてのアドバンストイベントセレクター
の条件

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

証跡がアドバンストイベン
トセレクタを使用している
場合、証跡用のすべてのア
ドバンストイベントセレク
タにわたる全条件の値の最
大合計数 500 が許可され
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ます。すべての S3 バケッ
トなど、証跡がすべてのリ
ソースのデータイベントを
ログに記録しない限り、証
跡のデータリソースは 250 
に制限されます。データリ
ソースは、イベントセレク
タに分散できますが、合計
が 250 を超えることはでき
ません。

証跡情報にあるすべてのイベントセレクタ
のデータリソース

サポートされている
各リージョン: 250

いい
え

イベントセレクタまたはア
ドバンストイベントセレク
タを使用してデータイベン
トを制限する場合、証跡内
のすべてのイベントセレク
タにおいて、データリソー
スの合計数は 250 を超える
ことはできません。

リージョンあたりのイベントデータストア サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リージョンあたりのイベン
トデータストアの最大数。

イベントセレクタ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

証跡あたりのイベントセレ
クタの最大数。

イベントサイズ サポートされている
各リージョン: 256 
KB

いい
え

イベントの最大サイズ 
(KB)。すべてのイベント
バージョン: 256 KB を超え
るイベントは CloudWatch 
Logs に送信できません。イ
ベントバージョン 1.05 以
降: 最大イベントサイズ 256 
KB。

リージョンごとの追跡情報 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

リージョンあたりの証跡の
最大数。

その他すべての API の 1 秒あたりのトラン
ザクション数 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

スロットリングなしで 1 秒
あたりに実行できるオペ
レーションリクエストの最
大数。

LookupEvents API の 1 秒あたりのトラン
ザクション数 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

スロットリングなしで 1 秒
あたりに実行できるオペ
レーションリクエストの最
大数。

API の取得、記述、および一覧表示の 1 秒
あたりのトランザクション数 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

スロットリングなしで 1 秒
あたりに実行できるオペ
レーションリクエストの最
大数。LookupEvents API は
このカテゴリに含まれてい
ません。
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詳細については、「AWS CloudTrail のクォータ」を参照してください。

Amazon CloudWatch エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 monitoring.us-east-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 monitoring.us-east-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 monitoring.us-west-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 monitoring.us-west-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 monitoring.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 monitoring.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 monitoring.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 monitoring.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

monitoring.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

monitoring.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 monitoring.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 monitoring.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 monitoring.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 monitoring.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 monitoring.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 monitoring.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

monitoring.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

monitoring.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

monitoring.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 monitoring.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudWatch アラームあたりのアクション 
(状態ごと)

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンのこの
アカウントで、状態ごと
に CloudWatch アラームに
関連付けることができるア
クションの最大数。その場
合、アラームには最大 15 
個のアクションを含めるこ
とができます (ALARM に対
して 5 個、OK に対して 5 
個、INSUFFICIENT_DATA 
に対して 5 個)。

Canary 制限 us-east-1: 300

us-east-2: 300

us-west-2: 300

ap-northeast-1: 300

eu-west-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
200

はい リージョンごとのアカウン
トあたりの canary の最大
数。

データ保持期間 サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

CloudWatch によってメト
リクスデータが保持される
期間 (月数)。

メトリクスあたりのディメンション サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントのメトリクスあた
りのディメンションの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetMetricData リクエストあたりのメトリ
クスデータクエリ

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントの GetMetricData 
リクエストあたりの 
MetricDataQuery 構造の最
大数。

PutMetricData リクエストあたりの 
MetricDatum 項目

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントの PutMetricData 
リクエストあたりの 
MetricDatum 項目の最大
数。

ダッシュボードあたりのメトリクス サポートされている
各リージョン: 2,500

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントのダッシュボード
あたりのメトリクスの最大
数。

ダッシュボードウィジェットあたりのメト
リクス

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントのダッシュボード
ウィジェットあたりのメト
リクスの最大数。

最小頻度 サポートされてい
る各リージョン: 
60,000 ミリ秒

いい
え

同じ canary の実行間隔の最
小時間 (ミリ秒)。

Contributor Insights ルールの数 サポートされている
各リージョン: 5 分
あたり 100

はい このアカウントで使用でき
る Contributor Insights ルー
ルの最大数。

Metrics Insights アラームの数 サポートされている
各リージョン: 75

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで設定
できる Metrics Insights ア
ラームの最大数。

PutMetricData リクエストのペイロードサ
イズ

サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントの PutMetricData 
リクエストのペイロードの
最大サイズ (KB)。

DeleteAlarms リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの DeleteAlarms リク
エストの最大数。

DeleteDashboards リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの DeleteDashboards 
リクエストの最大数。

DeleteInsightRules リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DeleteInsightRules リクエス
トの最大数。

Version 1.0
175

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-DBD11BCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-E1508405


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteMetricStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DeleteMetricStream リクエ
ストの最大数。

DescribeAlarmHistory リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeAlarmHistory リク
エストの最大数。

DescribeAlarms リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 9/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの DescribeAlarms リ
クエストの最大数。

DescribeAlarmsForMetric リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeAlarmsForMetric リ
クエストの最大数。

DescribeInsightRules リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20/秒

いい
え

このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeInsightRules リク
エストの最大数。

DisableAlarmActions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DisableAlarmActions リクエ
ストの最大数。

DisableInsightRules リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DisableInsightRules リクエ
ストの最大数。

EnableAlarmActions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
EnableAlarmActions リクエ
ストの最大数。

EnableInsightRules リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
EnableInsightRules リクエ
ストの最大数。

GetDashboard リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの GetDashboard リ
クエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetInsightRuleReport リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
GetInsightRuleReport リク
エストの最大数。

3 時間を超える時間が経過しているメトリ
クスの GetMetricData データポイントの
レート

サポートされてい
る各リージョン: 
396,000

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで、StartTime から 
3 時間を超えているリクエ
ストに対して 1 秒あたりに
取得できる GetMetricData 
データポイントの最大数。

過去 3 時間のメトリクスの GetMetricData 
データポイントのレート

サポートされてい
る各リージョン: 
180,000

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで、StartTime から 
3 時間以下のリクエストに
対して 1 秒あたりに取得で
きる GetMetricData データ
ポイントの最大数。

GetMetricData リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの GetMetricData リ
クエストの最大数。

GetMetricStatistics リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 400/
秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの GetMetricStatistics 
リクエストの最大数。

GetMetricStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの GetMetricStream 
リクエストの最大数。

GetMetricWidgetImage リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい 現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
GetMetricWidgetImage リク
エストの最大数。

ListDashboards リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの ListDashboards リ
クエストの最大数。

ListMetricStreams リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの ListMetricStreams 
リクエストの最大数。

ListMetrics リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの ListMetrics リクエ
ストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListTagsForResource リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ListTagsForResource リク
エストの最大数。

PutDashboard リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの PutDashboard リ
クエストの最大数。

PutInsightRule リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
PutInsightRule リクエスト
の最大数。

PutMetricAlarm リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの PutMetricAlarm リ
クエストの最大数。

PutMetricData リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの PutMetricData リ
クエストの最大数。

PutMetricStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの PutMetricStream 
リクエストの最大数。

SetAlarmState リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの SetAlarmState リ
クエストの最大数。

StartMetricStreams リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
StartMetricStreams リクエ
ストの最大数。

StopMetricStreams リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
StopMetricStreams リクエ
ストの最大数。

TagResource リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの TagResource リク
エストの最大数。

Version 1.0
178

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6753900D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-0720E68F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8BC498D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A6D89949
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-787E531D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A64F5500


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Application Insights

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UntagResource リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの UntagResource リ
クエストの最大数。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの CloudWatch クォータを参照してください。

Amazon CloudWatch Application Insights エンドポイ
ントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

applicationinsights.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Application Insights

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

applicationinsights.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

applicationinsights.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Events

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

リソース デフォルトのクォータ

API リクエスト すべての API アクションは 5 TPS に調整されます

アプリケーション アカウントあたり 100 個

ログストリーム リソースあたり 50 個

問題あたりの監視結果 ダッシュボードあたり 20 個

40/DescribeProblemObservations アクションあた
り 40 個

メトリクス リソースあたり 60 個

リソース アプリケーションあたり 30 個

Amazon CloudWatch Events エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 events.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 events.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 events.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Events

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 events.us-west-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 events.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 events.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 events.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

events.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

events.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 events.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

events.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

events.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

events.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

events.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

events.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

events.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Events

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

events.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 events.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 events.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 events.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 events.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 events.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 events.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

events.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

events.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

events.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 events.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API の送信先 サポートされている
各リージョン: 3,000

はい 各リージョンでアカウント
ごとの API 送信先の最大数

接続 サポートされている
各リージョン: 3,000

はい リージョンごとのアカウン
トあたりの接続の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Events

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateEndpoint スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

CreateEndpoint API の 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

DeleteEndpoint スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

DeleteEndpoint API の 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

エンドポイント サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンごとのアカウン
トあたりのエンドポイント
の最大数。

Invocations スロットリング制限 (トランザ
クション/秒)

us-east-1: 18,750

us-east-2: 4,500

us-west-1: 2,250

us-west-2: 18,750

af-south-1: 750

ap-northeast-1: 
2,250

ap-northeast-3: 750

ap-southeast-1: 
2,250

ap-southeast-2: 
2,250

eu-central-1: 4,500

eu-south-1: 750

eu-west-1: 18,750

eu-west-2: 2,250

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,100

はい 呼び出しはルールに一致す
るイベントで、ルールの
ターゲットに対して送信さ
れます。制限に到達後、呼
び出しが調整されます。つ
まり、引き続き呼び出しは
行われますが、遅延が発生
します。

ルールの数 af-south-1: 100

eu-south-1: 100

他のサポートされて
いる各リージョン: 
300

はい イベントバスごとにアカウ
ントが保持できるルールの
最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Events

名前 デフォルト 調整
可能

説明

PutEvents スロットリング制限 (トランザク
ション/秒)

us-east-1: 10,000

us-east-2: 2,400

us-west-1: 1,200

us-west-2: 10,000

af-south-1: 400

ap-northeast-1: 
1,200

ap-northeast-3: 400

ap-southeast-1: 
1,200

ap-southeast-2: 
1,200

eu-central-1: 2,400

eu-south-1: 400

eu-west-1: 10,000

eu-west-2: 1,200

他のサポートされて
いる各リージョン: 
600

はい PutEvents API の 1 秒あた
りのリクエストの最大数。
追加のリクエストは調整さ
れます。

API 送信先あたりの呼び出しのレート サポートされている
各リージョン: 300

はい 各リージョンでアカウント
ごとに各 API 送信先エンド
ポイントに送信する 1 秒あ
たりの呼び出しの最大数。
クォータが満たされると、
その API エンドポイントへ
の今後の呼び出しがスロッ
トリングされます。呼び
出しは引き続き発生します
が、遅延します。

ルールあたりのターゲット サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ルールに関連付けることが
できるターゲットの最大
数。

スロットリング制限 (トランザクション/秒) サポートされている
各リージョン: 50

はい PutEvents を除くすべての 
EventBridge API オペレー
ションの 1 秒あたりのリク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

Version 1.0
185

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/events/quotas/L-9B653E91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/events/quotas/L-755FD01C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/events/quotas/L-3C47459F


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Internet Monitor

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateEndpoint スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

UpdateEndpoint API の 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの CloudWatch Events のクォータを参照し
てください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor のエンドポイン
トおよびクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 internetmonitor.us-east-2.api.aws HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 internetmonitor.us-east-1.api.aws HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 internetmonitor.us-west-1.api.aws HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 internetmonitor.us-west-2.api.aws HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 internetmonitor.af-south-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 internetmonitor.ap-east-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 internetmonitor.ap-south-1.api.aws HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
[CloudWatch Logs]

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

internetmonitor.ca-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

internetmonitor.eu-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 internetmonitor.eu-west-1.api.aws HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 internetmonitor.eu-west-2.api.aws HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 internetmonitor.eu-south-1.api.aws HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 internetmonitor.eu-west-3.api.aws HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 internetmonitor.eu-north-1.api.aws HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

internetmonitor.me-south-1.api.aws HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 internetmonitor.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch Internet Monitor の
クォータ」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
[CloudWatch Logs]

「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 logs.us-east-2.amazonaws.com

logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 logs.us-east-1.amazonaws.com

logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 logs.us-west-1.amazonaws.com

logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 logs.us-west-2.amazonaws.com

logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 logs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 logs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 logs.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

logs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

logs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 logs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

logs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

logs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

logs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

logs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

logs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

logs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

logs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 logs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 logs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 logs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 logs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 logs.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 logs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

logs.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

logs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

logs.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 logs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクティブなエクスポートタスク サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

アカウントあたりのアク
ティブな (実行中または保留
中の) エクスポートタスクの
数

AssociateKmsKey スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの associate-
kms-key 呼び出しの最大数

バッチサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

put-log-events リクエストの
最大バッチサイズ (MB)

CancelExportTask スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの cancel-
export-task 呼び出しの最大
数

CreateExportTask スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの create-
export-task 呼び出しの最大
数

CreateLogGroup スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの create-log-
group 呼び出しの最大数

CreateLogStream スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの create-log-
stream 呼び出しの最大数

データアーカイブ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

無料データアーカイブの最
大サイズ (GB)

DeleteDestination スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの delete-
destination 呼び出しの最大
数

DeleteLogGroup スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの delete-log-
group 呼び出しの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteLogStream スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの delete-log-
stream 呼び出しの最大数

DeleteMetricFilter スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの delete-
metric-filter 呼び出しの最大
数

DeleteRetentionPolicy スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの delete-
retention-policy 呼び出しの
最大数

DeleteSubscriptionFilter スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの delete-
subscription-filter 呼び出し
の最大数

DescribeDestinations スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの describe-
destinations 呼び出しの最大
数

DescribeExportTasks スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの describe-
export-tasks 呼び出しの最
大数

DescribeLogGroups スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの describe-
log-groups 呼び出しの最大
数

DescribeLogStreams スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの describe-
log-streams 呼び出しの最大
数

DescribeMetricFilters スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの describe-
metric-filters 呼び出しの最
大数

DescribeSubscriptionFilters スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの describe-
subscription-filters 呼び出し
の最大数

イベントサイズ サポートされている
各リージョン: 256 
KB

いい
え

ログイベントの最大サイズ 
(KB)
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

FilterLogEvents スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

us-east-1: 25/秒

ap-northeast-3: 5/秒

eu-central-1: 5/秒

他のサポートされて
いる各リージョン: 
10/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの filter-log-
events 呼び出しの最大数

GetLogEvents スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

us-west-2: 10/秒

ap-northeast-3: 10/
秒

eu-central-1: 10/秒

eu-west-1: 10/秒

eu-west-3: 30/秒

他のサポートされて
いる各リージョン: 
25/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの get-log-
events 呼び出しの最大数

GetQueryResults スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの get-query-
results 呼び出しの最大数

ListTagsForResource スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの list-tags-for-
resource 呼び出しの最大数

ListTagsLogGroup スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの list-tags-
log-group 呼び出しの最大数

ロググループ サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい アカウントが保持できるロ
ググループの最大数

ロググループあたりのメトリクスフィル
ター

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ロググループあたりのメト
リクスフィルターの数

PutDestination スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョン
ごとの 1 秒あたりの put-
destination 呼び出しの最大
数

PutDestinationPolicy スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョン
ごとの 1 秒あたりの put-
destination-policy 呼び出し
の最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

PutLogEvents スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

us-east-1: 1,500/秒

us-west-2: 1,500/秒

eu-north-1: 1,500/秒

eu-south-1: 1,500/秒

eu-west-1: 1,500/秒

eu-west-3: 1,500/秒

他のサポートされて
いる各リージョン: 
800/秒

はい アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの put-log-
events 呼び出しの最大数

PutMetricFilter スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの put-metric-
filter 呼び出しの最大数

PutRetentionPolicy スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョン
ごとの 1 秒あたりの put-
retention-policy 呼び出しの
最大数

PutSubscriptionFilter スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョン
ごとの 1 秒あたりの put-
subscription-filter 呼び出し
の最大数

StartQuery スロットリング制限 (トランザ
クション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの start-query 
呼び出しの最大数

ロググループあたりのサブスクリプション
フィルター

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

ロググループあたりのサブ
スクリプションフィルター
の数

TagLogGroup スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの tag-log-
group 呼び出しの最大数

TagResource スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョン
ごとの 1 秒あたりの tag-
resource 呼び出しの最大数

TestMetricFilter スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの test-metric-
filter 呼び出しの最大数

UntagLogGroup スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンごと
の 1 秒あたりの untag-log-
group 呼び出しの最大数

UntagResource スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

アカウント/リージョンご
との 1 秒あたりの untag-
resource 呼び出しの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch OAM

詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの CloudWatch Logs のクォータを参照してく
ださい。

Amazon CloudWatch Observability Access Manager 
のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 oam.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 oam.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 oam.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 oam.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 oam.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 oam.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 oam.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

oam.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

oam.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 oam.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

oam.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

oam.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

oam.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

oam.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

oam.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

oam.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

oam.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 oam.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 oam.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 oam.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 oam.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 oam.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 oam.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

oam.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

oam.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Synthetics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

oam.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 oam.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
CloudWatch OAM クォータの詳細については、「CloudWatch サービスのクォータ」を参照してくださ
い。

Amazon CloudWatch Synthetics エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 synthetics.us-east-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 synthetics.us-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 synthetics.us-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 synthetics.us-west-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 synthetics.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 synthetics.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Synthetics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 synthetics.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 synthetics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

synthetics.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

synthetics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 synthetics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 synthetics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 synthetics.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 synthetics.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CloudWatch Synthetics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 synthetics.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 synthetics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

synthetics.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

synthetics.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

synthetics.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 synthetics.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能

canary の数 米国東部 (バージニア
北部)、米国東部 (オ
ハイオ)、米国西部 
(オレゴン)、欧州 (ア
イルランド)、アジア
パシフィック (東京) 
のリージョンでは、
アカウントごとに各
リージョンで 100 と
なります

他のすべてのリー
ジョンで、アカウン
トあたりリージョン
ごとに 20 個

はい

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch サービスのクォータ」を参照
してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeArtifact

AWS CodeArtifact エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codeartifact.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codeartifact.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codeartifact.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeArtifact

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アセットファイルのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

はい アセットあたりの最大ファ
イルサイズ。

パッケージバージョンあたりのアセット サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

パッケージバージョンあた
りの最大アセット数。

1 秒あたりの CopyPackageVersions リク
エスト

サポートされている
各リージョン: 5

はい CopyPackageVersions に対
して実行できる 1 秒あたり
の呼び出しの最大数。

リポジトリあたりのダイレクトアップスト
リーム

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リポジトリあたりの直接
アップストリームリポジト
リの最大数。

AWS アカウントあたりのドメイン サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントごとに作成
できるドメインの最大数。

1 秒あたりの GetAuthorizationToken リク
エスト

サポートされている
各リージョン: 40

はい 1 秒あたりの取得される認
証トークンの最大数。

1 秒あたりの GetPackageVersionAsset リ
クエスト

サポートされている
各リージョン: 50

はい GetPackageVersionAsset に
対して実行できる 1 秒あた
りの呼び出しの最大数。

1 秒あたりの ListPackageVersionAssets リ
クエスト

サポートされている
各リージョン: 200

はい ListPackageVersionAssets 
に対して実行できる 1 秒あ
たりの呼び出しの最大数。

1 秒あたりの ListPackageVersions リクエ
スト

サポートされている
各リージョン: 200

はい ListPackageVersions に対し
て実行できる 1 秒あたりの
呼び出しの最大数。

1 秒あたりの ListPackages リクエスト サポートされている
各リージョン: 200

はい ListPackages に対して実行
できる 1 秒あたりの呼び出
しの最大数。

1 秒あたりの PublishPackageVersion リク
エスト数

サポートされている
各リージョン: 10

はい PublishPackageVersion に
対して実行できる 1 秒あた
りの呼び出しの最大数。

1 つの AWS アカウントからの 1 秒あたり
の読み取りリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 800

はい 1 つの AWS アカウントから
の 1 秒あたりの読み込みリ
クエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeBuild

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ドメインあたりのリポジトリ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ドメインごとに作成できる
リポジトリの最大数。

1 つの認証トークンを使用した 1 秒あたり
のリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 1,200

いい
え

単一の認証トークンを使用
した 1 秒あたりの最大リク
エスト数。

IP アドレスあたりの認証トークンがないリ
クエスト

サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

1 つの IP アドレスから行わ
れる、認証トークンを使用
しない 1 秒あたりのリクエ
ストの最大数。

検索されたアップストリームリポジトリ サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

パッケージを解決するとき
に検索されるアップスト
リームリポジトリの最大
数。

1 つの AWS アカウントからの 1 秒あたり
の 書き込みリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 100

はい 1 つの AWS アカウントから
の 1 秒あたりの書き込みリ
クエストの最大数。

AWS CodeBuild エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codebuild.us-east-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codebuild.us-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 codebuild.us-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codebuild.us-west-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeBuild

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 codebuild.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 codebuild.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 codebuild.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codebuild.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codebuild.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codebuild.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codebuild.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codebuild.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeBuild

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 codebuild.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codebuild.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 codebuild.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codebuild.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

codebuild.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

codebuild.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

codebuild.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 codebuild.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

プロジェクトごとの関連タグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ビルドプロジェクトに関連
付けることができるタグの
最大数

ビルドプロジェクト サポートされている
各リージョン: 5,000

はい ビルドするプロジェクトの
最大数

ビルドのタイムアウト (分)。 サポートされている
各リージョン: 480

いい
え

ビルドの最大タイムアウト 
(分)

ビルドに関する情報に対する同時要求 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

AWS CLI または AWS SDK 
を使用して、同時に情報を
リクエストできるビルドの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeCommit

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ビルドプロジェクトに関する情報の同時要
求

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

AWS CLI または AWS SDK 
を使用して、同時に情報を
リクエストできるビルドプ
ロジェクトの最大数。

ビルドの同時実行 サポートされている
各リージョン: 60

はい 同時実行のビルドの最大数

ARM/Large 環境向けのビルドの同時実行 サポートされている
各リージョン: 1

はい ARM/Large 環境向けのビル
ドの同時実行の最大数

ARM/Small 環境向けのビルドの同時実行 サポートされている
各リージョン: 1

はい ARM/Small 環境向けのビル
ドの同時実行の最大数

Linux GPU Large 環境向けのビルドの同時
実行

サポートされている
各リージョン: 0

はい Linux GPU/Large 環境向け
のビルドの同時実行の最大
数

Linux GPU Small 環境向けのビルドの同時
実行

サポートされている
各リージョン: 0

はい Linux GPU/Small 環境向け
のビルドの同時実行の最大
数

Linux/2XLarge 環境向けのビルドの同時実
行

サポートされている
各リージョン: 0

はい Linux/2XLarge 環境向けの
ビルドの同時実行の最大数

Linux/Large 環境向けのビルドの同時実行 サポートされている
各リージョン: 1

はい Linux/Large 環境向けのビル
ドの同時実行の最大数

Linux/Medium 環境向けのビルドの同時実
行

サポートされている
各リージョン: 1

はい Linux/Medium 環境向けのビ
ルドの同時実行の最大数

Linux/Small 環境向けのビルドの同時実行 サポートされている
各リージョン: 1

はい Linux/Small 模環境向けのビ
ルドの同時実行の最大数

ビルドタイムアウトの最小期間（分単位） サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ビルドの最大タイムアウト 
(分)

VPC 設定のセキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

VPC 設定で利用可能なセ
キュリティグループ

VPC 設定のサブネット サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

VPC 設定で利用可能なサブ
ネット

詳細については、 AWS CodeBuildユーザーガイドの「CodeBuild のクォータ」を参照してください。

AWS CodeCommit エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeCommit

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codecommit.us-east-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codecommit.us-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 codecommit.us-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codecommit.us-west-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 codecommit.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 codecommit.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 codecommit.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codecommit.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeCommit

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codecommit.ca-central-1.amazonaws.com

codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codecommit.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codecommit.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codecommit.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 codecommit.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codecommit.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codecommit.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

codecommit.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

codecommit.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 codecommit.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

SSH および HTTPS 情報を含む Git 接続エンドポイントに関する情報については、CodeCommit のリー
ジョンと Git 接続エンドポイントを参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeDeploy

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

許可されたリポジトリ サポートされている
各リージョン: 5,000

はい このアカウントで作成でき
るリポジトリの最大数。

詳細については、AWS CodeCommit ユーザーガイドの「CodeCommit のクォータ」を参照してくださ
い。

AWS CodeDeploy エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codedeploy.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codedeploy.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 codedeploy.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codedeploy.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 codedeploy.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeDeploy

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeDeploy

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

codedeploy.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

codedeploy.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS Lambda デプロイ実行 (時間) サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

AWS Lambda デプロイで実
行できる最大時間数 (最初か
らの最後のトラフィック移
行までの最大時間 48 時間 + 
発生する可能性のある 2 つ
のライフサイクルフックに 
1 時間)

アカウントあたりの関連付けられたアプリ
ケーション (リージョンごと)

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 1 つのリージョン内の 1 つ
の AWS アカウントに関連
付けられるアプリケーショ
ンの最大数

デプロイグループ内の Auto Scaling グルー
プ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

デプロイグループの 
Amazon EC2 Auto Scaling 
グループの最大数

アカウントあたりの同時実行デプロイ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントに関連付
けられる同時デプロイの最
大数。Amazon EC2 Auto 
Scaling グループのスケール
アップされた Amazon EC2 
インスタンスへの各デプロ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeDeploy

名前 デフォルト 調整
可能

説明

イは、EC2 インスタンスが
関連付けられているアプリ
ケーションごとに、単一の
同時デプロイとしてカウン
トされます。

デプロイグループあたりの同時実行デプロ
イ

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

デプロイグループへの同時
デプロイの最大数。この制
限により、同じデプロイグ
ループに対して同じアプリ
ケーションを同時デプロイ
することを防ぎます。

アカウントあたりのカスタムデプロイ設定 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

AWS アカウントに関連付け
られるカスタムデプロイ設
定の最大数

単一のアプリケーションに関連付けられた
デプロイグループ

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 1 つのアプリケーションに
関連付けられるデプロイグ
ループの最大数

EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ
実行 (時間)

サポートされている
各リージョン: 109

いい
え

EC2/オンプレミスのブルー/
グリーンデプロイで実行で
きる最大時間数 (上記の 2 
つの各制限に 48 時間 + 発
生する可能性のある 13 のラ
イフサイクルイベントに対
して 1 時間)

EC2/オンプレミスのインプレースデプロイ
実行 (時間)

サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

EC2/オンプレミスインプ
レースデプロイで実行でき
る最大時間数

デプロイグループのイベント通知トリガー サポートされている
各リージョン: 10

はい デプロイグループのイベン
ト通知トリガーの最大数

アカウントあたりの GitHub 接続トークン サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

単一の AWS アカウントの 
GitHub 接続トークンの最大
数

EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ
時に、デプロイが完了してから元のインス
タンスが終了するまでの時間

サポートされている
各リージョン: 48

いい
え

EC2/オンプレミスのブルー/
グリーンデプロイにおい
て、デプロイが完了してか
ら元のインスタンスが終了
するまでの最大時間数

EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ
時に、リビジョンのデプロイから、トラ
フィックが代替インスタンスにシフトする
までの時間

サポートされている
各リージョン: 48

いい
え

EC2/オンプレミス のブ
ルー/グリーンデプロイにお
いて、リビジョンをデプロ
イしてから置き換え先イン
スタンスへトラフィックが
移行されるまでの最大時間
数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeDeploy

名前 デフォルト 調整
可能

説明

デプロイあたりのインスタンス数 us-east-1: 2,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,000

はい 1 つのデプロイ内のインス
タンスの最大数

Blue/Green デプロイがデプロイに成功した
後、元のデプロイからインスタンスを終了
するまでの待機時間 (分)

サポートされている
各リージョン: 2,800

いい
え

Blue/Green デプロイがデプ
ロイに成功した後、元のデ
プロイからインスタンスを
終了するまでの最大待機時
間 (分)

AWS Lambda Canary またはリニアデプロ
イ時の最初と最後のトラフィックシフトの
間の時間 (分)

サポートされている
各リージョン: 2,880

いい
え

AWS Lambda の canary デ
プロイまたはリニアデプ
ロイにおいて、最初のトラ
フィック移行から最後のト
ラフィック移行までの最大
時間 (分)

デプロイが失敗するまでの時間 (分) (ライ
フサイクルイベントが開始しない場合)

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

デプロイが失敗するまでの
最大分数 (次の操作の後でラ
イフサイクルイベントが開
始しない場合: (1) コンソー
ルまたは AWS CLI create-
deployment コマンドを使用
してデプロイがトリガーさ
れた、または (2) 前のライ
フサイクルイベントが完了
した)。

Amazon ECS サービスに関連付けることが
できるデプロイグループの数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

Amazon ECS サービスに関
連付けることができるデプ
ロイグループの最大数

BatchGetOnPremisesInstances API アク
ションへ渡すことができるインスタンスの
数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

BatchGetOnPremisesInstances 
API アクションに渡すこと
ができるインスタンスの最
大数

アカウントあたりの進行中の同時実行デプ
ロイによって使用されたインスタンスの数

us-east-1: 3,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,000

はい 進行中かつ 1 つのアカウン
トに関連付けられている同
時デプロイで使用できるイ
ンスタンスの最大数

Amazon ECS デプロイ中のトラフィック
ルートのリスナー数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

Amazon ECS デプロイ中の
トラフィックルートのリス
ナーの最大数

デプロイライフサイクルイベントが完了し
なかった場合に失敗するまでの時間 (秒)

サポートされている
各リージョン: 3,600 
秒

いい
え

デプロイライフサイクルイ
ベントが完了しなかった場
合に失敗するまでの最大時
間 (秒)

デプロイグループ名のサイズ サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

デプロイグループ名の最大
文字数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeGuru Profiler

名前 デフォルト 調整
可能

説明

タグキーのサイズ サポートされている
各リージョン: 128

いい
え

タグキーの最大文字数

タグ値のサイズ サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

タグ値の最大文字数

デプロイグループのタグ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

デプロイグループのタグの
最大数

AWS Lambda デプロイ中に 1 の増分でシ
フトできるトラフィック

サポートされている
各リージョン: 99

いい
え

AWS Lambda デプロイにお
いて、1 回の増分で移行で
きるトラフィックの最大割
合

詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの「CodeDeploy のクォータ」を参照してください。

Amazon CodeGuru Profiler エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodeGuru Reviewer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントおよびリージョンあたりのプロ
ファイルグループの数。

サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンごとのアカウン
トあたりのプロファイリン
ググループの最大数。

Amazon CodeGuru Reviewer エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

codeguru-reviewer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodePipeline

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codeguru-reviewer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

許可された Code Reviews サポートされている
各リージョン: 5,000

はい 現在のリージョンのアカウ
ントごとの 1 か月あたりの
コードレビューの最大数。

AWS CodePipeline エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codepipeline.us-east-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodePipeline

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codepipeline.us-east-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 codepipeline.us-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codepipeline.us-west-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 codepipeline.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodePipeline

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

codepipeline.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS CloudFormation アクションのタイム
アウト

サポートされている
各リージョン: 3

はい AWS CloudFormation デプ
ロイアクションがタイムア
ウトするまでの時間の長さ 
(日数)

AWS CodeBuild アクションのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

AWS CodeBuild ビルドア
クションまたはテストアク
ションがタイムアウトする
までの時間の長さ (時間数)

AWS CodeDeploy ECS (Blue/Green) アク
ションのタイムアウト

サポートされている
各リージョン: 5

はい AWS CodeDeploy ECS 
(Blue/Green) アクションが
タイムアウトするまでの時
間の長さ (日数)

AWS CodeDeploy アクションのタイムアウ
ト

サポートされている
各リージョン: 5

はい AWS CodeDeploy デプロイ
アクションがタイムアウト
するまでの時間の長さ (日
数)

AWS Lambda アクションのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 1

はい AWS Lambda 呼び出しアク
ションがタイムアウトする
までの時間の長さ (時間数)

アクション設定キーの長さ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

アクション設定キーで使用
できる最大文字数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
CodePipeline

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクション設定値の長さ サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

アクション設定値で使用で
きる最大文字数

アクションのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 1

はい 他のアクションがタイムア
ウトするまでの時間の長さ 
(時間数)

Amazon S3 デプロイアクションのタイムア
ウト

サポートされている
各リージョン: 90

はい Amazon S3 デプロイアク
ションがタイムアウトする
までの時間の長さ (分)

承認アクションのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 7

いい
え

承認アクションがタイムア
ウトするまでの時間の長さ 
(日数)

最小アクション サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ステージで使用できるアク
ションの最小数

パイプラインあたりの最小ステージ サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

パイプラインで使用できる
ステージの最小数

AWS CodeCommit または GitHub ソース
アーティファクトの合計サイズ

サポートされている
各リージョン: 1 GB

いい
え

AWS CodeCommit または 
GitHub リポジトリを使用
するソースステージのアー
ティファクトの最大サイズ 
(GB)

Amazon S3 ソースアーティファクトの合計
サイズ

サポートされている
各リージョン: 7 GB

いい
え

Amazon S3 アーティファク
トバケットを使用するソー
スステージのアーティファ
クトの最大サイズ (GB)

Parameter Overrides の JSON オブジェク
トの合計サイズ

サポートされている
各リージョン: 1 KB

いい
え

ParameterOverrides プロ
パティに保存できる JSON 
オブジェクトの最大サイズ 
(KB)

パイプラインあたりのアクションの合計数 サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

パイプラインで使用できる
アクションの最大数

ステージあたりのアクションの合計数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ステージで使用できるアク
ションの最大数

カスタムアクションの合計数 サポートされている
各リージョン: 50

はい AWS アカウントのリージョ
ンあたりのカスタムアク
ションの最大数

イメージ定義 JSON ファイルの合計サイズ サポートされている
各リージョン: 100 
KB

いい
え

Amazon ECS コンテナと
イメージをデプロイするパ
イプライン中で使用される
イメージ定義ファイルの 
JSON ファイルの最大サイ
ズ (KB)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS CodeStar

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS CloudFormation デプロイの入力アー
ティファクトの合計サイズ

サポートされている
各リージョン: 256 
MB

いい
え

Lambda 関数をデプ
ロイする際の AWS 
CloudFormation アクション
の入力アーティファクトの
最大サイズ (MB)

ステージあたりの合計並列アクション サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ステージで同時に実行され
るアクションの最大数

実行履歴の合計期間 サポートされている
各リージョン: 12

いい
え

パイプライン実行履歴情報
を表示できる過去の月の最
大数

合計パイプライン サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントの AWS 
リージョンあたりのパイプ
ラインの最大数

ソースの変更を定期的にチェックするよう
に変更検出が設定された合計パイプライン

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

ソースの変更を定期的に
チェックする変更検出設定
を使用した、リージョンあ
たりのパイプラインの最大
数

ステージあたりの合計シーケンシャルアク
ション

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ステージで実行されるシー
ケンシャルアクションの最
大数

Amazon EBS デプロイのソースアーティ
ファクトの合計サイズ

サポートされている
各リージョン: 512 
MB

いい
え

Amazon EBS を使用してア
プリケーションをデプロイ
するパイプラインのソース
ステージのアーティファク
トの最大サイズ (MB)

パイプラインあたりの合計ステージ数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

パイプラインで使用できる
ステージの最大数

合計ウェブフック サポートされている
各リージョン: 300

はい AWS アカウントのリージョ
ンあたりのウェブフックの
最大数

詳細については、AWS CodePipeline ユーザーガイドの「CodePipeline のクォータ」を参照してくださ
い。

AWS CodeStar エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS CodeStar

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codestar.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codestar.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 codestar.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codestar.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codestar.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codestar.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codestar.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codestar.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codestar.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codestar.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codestar.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codestar.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codestar.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS CodeStar Connections

Service Quotas
クォータのリストについては、「AWS CodeStar ユーザーガイド」の「AWS CodeStar の制限」を参照し
てください。

AWS CodeStar Connections のエンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codestar-connections.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codestar-connections.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codestar-connections.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codestar-connections.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS CodeStar 通知

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codestar-connections.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
クォータのリストについては、「デベロッパーツールコンソールのユーザーガイド」の「接続のクォー
タ」を参照してください。

AWS CodeStar Notifications エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ

us-west-1 codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

フォルニ
ア)

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

codestar-notifications.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

codestar-notifications.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

codestar-notifications.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

codestar-notifications.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
クォータのリストについては、「デベロッパーツールコンソールのユーザーガイド」の「通知のクォー
タ」を参照してください。

Amazon Cognito Identity エンドポイントとクォータ
Amazon Cognito Identity には、Amazon Cognito ユーザープールと Amazon Cognito identity プール (フェ
デレーション ID) が含まれます。

このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon Cognito ユーザープール

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Amazon Cognito ID プール

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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サービスクォータ
Amazon Cognito ユーザープール

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザープールあたりのアプリケーション サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ユーザープールあたりのア
プリクライアントの最大
数。

アカウントあたりのカスタムドメイン数 サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

このアカウントで作成でき
るカスタムドメインの最大
数。

ユーザーあたりのグループ サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

個々のユーザーを追加で
きる、ユーザーあたりのグ
ループの最大数。

ユーザープールあたりのグループ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

ユーザープールあたりのグ
ループの最大数。グループ
とは、ユーザープール内の
ユーザーの集合です。

ユーザープールあたりのアイデンティティ
プロバイダー

サポートされている
各リージョン: 300

はい ユーザープールあたりの
アイデンティティプロバイ
ダーの最大数。

アカウントあたりの ClientAuthentication リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 150/
秒

いい
え

ClientAuthentication カテ
ゴリのすべての API オペ
レーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserAccountRecovery リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 30/秒

いい
え

UserAccountRecovery カ
テゴリのすべての API オ
ペレーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UserAuthentication リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 120/
秒

はい UserAuthentication カテ
ゴリのすべての API オペ
レーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserCreation リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい UserCreation カテゴリの
すべての API オペレーショ
ンの最大合計結合コール
レート (1 秒あたりのリ
クエスト数)。カテゴリ内
のすべてのオペレーショ
ンでクォータを共有し
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserFederation リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 25/秒

はい UserFederation カテゴリ
のすべての API オペレー
ションの最大合計結合コー
ルレート (1 秒あたりの
リクエスト数)。カテゴ
リ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UserList リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 30/秒

いい
え

UserList カテゴリのすべ
ての API オペレーショ
ンの最大合計結合コール
レート (1 秒あたりのリ
クエスト数)。カテゴリ内
のすべてのオペレーショ
ンでクォータを共有し
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

アカウントあたりの UserPoolClientRead 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 15/秒

いい
え

UserPoolClientRead カテ
ゴリのすべての API オペ
レーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

ユーザープールあたりの 
UserPoolClientRead リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

ユーザープールあたりの 
UserPoolClientRead カテ
ゴリのオペレーションの
最大コールレート (1 秒あ
たりのリクエスト数)。こ
のカテゴリ内のオペレー
ションはすべて、ユーザー
プールあたりのこのレー
トで呼び出すことができ
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの UserPoolClientUpdate 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 15/秒

いい
え

UserPoolClientUpdate カ
テゴリのすべての API オ
ペレーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

ユーザープールあたりの 
UserPoolClientUpdate リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

ユーザープールあたりの 
UserPoolClientUpdate カ
テゴリのオペレーション
の最大コールレート (1 秒
あたりのリクエスト数)。
このカテゴリ内のオペレー
ションはすべて、ユーザー
プールあたりのこのレー
トで呼び出すことができ
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserPoolRead リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 15/秒

いい
え

UserPoolRead カテゴリ
のすべての API オペレー
ションの最大合計結合コー
ルレート (1 秒あたりの
リクエスト数)。カテゴ
リ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの 
UserPoolResourceRead リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 20/秒

いい
え

UserPoolResourceRead カ
テゴリのすべての API オ
ペレーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

ユーザープールあたりの 
UserPoolResourceRead リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

ユーザープールあたりの 
UserPoolResourceRead カ
テゴリのオペレーション
の最大コールレート (1 秒
あたりのリクエスト数)。
このカテゴリ内のオペレー
ションはすべて、ユーザー
プールあたりのこのレー
トで呼び出すことができ
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

アカウントあたりの 
UserPoolResourceUpdate リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 15/秒

いい
え

UserPoolResourceUpdate 
カテゴリのすべての API オ
ペレーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザープールあたりの 
UserPoolResourceUpdate リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

ユーザープールあたりの 
UserPoolResourceUpdate 
カテゴリのオペレーション
の最大コールレート (1 秒
あたりのリクエスト数)。
このカテゴリ内のオペレー
ションはすべて、ユーザー
プールあたりのこのレー
トで呼び出すことができ
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserPoolUpdate リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 15/秒

いい
え

UserPoolUpdate カテゴリ
のすべての API オペレー
ションの最大合計結合コー
ルレート (1 秒あたりの
リクエスト数)。カテゴ
リ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserRead リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 120/
秒

はい UserRead カテゴリのす
べての API オペレーショ
ンの最大合計結合コール
レート (1 秒あたりのリ
クエスト数)。カテゴリ内
のすべてのオペレーショ
ンでクォータを共有し
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UserResourceRead リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい UserResourceRead カテ
ゴリのすべての API オペ
レーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserResourceUpdate リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 25/秒

いい
え

UserResourceUpdate カテ
ゴリのすべての API オペ
レーションの最大合計結
合コールレート (1 秒あた
りのリクエスト数)。カテ
ゴリ内のすべてのオペレー
ションでクォータを共有
します。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

UserToken リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 120/
秒

はい UserToken カテゴリのす
べての API オペレーショ
ンの最大合計結合コール
レート (1 秒あたりのリ
クエスト数)。カテゴリ内
のすべてのオペレーショ
ンでクォータを共有し
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UserUpdate リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 25/秒

いい
え

UserUpdate カテゴリのす
べての API オペレーショ
ンの最大合計結合コール
レート (1 秒あたりのリ
クエスト数)。カテゴリ内
のすべてのオペレーショ
ンでクォータを共有し
ます。含まれるオペレー
ションのリストは https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations 
にあります。

ユーザープールあたりのリソースサーバー サポートされている
各リージョン: 25

はい ユーザープールあたりのリ
ソースサーバーの最大数。
リソースサーバーは、アク
セス保護されたリソース用
のサーバーです。

リソースサーバーあたりのスコープ サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

リソースサーバーあたりの
スコープの最大数。スコー
プは、アプリがリソースに
リクエストできるアクセス
のレベル (読み取りアクセス
や書き込みアクセスなど) で
す。

ユーザープールあたりのユーザーインポー
トジョブ

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ユーザープールあたりの
ユーザーインポートジョブ
の最大数。

アカウントあたりのユーザープール サポートされている
各リージョン: 1,000

はい リージョンごとにこのア
カウントで作成できるユー
ザープールの最大数。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの Amazon Cognito のクォータを参照してくださ
い。

Amazon Cognito フェデレーティッド ID

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アイデンティティプール名のサイズ サポートされている
各リージョン: 128 
バイト

いい
え

アイデンティティプール名
の最大サイズ (バイト)。

アカウントあたりのアイデンティティプー
ル

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントあたりのアイデ
ンティティプールの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

List API 呼び出しの結果 サポートされている
各リージョン: 60

いい
え

リストまたは lookup API 
呼び出しからの結果の最大
数。

ログインプロバイダー名のサイズ サポートされている
各リージョン: 2,048 
バイト

いい
え

ログインプロバイダー名の
最大サイズ (バイト)。

ロールベースのアクセス制御ルール サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

ロールベースのアクセス
コントロール (RBAC) 用の
ルールの最大数。

アイデンティティプールあたりのユーザー
プールプロバイダー

サポートされている
各リージョン: 50

はい アイデンティティプール
あたりの Amazon Cognito 
ユーザープールプロバイ
ダーの最大数。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの Amazon Cognito のクォータを参照してくださ
い。

Amazon Cognito Sync エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

一括発行の待機時間 サポートされている
各リージョン: 24

いい
え

正常なリクエスト後の一括
発行の最大待機時間 (時間
数)。

データセット名のサイズ サポートされている
各リージョン: 128 
バイト

いい
え

データセット名の最大サイ
ズ (バイト)。

データセットのサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

はい データセットの最大サイズ 
(MB)。

アイデンティティあたりのデータセット サポートされている
各リージョン: 20

はい ID あたりのデータセットの
最大数。

データセットあたりのレコード サポートされている
各リージョン: 1,024

はい データセットあたりのレ
コードの最大数。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの Amazon Cognito のクォータを参照してくださ
い。

Amazon Comprehend エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Comprehend

ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 comprehend.us-east-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 comprehend.us-east-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 comprehend.us-west-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 comprehend.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

comprehend.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

comprehend.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 comprehend.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 comprehend.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

BatchDetectDominantLanguage スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
BatchDetectDominantLanguage 
リクエストの最大数

BatchDetectEntities スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
BatchDetectEntities リクエ
ストの最大数

BatchDetectKeyPhrases スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
BatchDetectKeyPhrases リ
クエストの最大数

BatchDetectSentiment スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
BatchDetectSentiment リク
エストの最大数

BatchDetectSyntax スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
BatchDetectSyntax リクエ
ストの最大数

BatchDetectTargetedSentiment スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

はい 現在のリージョンにお
ける、1 秒あたり各ア
カウントに許容される 
BatchDetectTargetedSentiment 
リクエストの最大数

CreateDocumentClassifier スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
CreateDocumentClassifier 
リクエストの最大数

CreateEntityRecognizer スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
CreateEntityRecognizer リ
クエストの最大数

DeleteDocumentClassifier スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteDocumentClassifier 
リクエストの最大数

DeleteEntityRecognizer スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DeleteEntityRecognizer リ
クエストの最大数

DescribeDocumentClassificationJob スロッ
トリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeDocumentClassificationJob 
リクエストの最大数

DescribeDocumentClassifier スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeDocumentClassifier 
リクエストの最大数

DescribeDominantLanguageDetectionJob 
スロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeDominantLanguageDetectionJob 
リクエストの最大数

DescribeEntitiesDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeEntitiesDetectionJob 
リクエストの最大数

DescribeEntityRecognizer スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeEntityRecognizer 
リクエストの最大数

DescribeEventsDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeEventsDetectionJob 
リクエストの最大数

DescribeKeyPhrasesDetectionJob スロット
リング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeKeyPhrasesDetectionJob 
リクエストの最大数

DescribePiiEntitiesDetectionJob スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribePiiEntitiesDetectionJob 
リクエストの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeSentimentDetectionJob スロット
リング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeSentimentDetectionJob 
リクエストの最大数

DescribeTargetedSentimentDetectionJob 
スロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeTargetedSentimentDetectionJob 
リクエストの最大数

DescribeTopicsDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DescribeTopicsDetectionJob 
リクエストの最大数

DetectDominantLanguage 最大アクティブ
ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで
アカウントごとに実行
できるアクティブな 
DetectDominantLanguage 
ジョブの最大数

DetectDominantLanguage スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
DetectDominantLanguage 
リクエストの最大数

DetectEntities 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるア
クティブな DetectEntities 
ジョブの最大数

DetectEntities スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる DetectEntities リ
クエストの最大数

DetectEvents 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるアク
ティブな DetectEvents ジョ
ブの最大数

DetectKeyPhrases 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるアク
ティブな DetectKeyPhrases 
ジョブの最大数

DetectKeyPhrases スロットリング制限 (ト
ランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる DetectKeyPhrases 
リクエストの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DetectPiiEntities 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるアク
ティブな DetectPiiEntities 
ジョブの最大数

DetectPiiEntities スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる DetectPiiEntities 
リクエストの最大数

DetectSentiment 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるアク
ティブな DetectSentiment 
ジョブの最大数

DetectSentiment スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる DetectSentiment 
リクエストの最大数

DetectSyntax スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる DetectSyntax リク
エストの最大数

DetectTargetedSentiment 最大アクティブ
ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで
アカウントごとに実行
できるアクティブな 
DetectTargetedSentiment 
ジョブの最大数

DetectTargetedSentiment スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンにお
ける、1 秒あたり各ア
カウントに許容される 
DetectTargetedSentiment リ
クエストの最大数

DocumentClassification 最大アクティブ
ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで
アカウントごとに実行
できるアクティブな 
DocumentClassification 
ジョブの最大数

DocumentClassifier 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンで
アカウントごとに実行
できるアクティブな 
DocumentClassifier ジョブ
の最大数

エンドポイント最大アクティブエンドポイ
ント

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに使用できるアク
ティブなエンドポイントの
最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのエンドポイント最大推
論単位

サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンでアカウ
ントごとに使用できる推論
単位の最大数

エンドポイントあたりのエンドポイント最
大推論単位

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでエンド
ポイントごとに使用できる
推論単位の最大数

EntityRecognizer 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるアク
ティブな EntityRecognizer 
ジョブの最大数

ListDocumentClassificationJobs スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListDocumentClassificationJobs 
リクエストの最大数

ListDocumentClassifiers スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListDocumentClassifiers リ
クエストの最大数

ListDominantLanguageDetectionJobs ス
ロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListDominantLanguageDetectionJobs 
リクエストの最大数

ListEntitiesDetectionJobs スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListEntitiesDetectionJobs リ
クエストの最大数

ListEntityRecognizers スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListEntityRecognizers リク
エストの最大数

ListEventsDetectionJobs スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListEventsDetectionJobs リ
クエストの最大数

ListKeyPhrasesDetectionJobs スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListKeyPhrasesDetectionJobs 
リクエストの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListPiiEntitiesDetectionJobs スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListPiiEntitiesDetectionJobs 
リクエストの最大数

ListSentimentDetectionJobs スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListSentimentDetectionJobs 
リクエストの最大数

ListTagsForResource スロットリング制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListTagsForResource リク
エストの最大数

ListTargetedSentimentDetectionJobs ス
ロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListTargetedSentimentDetectionJobs 
リクエストの最大数

ListTopicsDetectionJobs スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
ListTopicsDetectionJobs リ
クエストの最大数

StartDocumentClassificationJob スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartDocumentClassificationJob 
リクエストの最大数

StartDominantLanguageDetectionJob ス
ロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartDominantLanguageDetectionJob 
リクエストの最大数

StartEntitiesDetectionJob スロットリング
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartEntitiesDetectionJob リ
クエストの最大数

StartEventsDetectionJob スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartEventsDetectionJob リ
クエストの最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

StartKeyPhrasesDetectionJob スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartKeyPhrasesDetectionJob 
リクエストの最大数

StartPiiEntitiesDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartPiiEntitiesDetectionJob 
リクエストの最大数

StartSentimentDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartSentimentDetectionJob 
リクエストの最大数

StartTargetedSentimentDetectionJob ス
ロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartTargetedSentimentDetectionJob 
リクエストの最大数

StartTopicsDetectionJob スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StartTopicsDetectionJob リ
クエストの最大数

StopDominantLanguageDetectionJob ス
ロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopDominantLanguageDetectionJob 
リクエストの最大数

StopEntitiesDetectionJob スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopEntitiesDetectionJob リ
クエストの最大数

StopEventsDetectionJob スロットリング制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopEventsDetectionJob リ
クエストの最大数

StopKeyPhrasesDetectionJob スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopKeyPhrasesDetectionJob 
リクエストの最大数

Version 1.0
243



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Comprehend Medical

名前 デフォルト 調整
可能

説明

StopPiiEntitiesDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopPiiEntitiesDetectionJob 
リクエストの最大数

StopSentimentDetectionJob スロットリン
グ制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopSentimentDetectionJob 
リクエストの最大数

StopTargetedSentimentDetectionJob ス
ロットリング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopTargetedSentimentDetectionJob 
リクエストの最大数

StopTrainingDocumentClassifier スロット
リング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopTrainingDocumentClassifier 
リクエストの最大数

StopTrainingEntityRecognizer スロットリ
ング制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでア
カウントごとに 1 秒
あたりに実行できる 
StopTrainingEntityRecognizer 
リクエストの最大数

TagResource スロットリング制限 (トラン
ザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる TagResource リク
エストの最大数

TopicsDetection 最大アクティブジョブ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに実行できるアク
ティブな TopicsDetection 
ジョブの最大数

UntagResource スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでアカウ
ントごとに 1 秒あたりに実
行できる UntagResource リ
クエストの最大数

詳細については、Amazon Comprehend デベロッパーガイドのガイドラインとクォータを参照してくださ
い。

Amazon Comprehend Medical エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
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部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

comprehendmedical.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

comprehendmedical.us-gov-
west-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DetectEntities オペレーションの文字数/秒 
(CPS)

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい DetectEntities オペレーショ
ンの最大文字数/秒 (CPS)。

DetectEntities-v2 オペレーションの文字数/
秒 (CPS)

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい DetectEntities-v2 オペレー
ションの最大文字数/秒 
(CPS)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DetectPHI オペレーションの 1 秒あたりの
文字 (CPS)

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい DetectPHI オペレーション
の最大文字数/秒 (CPS)。

InferICD10CM オペレーションの文字数/秒 
(CPS)

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい InferICD10CM オペレーショ
ンの最大文字数/秒 (CPS)。

InferRxNorm オペレーションの文字数/秒 
(CPS)

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい InferRxNorm オペレーショ
ンの最大文字数/秒 (CPS)。

DetectEntities オペレーションの最大ドキュ
メントサイズ (UTF-8 文字)

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000 KB

いい
え

DetectEntities オペレーショ
ンの最大ドキュメントサイ
ズ (UTF-8 文字)。

DetectEntities-v2 オペレーションの最大ド
キュメントサイズ (UTF-8 文字)

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000 KB

いい
え

DetectEntities-v2 オペレー
ションの最大ドキュメント
サイズ (UTF-8 文字)。

DetectPHI オペレーションの最大ドキュメ
ントサイズ (UTF-8 文字)

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000 KB

いい
え

DetectPHI オペレーション
の最大ドキュメントサイズ 
(UTF-8 文字)。

InferICD10CM オペレーションの最大ド
キュメントサイズ (UTF-8 文字)

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000 KB

いい
え

InferICD10CM オペレーショ
ンの最大ドキュメントサイ
ズ (UTF-8 文字)。

InferRxNorm オペレーションの最大ドキュ
メントサイズ (UTF-8 文字)

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000 KB

いい
え

InferRxNorm オペレーショ
ンの最大ドキュメントサイ
ズ (UTF-8 文字)。

バッチジョブの最大個別ファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 40 KB

いい
え

バッチジョブの最大個別
ファイルサイズ。

バッチジョブの最大ファイル数 サポートされてい
る各リージョン: 
5,000,000

いい
え

バッチジョブの最大ファイ
ル数。

テキスト分析バッチジョブの最大サイズ 
(GB 単位、すべてのファイル)

サポートされてい
る各リージョン: 10 
GB

いい
え

テキスト分析バッチジョブ
の最大サイズ (GB 単位、す
べてのファイル)。

バッチ分析ジョブをリンクするオントロ
ジーの最大サイズ (すべてのファイル)

サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

バッチ分析ジョブをリンク
するオントロジーの最大サ
イズ (すべてのファイル)。

バッチジョブの最小サイズ (すべてのファ
イル)

サポートされている
各リージョン: 1 バ
イト

いい
え

バッチジョブの最小サイズ 
(すべてのファイル)。

DescribeEntitiesDetectionV2Job オペレー
ションのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい DescribeEntitiesDetectionV2Job 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Comprehend Medical

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeICD10CMInferenceJob オペレー
ションのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい DescribeICD10CMInferenceJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

DescribePHIDetectionJob オペレーション
のトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい DescribePHIDetectionJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

DescribeRxNormInferenceJob オペレー
ションのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい DescribeRxNormInferenceJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

DetectEntities オペレーションのトランザク
ション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

DetectEntities オペレーショ
ンの最大トランザクション
数/秒 (TPS)。

DetectEntities-v2 オペレーションのトラン
ザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

DetectEntities-v2 オペレー
ションの最大トランザク
ション数/秒 (TPS)。

DetectPHI オペレーションの 1 秒あたりの
トランザクション数 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

DetectPHI オペレーション
の最大トランザクション数/
秒 (TPS)。

InferICD10CM オペレーションのトランザ
クション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

InferICD10CM オペレーショ
ンの最大トランザクション
数/秒 (TPS)。

InferRxNorm オペレーションの 1 秒あたり
のトランザクション数 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

InferRxNorm オペレーショ
ンの最大トランザクション
数/秒 (TPS)。

ListEntitiesDetectionV2Jobs オペレーショ
ンのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい ListEntitiesDetectionV2Jobs 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

ListICD10CMInferenceJobs オペレーショ
ンのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい ListICD10CMInferenceJobs 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

ListPHIDetectionJobs オペレーションのト
ランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい ListPHIDetectionJobs オペ
レーションの最大トランザ
クション数/秒 (TPS)。

ListRxNormInferenceJobs オペレーション
のトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 10

はい ListRxNormInferenceJobs 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

StartEntitiesDetectionV2Job オペレーショ
ンのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StartEntitiesDetectionV2Job 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

StartICD10CMInferenceJob オペレーショ
ンのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StartICD10CMInferenceJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

Version 1.0
247

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-D3E9A826
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-6D2451A2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-9160F74C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-D2B25B86
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-697FACA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-ECD06837
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-BC0855C2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-CA412BC4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-A7A39B63


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Compute Optimizer

名前 デフォルト 調整
可能

説明

StartPHIDetectionJob オペレーションのト
ランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StartPHIDetectionJob オペ
レーションの最大トランザ
クション数/秒 (TPS)。

StartRxNormInferenceJob オペレーション
のトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StartRxNormInferenceJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

StopEntitiesDetectionV2Job オペレーショ
ンのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StopEntitiesDetectionV2Job 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

StopICD10CMInferenceJob オペレーショ
ンのトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StopICD10CMInferenceJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

StopPHIDetectionJob オペレーションのト
ランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StopPHIDetectionJob オペ
レーションの最大トランザ
クション数/秒 (TPS)。

StopRxNormInferenceJob オペレーション
のトランザクション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 5

はい StopRxNormInferenceJob 
オペレーションの最大トラ
ンザクション数/秒 (TPS)。

AWS Compute Optimizer エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Compute Optimizer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

compute-optimizer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

compute-optimizer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Config

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

compute-optimizer-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

compute-optimizer-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの API 呼び出し数/秒 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウントあたりの API 呼
び出し数/秒。

AWS Config エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com

config-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com

config-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com

config-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com

config-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Config

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

config.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
251



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Config

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
AWS Config サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能

1 アカウント (1 リージョン) あたりの 
AWS Config ルールの最大数

400 はい

設定アグリゲータの最大数 50 はい

アグリゲータ内のアカウントの最大数 10000 いいえ

すべてのアグリゲータで週ごとに追加ま
たは削除されるアカウントの最大数

1,000 はい
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Config

名前 デフォルト 調整可能

タグの最大数 50 いいえ

1 つのアカウントと 1 つのリージョンに
保存されたクエリの最大数

300 はい

単一アカウントのコンフォーマンスパック

名前 デフォルト 調整可能

アカウントあたりのコンフォーマンス
パックの最大数

50 いいえ

コンフォーマンスパックあたりの AWS 
Config ルールの最大数

130 いいえ

すべてのコンフォーマンスパックにおけ
るアカウントあたり、リージョンあたり
の AWS Config ルールの最大数

150 いいえ

Note

アカウントあたりのリージョンごとの AWS Config ルールの最大数に対するクォータのコン
フォーマンスパック数における AWS Config ルール。

組織コンフォーマンスパック

名前 デフォルト 調整可能

組織ごとのコンフォーマンスパックの最
大数

50 いいえ

組織コンフォーマンスパックあたりの 
AWS Config ルールの最大数

130 いいえ

すべての組織コンフォーマンスパックに
おけるアカウントあたり、リージョンあ
たりの AWS Config ルールの最大数

350 いいえ

Note

組織レベルでデプロイすると、子アカウントのクォータでカウントされます。アカウントあたり
のリージョンごとの AWS Config ルールの最大数に対するクォータのコンフォーマンスパック数
における AWS Config ルール。

組織の Config ルール

名前 デフォルト 調整可能

組織ごとの組織 AWS Config ルールの最
大数

150 いいえ

Note

組織レベルでデプロイすると、子アカウントのクォータでカウントされます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

Amazon Connect エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 connect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 connect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Amazon Connect Contact Lens のエンドポイント

Amazon Connect Contact Lens Service には、次のエンドポイントがあります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 contact-lens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 contact-lens.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Amazon Connect Participant Service のエンドポイント

Amazon Connect Participant Service には、次のエンドポイントがあります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 participant.connect.us-east-1.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 participant.connect.us-west-2.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 participant.connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Connect Customer Profiles のエンドポイント
Amazon Connect Customer Profiles Service には、次のエンドポイントがあります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 profile.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 profile.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 profile.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

profile.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

profile.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

profile.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

profile.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

profile.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

profile.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 profile.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AppIntegrations Service のエンドポイント

AppIntegrations Service には、次のエンドポイントがあります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 app-integrations.us-east-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 app-integrations.us-west-2.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 app-integrations.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Amazon Connect Cases サービスエンドポイント

Amazon Connect Cases サービスには、次のエンドポイントがあります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cases.us-east-1.amazonaws.com

cases-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cases.us-west-2.amazonaws.com

cases-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cases.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cases.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cases.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cases.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cases.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Amazon Connect Voice ID サービスエンドポイント

Amazon Connect Voice ID サービスには、次のエンドポイントがあります。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 voiceid.us-east-1.amazonaws.com

voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 voiceid.us-west-2.amazonaws.com

voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

voiceid.ca-central-1.amazonaws.com

voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

voiceid.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 voiceid.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

インスタンスあたりの AWS Lambda 関数 サポートされている
各リージョン: 50

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できる 
AWS Lambda 関数の最大
数。

インスタンスあたりのエージェントステー
タス

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

このインスタンスで現在の
リージョンに作成できる
エージェントステータスの
最大数。この制限を増やす
ことはできません。

スケジュールごとのエージェント サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンにあるス
ケジュールごとのエージェ
ントの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

スタッフ配置グループあたりのエージェン
ト

サポートされている
各リージョン: 75

いい
え

現在のリージョンにあるス
タッフ配置グループごとの
エージェントの最大数。

インスタンスで顧客の発信者 ID を許可す
る

サポートされている
各リージョン: 0

はい 現在のリージョン内のこの
インスタンスで、カスタム
発信者 ID を有効または無効
にする設定。

Amazon Connect インスタンス数 サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる 
Amazon Connect インスタ
ンスの最大数。

インスタンスあたりの Amazon Lex V2 
ボットのエイリアス

サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで使用で
きる Amazon Lex V2 ボット
のエイリアスの最大数。

インスタンスあたりの Amazon Lex ボット サポートされている
各リージョン: 70

はい このインスタンスで現在の
リージョンで使用できる 
Amazon Lex ボットの最大
数。

インスタンスあたりのキャパシティプラン
オーバーライドアップロード

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりのキャ
パシティプランオーバー
ライドアップロードの最大
数。

インスタンスあたりのキャパシティプラン
のユーザーデータ

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりのキャ
パシティプランのユーザー
データの最大数。

インスタンスあたりのキャパシティプラン
ニングシナリオ

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンのこのイ
ンスタンスで作成できる
キャパシティプランニング
シナリオの最大数。

インスタンスあたりのキャパシティプラン サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンのこのイ
ンスタンスで作成できる
キャパシティプランの最大
数。

インスタンスあたりのアクティブな同時呼
び出しの数

サポートされている
各リージョン: 10

はい このインスタンスで現在の
リージョンで使用できる
アクティブな同時呼び出し
の最大数。この値を超える
と、問い合わせは高速の話
し中の音になります。これ
は、着信番号への転送パス
が利用できないことを示し
ます。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

インスタンスあたりの同時実行アクティブ
チャット

サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで現在の
リージョンで使用できる
アクティブな同時チャッ
トの最大数。この値を超え
ると、追加のチャットセッ
ションは開始できません。

インスタンスあたりの同時アクティブタス
ク

サポートされている
各リージョン: 2,500

はい このインスタンスで現在の
リージョンで使用できるア
クティブな同時タスクの最
大数。この値を超えると、
追加のタスクは作成できま
せん。

インスタンスあたりの同時アップロード サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスで一度に処理
できるアップロードの最大
数。

インスタンスあたりの問い合わせフロー数 サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できる問
い合わせフローの最大数。

キャパシティプランオーバーライドのアッ
プロードあたりのファイルサイズ

サポートされている
各リージョン: 250

いい
え

現在のリージョンのインス
タンスでキャパシティプラ
ンオーバーライドファイル
をアップロードできる最大
メガバイト数。

キャパシティプランユーザーデータのアッ
プロードごとのファイルサイズ

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンのインス
タンスでキャパシティプラ
ンのユーザーデータファイ
ルをアップロードできる最
大メガバイト数。

予測オーバーライドのアップロードあたり
のファイルサイズ

サポートされている
各リージョン: 250

いい
え

現在のリージョンのインス
タンスに対して予測オー
バーライドファイルをアッ
プロードできる最大メガバ
イト数。

過去実績のアップロードあたりのファイル
サイズ

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスで現在のリー
ジョンに過去実績をアップ
ロードできる最大メガバイ
ト数。

インスタンスあたりの予想グループ サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンのこのイ
ンスタンスで作成できる予
想グループの最大数。

インスタンスあたりの予測上書きアップ
ロード

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりの予測
オーバーライドアップロー
ドの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

インスタンスあたりの過去の実績アップ
ロード

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりの実際
のアップロードの最大数。

インスタンスあたりのオペレーション時間 サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できる
オペレーション時間の最大
数。

インスタンスあたりの電話番号数 サポートされている
各リージョン: 5

はい このインスタンスに対して
現在のリージョンで要求で
きる電話番号の最大数。

インスタンスあたりのプロンプト数 サポートされている
各リージョン: 500

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できるプ
ロンプトの最大数。

予測グループあたりのキュー数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

特定の予測グループに含め
ることができるキューの最
大数。

インスタンスあたりのキュー数 サポートされている
各リージョン: 50

はい このインスタンスで現在
のリージョンに作成できる
キューの最大数。

インスタンスあたりルーティングプロファ
イルごとのキュー

サポートされている
各リージョン: 50

はい このインスタンスで現在の
リージョンにルーティング
プロファイルごとに作成で
きるキューの最大数。

インスタンスあたりのクイック接続数 サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できるク
イック接続/転送先の最大
数。

AssociateQueueQuickConnects API リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
AssociateQueueQuickConnects 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

AssociateRoutingProfileQueues API リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
AssociateRoutingProfileQueues 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateQueue API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateQueue API リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、Amazon 
Connect は、その間隔の残
りの間、このオペレーショ
ンのリクエストを拒否しま
す。

CreateQuickConnect API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateQuickConnect API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

CreateRoutingProfile API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateRoutingProfile API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

CreateUser API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateUser API リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、Amazon Connect 
は、その間隔の残りの間、
このオペレーションのリク
エストを拒否します。

CreateUserHierarchyGroup API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateUserHierarchyGroup 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DeleteQuickConnect API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteQuickConnect API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-272F1E62
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-E621D747
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-EC633E57


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteUser API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteUser API リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、Amazon Connect 
は、その間隔の残りの間、
このオペレーションのリク
エストを拒否します。

DeleteUserHierarchyGroup API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteUserHierarchyGroup 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DescribeHoursOfOperation API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeHoursOfOperation 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DescribeQueue API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeQueue API リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、Amazon 
Connect は、その間隔の残
りの間、このオペレーショ
ンのリクエストを拒否しま
す。

DescribeQuickConnect API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeQuickConnect 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DescribeRoutingProfile API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeRoutingProfile 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-30488271
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-6751163B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-F6EB2DE1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-FAC57D08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-2DE43297
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-839A2EDC


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeUser API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeUser API リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、Amazon 
Connect は、その間隔の残
りの間、このオペレーショ
ンのリクエストを拒否しま
す。

DescribeUserHierarchyGroup API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeUserHierarchyGroup 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DescribeUserHierarchyStructure API リク
エスト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeUserHierarchyStructure 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DisassociateQueueQuickConnects API リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DisassociateQueueQuickConnects 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

DisassociateRoutingProfileQueues API リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DisassociateRoutingProfileQueues 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

GetContactAttributes API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetContactAttributes API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-EE6F0D82
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-50D07AB9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5F32FD78
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-BC61DC58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-83963769
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5AF7EB96


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetCurrentMetricData API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetCurrentMetricData API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

GetFederationToken API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetFederationToken API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

GetMetricData API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetMetricData API リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、Amazon 
Connect は、その間隔の残
りの間、このオペレーショ
ンのリクエストを拒否しま
す。

ListContactFlows API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行でき
る ListContactFlows API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListHoursOfOperations API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListHoursOfOperations 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListPhoneNumbers API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListPhoneNumbers API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-ED2B0490
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-9AA558F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-52794498
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4641705A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-09AAE068
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-9959E55D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListQueueQuickConnects API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListQueueQuickConnects 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListQueues API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListQueues API リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、Amazon Connect 
は、その間隔の残りの間、
このオペレーションのリク
エストを拒否します。

ListQuickConnects API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListQuickConnects API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListRoutingProfileQueues API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListRoutingProfileQueues 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListRoutingProfiles API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListRoutingProfiles API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListSecurityProfiles API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListSecurityProfiles API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-6271E27A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-C56E3A3C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-44B5DA37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-16BF00C7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-30929A21
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-A408782D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListTagsForResource API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListTagsForResource API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListUserHierarchyGroups API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListUserHierarchyGroups 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

ListUsers API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListUsers API リクエストの
最大数。このクォータに達
すると、Amazon Connect 
は、その間隔の残りの間、
このオペレーションのリク
エストを拒否します。

StartOutboundVoiceContact API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
StartOutboundVoiceContact 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

StopContact API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
StopContact API リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、Amazon Connect 
は、その間隔の残りの間、
このオペレーションのリク
エストを拒否します。

TagResource API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
TagResource API リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、Amazon 
Connect は、その間隔の残
りの間、このオペレーショ
ンのリクエストを拒否しま
す。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-601C68F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-E6DB6D6D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-CCC38177
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4E9BCC96
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-650BD10F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-EA358306


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UntagResource API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UntagResource API リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、Amazon 
Connect は、その間隔の残
りの間、このオペレーショ
ンのリクエストを拒否しま
す。

UpdateContactAttributes API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateContactAttributes 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateQueueHoursOfOperation API リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQueueHoursOfOperation 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateQueueMaxContacts API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQueueMaxContacts 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateQueueName API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQueueName API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateQueueOutboundCallerConfig API リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQueueOutboundCallerConfig 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-26D9F60B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-F001E5ED
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-1317E3B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4EA7C312
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-A250B0F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-B1EC95D9


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateQueueStatus API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQueueStatus API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateQuickConnectConfig API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQuickConnectConfig 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateQuickConnectName API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateQuickConnectName 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateRoutingProfileConcurrency API リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateRoutingProfileConcurrency 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue 
API リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateRoutingProfileName API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateRoutingProfileName 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5AB302E1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-B29D0CD1
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4AAC8E79


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateRoutingProfileQueues API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateRoutingProfileQueues 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateUserHierarchy API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateUserHierarchy API 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateUserHierarchyGroupName API リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateUserHierarchyGroupName 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateUserIdentityInfo API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateUserIdentityInfo 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateUserPhoneConfig API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateUserPhoneConfig 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

UpdateUserRoutingProfile API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateUserRoutingProfile 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateUserSecurityProfiles API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateUserSecurityProfiles 
API リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、Amazon Connect は、
その間隔の残りの間、この
オペレーションのリクエス
トを拒否します。

インスタンスあたりのレポート数 サポートされている
各リージョン: 500

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できるレ
ポートの最大数。個人の保
存済みレポートが制限に対
してカウントされます。ベ
ストプラクティスとして、
レポートが集積しないよう
に、適切な保持ポリシーを
実装することをお勧めしま
す。

インスタンスあたりのルーティングプロ
ファイル数

サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できる
ルーティングプロファイル
の最大数。

インスタンスあたりのスケジュールされた
レポート数

サポートされている
各リージョン: 50

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できるス
ケジュールされたレポート
の最大数。

インスタンスあたりのモジュール サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりのスケ
ジュールの最大数。

インスタンスあたりのセキュリティプロ
ファイル数

サポートされている
各リージョン: 100

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できるセ
キュリティプロファイルの
最大数。

インスタンスあたりのアクティビティのシ
フト

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりのシ
フトアクティビティの最大
数。

シフトプロファイルあたりのシフトアク
ティビティ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在のリージョンにおける
シフトプロファイルのシ
フトアクティビティの最大
数。

インスタンスあたりのシフトプロファイル サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりのシフ
トプロファイルの最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-64B27051
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Connect

名前 デフォルト 調整
可能

説明

インスタンスあたりのスタッフ配置グルー
プ

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

現在のリージョンにおける
インスタンスあたりのス
タッフ配置グループの最大
数。

スタッフ配置グループあたりのスーパーバ
イザー

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおける
スタッフ配置グループあた
りのスーパーバイザーの最
大数。

インスタンスごとのユーザー階層グループ サポートされている
各リージョン: 500

はい このインスタンスで現在の
リージョンに作成できる
ユーザー階層グループの最
大数。

インスタンスあたりのユーザー数 サポートされている
各リージョン: 500

はい このインスタンスで現在
のリージョンに作成できる
ユーザーの最大数。

Amazon Connect Customer Profiles のサービスクォータ
Amazon Connect Customer Profiles Service には、次のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amazon Connect Customer Profiles のドメ
イン数

サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで現在の 
AWS リージョンに作成
できる Amazon Connect 
Customer Profiles ドメイン
の最大数。

オブジェクトタイプあたりのキー サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在の AWS リージョンで
オブジェクトタイプごとに
定義できるキーの最大数。

最大有効期限 (日) サポートされている
各リージョン: 1,098

はい 現在の AWS リージョンで
オブジェクトまたはプロ
ファイルに対して定義でき
る最大有効期限 (日数)。

統合の最大数 サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在の AWS リージョンの
ドメインごとの統合の最大
数。

プロファイルのすべてのオブジェクトの最
大サイズ

サポートされてい
る各リージョン: 
51,200 KB

はい 現在の AWS リージョンの
プロファイル (関連するすべ
てのオブジェクトを含む) の
合計サイズ。

オブジェクトとプロファイルの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 250 
KB

いい
え

現在の AWS リージョンの
単一のプロファイルまたは
プロファイルオブジェクト
の最大サイズ。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-D68AAAE4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Exchange

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ドメインあたりのオブジェクトタイプ サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在の AWS リージョンで
ドメインごとに定義できる
オブジェクトタイプの最大
数。

プロファイルあたりのオブジェクト サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在の AWS リージョンで
単一のプロファイルにア
タッチできるオブジェクト
の最大数。

Amazon Connect Cases サービスクォータ

Amazon Connect Cases サービスには、次のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整可能

AWS アカウントあたりの Cases ドメイン 2 はい

Cases ドメインのフィールド 50 はい

Cases ドメインの単一選択フィールドごとの
フィールドオプション

100 はい

Cases ドメインのレイアウト 25 はい

Cases ドメインのテンプレート 25 はい

ケースにアタッチできる関連アイテム 50 はい

ケーステンプレートごとのケースフィールド 30 いいえ

詳細については、Amazon Connect 管理者ガイドの Amazon Connect Service Quotas を参照してくださ
い。

AWS Data Exchange エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 dataexchange.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Exchange

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 dataexchange.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 dataexchange.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 dataexchange.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リビジョンあたりの AWS Lake Formation 
データ許可アセット

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 つのリビジョンに含める
ことができる AWS Lake 
Formation データ許可ア
セットの最大数。

リビジョンあたりの Amazon API Gateway 
API アセット

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 つのリビジョンに含める
ことができる Amazon API 
Gateway API アセットの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Exchange

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Redshift からのインポートジョブあたりの 
Amazon Redshift データ共有アセット

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つのジョブで Redshift 
からインポートできる 
Amazon Redshift データ共
有アセットの最大数。

リビジョンあたりの Amazon Redshift デー
タ共有アセット

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 つのリビジョンに含め
ることができる Amazon 
Redshift データ共有アセッ
トの最大数。

リビジョンあたりの Amazon S3 データア
クセスアセット

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 つのリビジョンに含める
ことができる Amazon S3 
データアクセスアセットの
最大数。

Amazon S3 からのエクスポートジョブあた
りのアセット

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 つのジョブで Amazon S3 
にエクスポートできるア
セットの最大数。

アセットサイズ (GB) サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

単一アセットの最大サイズ 
(GB)。

Amazon S3 からのインポートジョブあたり
のアセット

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 つのジョブで Amazon S3 
からインポートできるア
セットの最大数。

リビジョンあたりのアセット サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 1 つのリビジョンに含める
ことができるアセットの最
大数。

データセットあたりの自動エクスポートイ
ベントアクション

サポートされている
各リージョン: 5

はい データセットあたりの自動
エクスポートイベントアク
ションの最大数。

アカウントあたりのサブスクリプション持
ち込みオファー

サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 つのアカウントで作成
できる BYOS (Bring-Your-
Own-Subscription: サブス
クリプション持ち込み) オ
ファーの最大数。

S3 バケットから Amazon S3 データアクセ
スアセットを作成するための進行中の同時
実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

S3 バケットから Amazon 
S3 データ アクセス ア
セットを作成するために
同時に実行されるジョブ 
(IN_PROGRESS のジョブ
など) の最大数。

Amazon S3 にアセットをエクスポートする
ための進行中の同時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Amazon S3 にアセットをエ
クスポートするために同時
に実行されるジョブ (つまり 
IN_PROGRESS 状態のジョ
ブ) の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Exchange

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アセットを署名付き URL にエクスポート
するための進行中の同時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

署名付き URL にアセットを
エクスポートするために同
時に実行されるジョブ (つま
り IN_PROGRESS 状態の
ジョブ) の最大数。

Amazon S3 にリビジョンをエクスポートす
るための進行中の同時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Amazon S3 にリビジョンを
エクスポートするために同
時に実行されるジョブ (つま
り IN_PROGRESS 状態の
ジョブ) の最大数。

Amazon API Gateway からアセットをイン
ポートするための進行中の同時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Amazon API Gateway か
らアセットをインポー
トするために同時に実
行されるジョブ (つまり 
IN_PROGRESS 状態のジョ
ブ) の最大数。

Amazon Redshift データ共有からアセット
をインポートするための進行中の同時実行
ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Amazon Redshift データ共
有をインポートするために
同時に実行されるジョブ (つ
まり IN_PROGRESS 状態
のジョブ) の最大数。

Amazon S3 からアセットをインポートする
ための進行中の同時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Amazon S3 からアセットを
インポートするために同時
に実行されるジョブ (つまり 
IN_PROGRESS 状態のジョ
ブ) の最大数。

署名付き URL からアセットをインポート
するための進行中の同時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

署名付き URL からアセット
をインポートするために同
時に実行されるジョブ (つま
り IN_PROGRESS 状態の
ジョブ) の最大数。

AWS Lake Formation タグポリシーからア
セットをインポートするための進行中の同
時実行ジョブ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

AWS Lake Formation タグ 
ポリシーからアセットをイ
ンポートするための同時実
行ジョブ (IN_PROGRESS 
のジョブなど) の最大数。

製品あたりのデータディクショナリ サポートされている
各リージョン: 50

はい 製品あたりのデータディク
ショナリの最大数。

データディクショナリのファイルサイズ 
(MB)

サポートされている
各リージョン: 1 MB

はい データディクショナリの最
大サイズ (MB)。

アカウントあたりのデータセット サポートされている
各リージョン: 3,000

はい アカウントあたりのデータ
セットの最大数。

製品あたりのデータセット サポートされている
各リージョン: 25

はい 1 つの製品に含めることが
できるデータセットの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Exchange

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのイベントアクション サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントあたりのイベン
トアクションの最大数で
す。

アカウントあたりのプライベートオファー サポートされている
各リージョン: 25

はい 1 つのアカウントで作成で
きるカスタムオファーの最
大数。

アカウントあたりの製品 サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントあたりの発行済
み製品の最大数。

データセットあたりの製品 サポートされている
各リージョン: 100

はい 特定のデータセットを含め
ることができる製品の最大
数。

AWS Lake Formation データ許可データ
セットあたりのリビジョン

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 つの AWS Lake Formation 
データ権限データ セット
に含めることができるリビ
ジョンの最大数。

Amazon API Gateway API データセットあ
たりのリビジョン

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 つの Amazon API 
Gateway API データセット
に含めることができるリビ
ジョンの最大数。

Amazon Redshift データ共有データセット
あたりのリビジョン

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 つの Amazon Redshift 
データ共有データセット
に含めることができるリビ
ジョンの最大数。

Amazon S3 データアクセスデータセットあ
たりのリビジョン

サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 つの Amazon S3 データア
クセスデータセットに含め
ることができるリビジョン
の最大数。

addRevisions 変更セットあたりのリビジョ
ン

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

タイプ addRevisions の 
1 つの AWS Marketplace 
Catalog API 変更セットで製
品に対して発行できるリビ
ジョンの最大数。

データセットあたりのリビジョン サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 1 つのデータセットに含め
ることができるリビジョン
の最大数。

サンプルのファイルサイズ (MB) サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

はい サンプルの最大サイズ 
(MB)。

製品あたりのサンプル数 サポートされている
各リージョン: 50

はい 製品あたりのサンプルの最
大数。

詳細については、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「AWS Data Exchange のクォータ」を参照して
ください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 dlm.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 dlm.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 dlm.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 dlm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 dlm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 dlm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 dlm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Data Lifecycle Manager

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

dlm.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

dlm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 dlm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 dlm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 dlm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 dlm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 dlm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 dlm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

dlm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

dlm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

dlm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 dlm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Pipeline

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりのポリシー サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンあたりのポリ
シーの最大数。

共有ルールあたりのターゲットアカウント サポートされている
各リージョン: 50

はい 共有ルールあたりのター
ゲットアカウントの最大
数。

AWS Data Pipeline エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 datapipeline.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 datapipeline.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Data Pipeline

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

再試行間の最小遅延時間 (分) サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

再試行間の最小遅延時間 
(分)。

最小スケジューリング間隔 (分) サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

最小スケジューリング間隔 
(分)。

Ec2Resource オブジェクトあたりの EC2 
インスタンスの数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

Ec2Resource オブジェクト
あたりの EC2 インスタンス
の最大数。

フィールドあたりの UTF8 バイトの数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,240

いい
え

フィールドあたりの UTF8 
バイトの最大数。

フィールド名前または ID あたりの UTF8 
バイトの数

サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

フィールド名前または ID あ
たりの UTF8 バイトの最大
数。

オブジェクトあたりの UTF8 バイトの数 サポートされてい
る各リージョン: 
15,360

いい
え

オブジェクトあたりの 
UTF8 バイトの最大数 
(フィールド名を含む)。

オブジェクトあたりのアクティブなインス
タンスの数

サポートされている
各リージョン: 5

はい オブジェクトあたりのアク
ティブなインスタンスの最
大数。

オブジェクトあたりのフィールドの数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

オブジェクトあたりの
フィールドの最大数。

パイプラインあたりのオブジェクトの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい パイプラインごとに定義で
きるオブジェクトの最大
数。

作成できるパイプラインの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい 作成できるパイプラインの
最大数。

単一のオブジェクトへのロールアップの数 サポートされている
各リージョン: 32

いい
え

単一のオブジェクトへの
ロールアップの最大数。

オブジェクトからのインスタンス作成レー
ト

サポートされている
各リージョン: 5 分
あたり 1

いい
え

5 分あたりのオブジェクト
からのインスタンス作成
レート。

タスクあたりのパイプラインアクティビ
ティの再試行

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

タスクあたりのパイプライ
ンアクティビティの再試行
の最大数。

詳細については、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの「AWS Data Pipeline のクォータ」を参照して
ください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DataSync

AWS DataSync エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 datasync.us-east-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 datasync.us-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 datasync.us-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 datasync.us-west-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 datasync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 datasync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 datasync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 datasync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DataSync

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

datasync.ca-central-1.amazonaws.com

datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

datasync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 datasync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 datasync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 datasync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 datasync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 datasync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 datasync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

datasync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

datasync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

datasync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 datasync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS DMS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

タスクあたりのファイル サポートされてい
る各リージョン: 
25,000,000

はい タスクあたりのファイルの
最大数。

タスク サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるタ
スクの最大数。

タスクあたりのスループット サポートされている
各リージョン: 10 ギ
ガビット/秒

はい タスクあたりの最大スルー
プット。

AWS Database Migration Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 dms.us-east-2.amazonaws.com

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 dms.us-east-1.amazonaws.com

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ

us-west-1 dms.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS DMS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

フォルニ
ア)

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 dms.us-west-2.amazonaws.com

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 dms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 dms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 dms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

dms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

dms.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 dms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

dms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

dms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

dms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

dms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

dms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

dms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS DMS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

dms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 dms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 dms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 dms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 dms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 dms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 dms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

dms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

dms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

dms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 dms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

証明書数 サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可される証明
書の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS DMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Endpoint count サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるエン
ドポイントの最大数。

インスタンスごとのエンドポイント サポートされている
各リージョン: 100

はい レプリケーションインスタ
ンスごとの許可されるエン
ドポイントの最大数。

イベントサブスクリプション サポートされている
各リージョン: 60

はい サブスクライブできる AWS 
DMS イベントの最大数。

DMS Fleet Advisor コレクターインスタン
スの数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DMS Fleet Advisor コレク
ターの作成済みインスタン
スの最大数

データプロバイダーの数 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

データプロバイダーの最大
数

インスタンスプロファイルの数 サポートされている
各リージョン: 60

いい
え

インスタンスプロファイル
の最大数

移行プロジェクトの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

移行プロジェクトの最大数

DMS Fleet Advisor が 1 時間あたりに送信
できるデータファイルの数

サポートされている
各リージョン: 500/
時間

いい
え

DMS Fleet Advisor コレク
ターが 1 時間あたりに送信
できるファイルの最大数

DMS Fleet Advisor が処理できるデータ
ベースオブジェクトの数

サポートされてい
る各リージョン: 
50,000,000

いい
え

AWS DMS Fleet Advisor が
処理できるデータベースオ
ブジェクトの総数。デー
タベースオブジェクトは、
テーブル、ビュー、ストア
ドプロシージャ、関数、ト
リガーなど、データを格納
または参照するために使用
されるデータ構造です。

DMS Fleet Advisor コレクター内のモニタ
リング対象オブジェクトの数

サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

顧客が 1 つの DMS Fleet 
Advisor コレクターに追加で
きるモニタリング対象オブ
ジェクトの最大数。

レプリケーション インスタンス サポートされている
各リージョン: 60

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるレプ
リケーションインスタンス
の最大数。

サブネットグループ サポートされている
各リージョン: 60

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるサブ
ネットグループの最大数。

サブネットグループあたりのサブネット サポートされている
各リージョン: 60

はい サブネットグループあたり
の許可されるサブネットの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS DeepLens

名前 デフォルト 調整
可能

説明

タスク数 サポートされている
各リージョン: 600

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるタス
クの最大数。

DMS Fleet Advisor で収集されるデータの
量

サポートされてい
る各リージョン: 10 
GB

いい
え

すべての DMS Fleet Advisor 
コレクターで収集できる
データの量。

合計ストレージ サポートされてい
る各リージョン: 
30,000 GB

はい 一緒に追加されたすべての
レプリケーションインスタ
ンスの最大ストレージ合計 
(GB 単位)。

AWS DeepLens エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 deeplens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

deeplens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

deeplens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのデバイス数 サポートされている
各リージョン: 200

はい 同じアカウントのデバイス
の最大数。

アカウントあたりのモデル数 サポートされている
各リージョン: 200

はい 同じアカウントのモデルの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS DeepRacer

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのプロジェクト数 サポートされている
各リージョン: 200

はい 同じアカウントのプロジェ
クトの最大数。

プロジェクトごとのバージョン数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

プロジェクトで同時に保持
できるバージョンの最大
数。

AWS DeepRacer エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 deepracer.us-east-1.amazonaws.com  

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

自動車 サポートされている
各リージョン: 20

はい アカウントが同時に所有で
きる自動車の最大数。

評価ジョブ サポートされている
各リージョン: 3

はい 同じリージョンで同じアカ
ウントの同時評価ジョブの
最大数。

トレーニングジョブ サポートされている
各リージョン: 4

はい 同じリージョンで同じアカ
ウントの同時トレーニング
ジョブの最大数。

Amazon Detective エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Version 1.0
290

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deeplens/quotas/L-D49D819B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deepracer/quotas/L-47A52EC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deepracer/quotas/L-E84DEF70
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/deepracer/quotas/L-B8B892E1


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Detective

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 api.detective.us-east-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.detective.us-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 api.detective.us-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 api.detective.us-west-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 api.detective.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 api.detective.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 api.detective.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

api.detective.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

api.detective.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DevOps Guru

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 api.detective.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 api.detective.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 api.detective.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 api.detective.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 api.detective.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

api.detective.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 api.detective.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
詳細については、Amazon Detective quotas を参照してください。

Amazon DevOps Guru エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 devops-guru.us-east-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DevOps Guru

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 devops-guru.us-east-1.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 devops-guru.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 devops-guru.us-west-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Device Farm

サービスクォータ

リソース クォータ

一度に指定できる Amazon Simple Notification 
Service トピックの最大数

2

指定できる AWS CloudFormation スタックの最大
数

1,000

詳細については、「Amazon DevOps Guru ユーザーガイド」の「クォータ」を参照してください。

AWS Device Farm エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 devicefarm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

計測対象デバイスでのオートメーションテ
ストの同時実行

サポートされている
各リージョン: 5

はい オートメーションテストを
実行している同時計測対象
デバイスの最大数。

計測対象デバイスでのリモートアクセスの
同時実行

サポートされている
各リージョン: 2

はい リモートアクセスセッショ
ンを実行している同時計測
対象デバイスの最大数。

リモートアクセスセッションの長さ (分) サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

デバイスごとのリモートア
クセスセッションの最大長 
(分)。

デバイスあたりのテスト実行タイムアウト 
(分)

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

デバイスごとのオートメー
ションテスト実行の最大長 
(分)。

アップロードされたファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 4 GB

いい
え

アップロードするファイル
の最大サイズ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Direct Connect

AWS Direct Connect エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 directconnect.us-east-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 directconnect.us-east-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 directconnect.us-west-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 directconnect.us-west-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 directconnect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 directconnect.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 directconnect.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 directconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Direct Connect

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

directconnect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

directconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 directconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 directconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 directconnect.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 directconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 directconnect.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 directconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

directconnect.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

directconnect.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

directconnect.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Direct Connect

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 directconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ロケーションあたりのアクティブな AWS 
Direct Connect 専用接続

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ロケーションあたりのア
クティブな AWS Direct 
Connect 専用接続の最大
数。

Link Aggregation Group (LAG) あたりの専
用接続または相互接続

サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

Link Aggregation Group 
(LAG) あたりの専用接続ま
たは相互接続の最大数。

AWS Direct Connect ゲートウェイのグロー
バル最大数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

アカウントあたりの AWS 
Direct Connect ゲートウェ
イの最大数。

AWS リージョンごとの Link Aggregation 
Group (LAG) の数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

AWS リージョンごとの Link 
Aggregation Group (LAG) の
最大数。

AWS からトランジット仮想インターフェ
イス上のオンプレミスへの AWS Transit 
Gateway ごとのプレフィックス数

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

AWS からトランジット仮想
インターフェイス上のオン
プレミスへの AWS Transit 
Gateway ごとのプレフィッ
クスの最大数。

AWS Direct Connect 専用接続あたりのプ
ライベートまたはパブリック仮想インター
フェイス数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

AWS Direct Connect 専用
接続あたりのプライベート
またはパブリックインター
フェイスの最大数。

AWS Direct Connect ゲートウェイあたりの 
Transit Gateway

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

AWS Direct Connect ゲー
トウェイあたりの Transit 
Gateway の最大数。

AWS Direct Connect ゲートウェイあたりの
仮想インターフェイス

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

AWS Direct Connect ゲー
トウェイあたりの仮想イン
ターフェイスの最大数。

AWS Direct Connect ゲートウェイあたりの
仮想プライベートゲートウェイ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

AWS Direct Connect ゲート
ウェイあたりの仮想プライ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Directory Service

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ベートゲートウェイの最大
数。

詳細については、AWS Direct Connect ユーザーガイドの「AWS Direct Connect のクォータ」を参照して
ください。

AWS Directory Service エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ds.us-east-2.amazonaws.com

ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ds.us-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ds.us-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ds.us-west-2.amazonaws.com

ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Directory Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ds.ca-central-1.amazonaws.com

ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Directory Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ds.us-gov-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ds.us-gov-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サポートされているエンドポイントのディレクトリ別のリストについては、「AWS Directory Service に対
するリージョン可用性」を参照してください。

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AD Connector ディレクトリ サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンに作成で
きる AD Connector ディレ
クトリの最大数。

AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンに作
成できる AWS Managed 
Microsoft AD ディレクトリ
の最大数。

AWS Managed Microsoft AD ドメインコン
トローラー

サポートされている
各リージョン: 20

はい AWS Managed Microsoft 
AD ディレクトリに追加でき
るドメインコントローラー
の最大数。

AWS Managed Microsoft AD 手動スナップ
ショット

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

AWS Managed Microsoft 
AD ディレクトリで取得でき
る手動スナップショットの
最大数。

Simple AD ディレクトリ サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンに作成で
きる Simple AD ディレクト
リの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon DocumentDB

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Simple AD 手動スナップショット サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Simple AD ディレクトリで
取得できる手動スナップ
ショットの最大数。

詳細については、次を参照してください。

• AD Connector クォータ
• AWS Managed Microsoft AD クォータ
• Simple AD クォータ

Amazon DocumentDB エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon DocumentDB

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

クラスターまたはインスタンスのエンドポイントを見つけて接続する方法については、Amazon 
DocumentDB 開発者ガイドの Working with Amazon DocumentDB Endpoints を参照してください。

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスターパラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

DB クラスターパラメータグ
ループの最大数

クラスター サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるクラ
スターの最大数

イベントサブスクリプション サポートされている
各リージョン: 20

はい イベントサブスクリプショ
ンの最大数

インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可される DB 
インスタンスの最大数

手動クラスタースナップショット サポートされている
各リージョン: 100

はい 手動スナップショットの最
大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DynamoDB

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスターあたりのリードレプリカ サポートされている
各リージョン: 15

はい クラスターあたりのリード
レプリカの最大数

サブネットグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい DB サブネットグループの最
大数

サブネットグループあたりのサブネット サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB サブネットグループあた
りのサブネットの最大数

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Amazon RDS リソースあた
りのタグの最大数

インスタンスあたりの VPC セキュリティ
グループ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Amazon VPC あたりの DB 
セキュリティグループの最
大数

詳細については、Amazon DocumentDB 開発者ガイドの Amazon DocumentDB Service Quotas を参照し
てください。

Amazon DynamoDB エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

DynamoDB に固有のこのトピックの詳細については、「Amazon DynamoDB のクォータ」を参照してく
ださい。

サービスエンドポイント
DynamoDB

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 dynamodb.us-east-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 dynamodb.us-east-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 dynamodb.us-west-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

Version 1.0
303

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/docdb/quotas/L-5BA57179
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/docdb/quotas/L-02DEA053
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/limits.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DynamoDB

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 dynamodb.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

dynamodb.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

dynamodb.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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DynamoDB Accelerator (DAX)

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 dax.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 dax.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 dax.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 dax.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 dax.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

dax.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

dax.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

dax.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

dax.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 dax.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 dax.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 dax.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 dax.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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Amazon DynamoDB Streams

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

streams.dynamodb.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

streams.dynamodb.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

streams.dynamodb.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

streams.dynamodb.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

streams.dynamodb.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

streams.dynamodb.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

streams.dynamodb.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントレベルの読み込みスループット
制限 (プロビジョニングモード)

サポートされてい
る各リージョン: 
80,000

はい アカウントに割り当てられ
る読み取りキャパシティ
ユニットの最大数。プロ
ビジョニングされた読み取
り/書き込みキャパシティ
モードのテーブル (関連す
るすべてのグローバルセ
カンダリインデックスを含
む) にのみ適用されます。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#default-limits-
throughput-capacity-modes 
を参照してください。

アカウントレベルの書き込みスループット
制限 (プロビジョニングモード)

サポートされてい
る各リージョン: 
80,000

はい アカウントに割り当てられ
る書き込みキャパシティ
ユニットの最大数。プロ
ビジョニングされた読み取
り/書き込みキャパシティ
モードのテーブル (関連す
るすべてのグローバルセ
カンダリインデックスを含
む) にのみ適用されます。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#default-limits-
throughput-capacity-modes 
を参照してください。

同時実行コントロールプレーンオペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 500

はい 許容される同時実行コ
ントロールプレーンオ
ペレーションの最大数。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#limits-api を参照
してください。

テーブルあたりのグローバルセカンダリイ
ンデックス

サポートされている
各リージョン: 20

はい テーブルに対して作成でき
るグローバルセカンダリ
インデックスの最大数。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas.html#limits-
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

secondary-indexes を参照し
てください。

テーブルの最大数 サポートされている
各リージョン: 2,500

はい リージョンごとに作成で
きるテーブルの最大数。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas.html#limits-
tables を参照してくださ
い。

プロビジョンドキャパシティーの減少/日 サポートされている
各リージョン: 27

はい 1 日に 4 回までいつでも減
らすことができます (GMT 
タイムゾーン)。また、
過去 1 時間に減少されて
いない場合は、さらに減
少することができます。
これにより、1 日で減ら
すことができる最大の回
数は 27 回になります。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas.html を参照
してください。

テーブルレベルの読み取りスループットの
制限

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい テーブルまたはグローバル
セカンダリインデックス
に割り当てられる読み取
りスループットの最大数。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#default-limits-
throughput-capacity-modes 
を参照してください。

テーブルレベルの書き込みスループットの
制限

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい テーブルまたはグローバル
セカンダリインデックス
に割り当てられる書き込
みスループットの最大数。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#default-limits-
throughput-capacity-modes 
を参照してください。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DynamoDB Streams の書き込みスループッ
ト制限 (プロビジョニングモード)

us-east-1: 40,000

us-east-2: 40,000

us-west-1: 40,000

us-west-2: 40,000

ap-northeast-1: 
40,000

ap-northeast-2: 
40,000

ap-southeast-1: 
40,000

ap-southeast-2: 
40,000

eu-central-1: 40,000

eu-west-1: 40,000

sa-east-1: 40,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
10,000

はい ストリームが有効なテーブ
ルに許可される書き込み
キャパシティユニットの
最大数。プロビジョニン
グされた読み取り/書き込
みキャパシティモードの
テーブルにのみ適用され
ます。他のクォータが適
用される場合もあります。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas.html#limits-
dynamodb-streams を参照
してください。

DAX には以下のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスターあたりのノード サポートされている
各リージョン: 11

いい
え

プライマリノードとリード
レプリカノードを含む、ク
ラスターあたりのノードの
最大数。

パラメータグループ サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 つの AWS リージョンの
パラメータグループの最大
数。

サブネットグループ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

1 つの AWS リージョンの
サブネットグループの最大
数。

サブネットグループあたりのサブネット サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 つの AWS リージョンのサ
ブネットグループあたりの
サブネットの最大数。

ノードの総数 サポートされている
各リージョン: 50

はい 1 つの AWS リージョンの 
AWS アカウントあたりの
ノードの最大合計数。
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AWS Elastic Beanstalk エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Elastic Beanstalk

リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

米国東部 
(オハイ
オ)

us-east-2 elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z14LCN19Q5QHIC

 

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z117KPS5GTRQ2G

 

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z1LQECGX5PH1X

 

米国西部 
(オレゴ
ン)

us-west-2 elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z38NKT9BP95V3O

 

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-
south-1

elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Z1EI3BVKMKK4AM

アジアパ
シフィッ
ク (香港)

ap-east-1 elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS ZPWYUBWRU171A

アジアパ
シフィッ
ク (ジャ
カルタ)

ap-
southeast-3

elasticbeanstalk.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS Z05913172VM7EAZB40TA8

アジアパ
シフィッ
ク (ムン
バイ)

ap-
south-1

elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Z18NTBI3Y7N9TZ

アジアパ
シフィッ
ク (大阪)

ap-
northeast-3

elasticbeanstalk.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS ZNE5GEY1TIAGY
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リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

アジアパ
シフィッ
ク (ソウ
ル)

ap-
northeast-2

elasticbeanstalk.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS Z3JE5OI70TWKCP

アジアパ
シフィッ
ク (シン
ガポール)

ap-
southeast-1

elasticbeanstalk.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS Z16FZ9L249IFLT

アジアパ
シフィッ
ク (シド
ニー)

ap-
southeast-2

elasticbeanstalk.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS Z2PCDNR3VC2G1N

アジアパ
シフィッ
ク (東京)

ap-
northeast-1

elasticbeanstalk.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS Z1R25G3KIG2GBW

カナダ 
(中部)

ca-
central-1

elasticbeanstalk.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS ZJFCZL7SSZB5I

欧州 (フ
ランクフ
ルト)

eu-
central-1

elasticbeanstalk.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS Z1FRNW7UH4DEZJ

欧州 (ア
イルラン
ド)

eu-
west-1

elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Z2NYPWQ7DFZAZH

欧州 (ロ
ンドン)

eu-
west-2

elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS Z1GKAAAUGATPF1

ヨーロッ
パ (ミラ
ノ)

eu-
south-1

elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Z10VDYYOA2JFKM

欧州 (パ
リ)

eu-
west-3

elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Z5WN6GAYWG5OB

欧州 (ス
トックホ
ルム)

eu-
north-1

elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Z23GO28BZ5AETM

中東 
(バーレー
ン)

me-
south-1

elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Z2BBTEKR2I36N2

南米 (サ
ンパウロ)

sa-east-1 elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS Z10X7K2B4QSOFV

AWS 
GovCloud 
(米国東
部)

us-gov-
east-1

elasticbeanstalk.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS Z35TSARG0EJ4VU
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Elastic Beanstalk

リージョ
ン名

リージョ
ン

エンドポイント プロトコ
ル

Route 53 
ホスト
ゾーン ID

AWS 
GovCloud 
(米国西
部)

us-gov-
west-1

elasticbeanstalk.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS Z4KAURWC4UUUG

Elastic Beanstalk ヘルスサービス

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 elasticbeanstalk-health.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

elasticbeanstalk-health.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

elasticbeanstalk-health.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Elastic Beanstalk

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

elasticbeanstalk-health.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

elasticbeanstalk-health.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

elasticbeanstalk-health.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

elasticbeanstalk-health.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

elasticbeanstalk-health.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アプリケーションバージョン サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるア
プリケーションバージョン
の最大数。この制限は、ア
プリケーションごとではな
く、アプリケーション全体
に適用されます。

アプリケーション サポートされている
各リージョン: 75

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるア
プリケーションの最大数。

設定テンプレート サポートされている
各リージョン: 2,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる設
定テンプレートの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EBS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

カスタムプラットフォームのバージョン サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるカ
スタムプラットフォームの
バージョンの最大数。この
制限は、カスタムプラット
フォームごとではなく、カ
スタムプラットフォーム全
体に適用されます。

環境 サポートされている
各リージョン: 200

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる環
境の最大数。この制限は、
アプリケーションごとでは
なく、アプリケーション全
体に適用されます。

Amazon Elastic Block Store エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
トピック

• Amazon EC2 での Amazon EBS のエンドポイント (p. 316)
• EBS direct API のエンドポイント (p. 316)

Amazon EC2 での Amazon EBS のエンドポイント

EBS ボリューム、スナップショット、および暗号化を管理する API アクションは、Amazon EC2 API の一
部です。詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの Amazon EBS アクションを参照してくださ
い。

Amazon EC2 のサービスエンドポイントについては、「the section called “Amazon EC2” (p. 327)」を参
照してください。

EBS direct API のエンドポイント

EBS direct API エンドポイントを使用して Amazon EBS スナップショットのデータを直接読み取り、2 つ
のスナップショットの違いを特定できます。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザー
ガイド」の「EBS direct API を使用して Amazon EBS スナップショットの内容にアクセスする」を参照し
てください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EBS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ebs.us-east-2.amazonaws.com

ebs-fips.us-east-2.api.aws

ebs.us-east-2.api.aws

ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ebs.us-east-1.amazonaws.com

ebs-fips.us-east-1.api.aws

ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com

ebs.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ebs.us-west-1.amazonaws.com

ebs.us-west-1.api.aws

ebs-fips.us-west-1.api.aws

ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ebs.us-west-2.amazonaws.com

ebs-fips.us-west-2.api.aws

ebs.us-west-2.api.aws

ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ebs.af-south-1.amazonaws.com

ebs.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ebs.ap-east-1.amazonaws.com

ebs.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ebs.ap-south-2.amazonaws.com

ebs.ap-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-4.api.aws

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EBS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ebs.ap-south-1.amazonaws.com

ebs.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ebs.ca-central-1.amazonaws.com

ebs.ca-central-1.api.aws

ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com

ebs-fips.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ebs.eu-central-1.amazonaws.com

ebs.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ebs.eu-west-1.amazonaws.com

ebs.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ebs.eu-west-2.amazonaws.com

ebs.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ebs.eu-south-1.amazonaws.com

ebs.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ebs.eu-west-3.amazonaws.com

ebs.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ebs.eu-south-2.amazonaws.com

ebs.eu-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EBS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ebs.eu-north-1.amazonaws.com

ebs.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ebs.eu-central-2.amazonaws.com

ebs.eu-central-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ebs.me-south-1.amazonaws.com

ebs.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ebs.me-central-1.amazonaws.com

ebs.me-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ebs.sa-east-1.amazonaws.com

ebs.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com

ebs.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com

ebs.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
考慮事項

• 送信先リージョンあたりの同時スナップショットコピーのクォータは Service Quotas では調整できませ
ん。ただし、AWS サポートに連絡して、このクォータの引き上げをリクエストすることができます。

• IOPS 変更とストレージ変更クォータは、同時に変更できるボリュームの現在の合計値 (クォータに応
じてサイズまたは IOPS) に適用されます。現在の値 (サイズまたは IOPS) を合計してクォータまでの
ボリュームに対して、同時に変更リクエストを行うことができます。たとえば、プロビジョンド IOPS 
SSD (io1) ボリュームの IOPS 変更 クォータが 50,000 の場合、現在の IOPS の合計が 50,000 以下で
あれば、任意の数の io1 ボリュームに対して同時 IOPS 変更リクエストを行うことができます。3 つ
の io1 ボリュームにそれぞれ 20,000 IOPS がプロビジョニングされている場合、2 つのボリューム
の IOPS 変更を同時にリクエストできます (20,000 * 2 < 50,000)。3 番目のボリュームに対して同
時 IOPS 変更リクエストを送信すると、クォータを超過してリクエストは失敗します (20,000 * 3 > 
50,000)。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ボリュームあたりのアーカイブされたス
ナップショット

サポートされている
各リージョン: 25

はい ボリュームあたりのアーカ
イブされたスナップショッ
トの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの CompleteSnapshot サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

アカウントあたりの許容さ
れる CompleteSnapshot リ
クエストの最大数。

送信先リージョンあたりの同時スナップ
ショットコピー

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 つの送信先リージョンへ
の同時スナップショットコ
ピーの最大数。

Cold HDD (sc1) ボリュームあたりの同時ス
ナップショット

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

このリージョンの Cold 
HDD (sc1) ボリュームあた
りの同時スナップショット
の最大数。

汎用 SSD (gp2) ボリュームあたりの同時ス
ナップショット

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このリージョンの汎用 SSD 
(gp2) ボリュームあたりの同
時スナップショットの最大
数。

汎用 SSD (gp3) ボリュームあたりの同時ス
ナップショット

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このリージョンの汎用 SSD 
(gp3) ボリュームあたりの同
時スナップショットの最大
数。

マグネティック (スタンダード) ボリューム
あたりの同時スナップショット

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このリージョンのマグネ
ティック (スタンダード) ボ
リュームあたりの同時ス
ナップショットの最大数。

プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュー
ムあたりの同時スナップショット

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io1) 
ボリュームあたりの同時ス
ナップショットの最大数。

プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュー
ムあたりの同時スナップショット

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io2) 
ボリュームあたりの同時ス
ナップショットの最大数。

スループット最適化 HDD (st1) ボリューム
あたりの同時スナップショット

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

このリージョンのスルー
プット最適化 HDD (st1) ボ
リュームあたりの同時ス
ナップショットの最大数。

高速スナップショット復元 サポートされている
各リージョン: 50

はい このリージョンで高速ス
ナップショット復元を有効
化できるスナップショット
の最大数。

アカウントあたりの GetSnapshotBlock リ
クエスト

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

はい アカウントあたりの許容さ
れる GetSnapshotBlock リ
クエストの最大数。

スナップショットごとの 
GetSnapshotBlock リクエスト数

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

いい
え

スナップショットごとの許
容される GetSnapshotBlock 
リクエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュー
ムの IOPS

サポートされてい
る各リージョン: 
300,000

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io1) ボ
リューム全体でプロビジョ
ニングできる IOPS の最大
集計数。

プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュー
ムの IOPS

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io2) ボ
リューム全体でプロビジョ
ニングできる IOPS の最大
集計数。

プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュー
ムの IOPS 変更

サポートされてい
る各リージョン: 
500,000

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io1) 
ボリューム全体のボリュー
ム変更でリクエストできる 
IOPS の最大集計数。

プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュー
ムの IOPS 変更

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io2) ボ
リューム全体のボリューム
変更リクエストでリクエス
トできる IOPS の最大更新
数。

アカウントごとの進行中のスナップショッ
トアーカイブ数

サポートされている
各リージョン: 25

はい アカウントごとの進行中の
スナップショットアーカイ
ブの最大数。

アカウントごとの進行中のスナップショッ
トのアーカイブからの復元数

サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントごとの進行中の
スナップショットのアーカ
イブからの復元の最大数。

アカウントあたりの ListChangedBlocks リ
クエスト数

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

アカウントあたりの許容さ
れる ListChangedBlocks リ
クエストの最大数。

アカウントあたりの ListSnapshotBlocks リ
クエスト数

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

アカウントあたりの許容さ
れる ListSnapshotBlocks リ
クエストの最大数。

アカウントあたりの保留中のスナップ
ショット

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりの保留状
態のスナップショットの最
大数。

アカウントあたりの PutSnapshotBlock リ
クエスト

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

はい アカウントあたりの許容さ
れる PutSnapshotBlock リ
クエストの最大数。

スナップショットごとの PutSnapshotBlock 
リクエスト数

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

いい
え

スナップショットごとの許
容される PutSnapshotBlock 
リクエストの最大数。

リージョンあたりのスナップショット サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい リージョンあたりのスナッ
プショットの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EBS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントごとの StartSnapshot リクエス
ト数

サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

アカウントあたりの許容さ
れる StartSnapshot リクエ
ストの最大数。

コールド HDD (sc1) ボリュームのストレー
ジ (TiB)

af-south-1: 300

ap-east-1: 300

eu-south-1: 300

me-south-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

はい このリージョンの Cold 
HDD (sc1) ボリューム全体
でプロビジョニングできる
ストレージの最大集計量 
(TiB)。

汎用 SSD (gp2) ボリュームのストレージ 
(TiB)

af-south-1: 300

ap-east-1: 300

eu-south-1: 300

me-south-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

はい このリージョンの汎用 SSD 
(gp2) ボリューム全体でプ
ロビジョニングできるスト
レージの最大集計量 (TiB)。

汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ 
(TiB)

af-south-1: 300

ap-east-1: 300

eu-south-1: 300

me-south-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

はい このリージョンの汎用 SSD 
(gp3) ボリューム全体でプ
ロビジョニングできるスト
レージの最大集計量 (TiB)。

マグネティック (standard) ボリュームのス
トレージ (TiB)

af-south-1: 300

ap-east-1: 300

eu-south-1: 300

me-south-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

はい このリージョンのマグネ
ティック (スタンダード) ボ
リューム全体でプロビジョ
ニングできるストレージの
最大集計量 (TiB)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EBS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュー
ムのストレージ (TiB)

af-south-1: 300

ap-east-1: 300

eu-south-1: 300

me-south-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io1) ボ
リューム全体でプロビジョ
ニングできるストレージの
最大集計量 (TiB)。

プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュー
ムのストレージ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 20

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io2) ボ
リューム全体でプロビジョ
ニングできるストレージの
最大集計量 (TiB)。

スループット最適化 HDD (st1) ボリューム
のストレージ (TiB)

af-south-1: 300

ap-east-1: 300

eu-south-1: 300

me-south-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

はい このリージョンのスルー
プット最適化 HDD (st1) ボ
リューム全体でプロビジョ
ニングできるストレージの
最大集計量 (TiB)。

コールド HDD (sc1) ボリュームのストレー
ジ変更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 500

はい このリージョンの Cold 
HDD (sc1) ボリューム全体
のボリューム変更でリクエ
ストできるストレージの最
大集計量 (TiB)。

汎用 SSD (gp2) ボリュームのストレージ変
更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 500

はい このリージョンの汎用 SSD 
(gp2) ボリューム全体のボ
リューム変更でリクエスト
できるストレージの最大集
計量 (TiB)。

汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ変
更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 500

はい このリージョンの汎用 SSD 
(gp3) ボリューム全体のボ
リューム変更でリクエスト
できるストレージの最大集
計量 (TiB)。

マグネティック (standard) ボリュームのス
トレージ変更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 500

はい このリージョンのマグネ
ティック (スタンダード) ボ
リューム全体のボリューム
変更でリクエストできる
ストレージの最大集計量 
(TiB)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ごみ箱

名前 デフォルト 調整
可能

説明

プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュー
ムのストレージ変更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 500

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io1) 
ボリューム全体のボリュー
ム変更でリクエストできる
ストレージの最大集計量 
(TiB)。

プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュー
ムのストレージ変更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 20

はい このリージョンのプロビ
ジョンド IOPS SSD (io2) 
ボリューム全体のボリュー
ム変更でリクエストできる
ストレージの最大集計量 
(TiB)。

スループット最適化 HDD (st1) ボリューム
のストレージ変更 (TiB)

サポートされている
各リージョン: 500

はい このリージョンのスルー
プット最適化 HDD (st1) ボ
リューム全体のボリュー
ム変更でリクエストできる
ストレージの最大集計量 
(TiB)。

ごみ箱のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

トピック
• サービスエンドポイント (p. 324)
• Service Quotas (p. 326)

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rbin.us-east-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rbin.us-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rbin.us-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ごみ箱

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rbin.us-west-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 rbin.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 rbin.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 rbin.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rbin.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rbin.ca-central-1.amazonaws.com

rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ごみ箱

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rbin.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rbin.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rbin.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 rbin.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rbin.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 rbin.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 rbin.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

rbin.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

rbin.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

rbin.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rbin.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

クォータ デフォルトのクォータ 調整可能

リージョンあたりの保
持ルール数

250 いいえ

保持ルールごとにキー
と値のペアにタグ付け
する

50 いいえ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

Amazon EC2 エンドポイントとクォータ
Important

2021 年 10 月 30 日以降に設立された AWS リージョンでは、TLSv1、TLSv1.1、または暗号化さ
れていない HTTP を使用して確立された接続を介した Amazon EC2 API リクエストはサポートさ
れなくなります。

このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ec2.us-east-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

ec2.us-east-2.api.aws

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ec2.us-east-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

ec2.us-east-1.api.aws

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ec2.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ec2.us-west-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

ec2.us-west-2.api.aws

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ec2.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ec2.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ec2.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ec2.ap-south-1.amazonaws.com

ec2.ap-south-1.api.aws

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ec2.ca-central-1.amazonaws.com

ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ec2.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ec2.eu-west-1.amazonaws.com

ec2.eu-west-1.api.aws

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ec2.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ec2.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (パリ) eu-west-3 ec2.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ec2.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ec2.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ec2.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ec2.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ec2.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ec2.sa-east-1.amazonaws.com

ec2.sa-east-1.api.aws

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

一般的なエンドポイント (ec2.amazonaws.com) を指定すると、Amazon EC2 は us-east-1 のエンドポ
イントにリクエストを送信します。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AMI 共有 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このリージョンで AMI を共
有できるエンティティ (組
織、組織単位、アカウント) 
の最大数。AMI を組織と共
有する場合、組織内のアカ
ウント数はクォータにカウ
ントされないことに注意し
てください。

AMI サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

はい このリージョンで許可され
ているパブリック AMI と
プライベート AMI の最大
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

数。これらには、利用可能
な AMI と保留中の AMI、お
よびごみ箱にある AMI が含
まれます。

オール DL スポットインスタンスリクエス
ト

サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべての DL スポットイ
ンスタンスの vCPU の最大
数

オール F スポットインスタンスリクエスト サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべての F スポットイン
スタンスの vCPU の最大数

オール G および VT スポットインスタンス
リクエスト

サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストさ
れたすべての G および VT 
スポットインスタンスの 
vCPU の最大数

オール Inf スポットインスタンスリクエス
ト

サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべての Inf スポットイン
スタンスの vCPU の最大数

オール P スポットインスタンスリクエスト サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべての P スポットイン
スタンスの vCPU の最大数

オールスタンダード 
(A、C、D、H、I、M、R、T、Z) スポット
インスタンスリクエスト

サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべてのスタンダード 
(A、C、D、H、I、M、R、T、Z) 
スポットインスタンスの 
vCPU の最大数

すべての Trn スポットインスタンスリクエ
スト

サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべての Trn スポットイ
ンスタンスの vCPU の最大
数

オール X スポットインスタンスリクエスト サポートされている
各リージョン: 0

はい リージョンあたりの、実行
中のまたはリクエストされ
たすべての X スポットイン
スタンスの vCPU の最大数

Amazon FPGA イメージ (AFI) サポートされている
各リージョン: 100

はい このリージョンで所有で
きる使用可能な Amazon 
FPGA Image (AFI) の最大
数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-85EED4F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-88CF9481
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-3819A6DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B5D1601B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7212CCBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-34B43A08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6B0D517C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E3A00192
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8FBBDF0C


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

VPC あたりのアタッチメント サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

VPC あたりの Transit 
Gateway アタッチメントの
数。

Transit Gateway あたりのアタッチメント サポートされている
各リージョン: 5,000

はい Transit Gateway あたりの 
Transit Gateway アタッチメ
ントの総数。

クライアント VPN エンドポイントあたり
の承認ルール

サポートされている
各リージョン: 50

はい クライアント VPN エンドポ
イントあたりの承認ルール
の最大数。

リージョンあたりのクライアント VPN エ
ンドポイント

サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたりのクライ
アント VPN エンドポイント
の最大数。

クライアント VPN エンドポイントあたり
の同時実行クライアント接続

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000

はい クライアント VPN エンドポ
イントあたりの同時実行ク
ライアント接続の最大数。

クライアント VPN エンドポイントあたり
の同時実行オペレーション

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

クライアント VPN エンドポ
イントあたりの同時実行オ
ペレーションの最大数。

リージョン当たりのカスタマーゲートウェ
イの数

サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンごとに作成でき
るカスタマーゲートウェイ
の最大数。

トランジットゲートウェイあたりの Direct 
Connect ゲートウェイ

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

トランジットゲートウェ
イあたりの AWS Direct 
Connect ゲートウェイの
数。

CGW から VPN 接続にアドバタイズされる
動的ルート

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

カスタマーゲートウェイデ
バイスから Site-to-Site VPN 
接続にアドバタイズされる
動的ルートの最大数。

EC2-Classic Elastic IP サポートされている
各リージョン: 5

はい このリージョンで EC2-
Classic に割り当てることが
できる Elastic IP アドレス
の最大数。

EC2-VPC Elastic IP サポートされている
各リージョン: 5

はい このリージョンで EC2-VPC 
に割り当てることができる 
Elastic IP アドレスの最大
数。

クライアント VPN エンドポイントのクラ
イアント証明書の失効リストのエントリ

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000

いい
え

クライアント VPN エンドポ
イントのクライアント証明
書の失効リストのエントリ
の最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E0233F82
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9A1BC94B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8EA77D34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C4B238BF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4FB7FF5D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CEED54BB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0263D0A3


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

起動テンプレートのバージョン サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

各アカウントのリージョン
ごとの、起動テンプレート
あたりの起動テンプレート
バージョンの最大数。

起動テンプレート サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

各アカウントのリージョン
ごとの、起動テンプレート
の最大数。

Transit Gateway マルチキャストグループ
あたりのメンバー

サポートされている
各リージョン: 100

はい Transit Gateway マルチキャ
ストグループあたりのメン
バー数。

トランジットゲートウェイあたりのマルチ
キャストネットワークインターフェイス

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい トランジットゲートウェイ
あたりのマルチキャストグ
ループメンバーおよびソー
スの数。

VPC あたりのマルチキャストドメインの関
連付け

サポートされている
各リージョン: 20

はい VPC あたりのマルチキャス
トドメインの関連付け数。

Transit Gateway あたりのマルチキャスト
ドメイン

サポートされている
各リージョン: 20

はい Transit Gateway あたりのマ
ルチキャストドメイン数。

新しいリザーブドインスタンス/月 サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のアカウントで 1 か月
あたりに購入できるリザー
ブドインスタンス (RI) の最
大数。リージョン RI の場合
は、現在のリージョンで購
入できる RI の最大数です。
ゾーン RI の場合は、現在の
リージョンの各アベイラビ
リティーゾーンで購入でき
る RI の最大数です。

Elastic Graphics アクセラレーターの数 サポートされている
各リージョン: 20

はい このリージョンでリクエス
トできる Elastic Graphics 
アクセラレーターの最大
数。

Transit Gateway あたりのピアアタッチメ
ント

サポートされている
各リージョン: 50

はい Transit Gateway あたりの 
Transit Gateway ピアアタッ
チメントの数。

Transit Gateway あたりの保留中のピアリ
ングアタッチメント

サポートされている
各リージョン: 10

はい Transit Gateway あたりの保
留中の Transit Gateway ピ
アリングアタッチメントの
数。

パブリック AMI サポートされている
各リージョン: 5

はい このリージョンで許可され
ているパブリック AMI の最
大数 (ごみ箱内のパブリック 
AMI を含む)。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C768F2D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C673935A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9F8FA74B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-31775423
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D0B7243C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-862D9275
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A1B5A36F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-62499967
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0E3CBAB9


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トランジットゲートウェイあたりのルート
テーブル

サポートされている
各リージョン: 20

はい トランジットゲートウェイ
あたりのトランジットゲー
トウェイルートテーブルの
数。

VPN 接続から CGW へアドバタイズされた
ルート

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Site-to-Site VPN 接続からカ
スタマーゲートウェイデバ
イスにアドバタイズされる
ルートの最大数。

クライアント VPN エンドポイントあたり
のルート

サポートされている
各リージョン: 10

はい クライアント VPN エンドポ
イントあたりのルートの最
大数。

トランジットゲートウェイあたりのルート サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい トランジットゲートウェイ
あたりの静的ルートの数。

専用 a1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 a1 ホストの最
大数。

専用 c3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c3 ホストの最
大数。

専用 c4 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c4 ホストの最
大数。

専用 c5 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c5 ホストの最
大数。

専用 c5a ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c5a ホストの
最大数。

専用 c5d ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c5d ホストの
最大数。

専用 c5n ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c5n ホストの
最大数。

専用 c6a ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6a ホストの
最大数。

専用 c6g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6g ホストの
最大数。

専用 c6gd ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6gd ホスト
の最大数。

専用 c6gn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6gn ホスト
の最大数。

専用 c6i ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6i ホストの
最大数。

専用 c6id ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6id ホストの
最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-43872EB7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-401D78F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BCC1FB47
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-949445B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8D142A2E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E4BF28E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-81657574
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-03F01FD8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C93F66A2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-20F13EBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D75D2E84
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A749B537
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-545AED39
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5E3A299D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5FA3355A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1BBC5241


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

専用 c6in ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c6in ホストの
最大数。

専用 c7g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 c7g ホストの
最大数。

専用 d2 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 d2 ホストの最
大数。

専用 dl1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 dl1 ホストの
最大数。

専用 f1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 f1 ホストの最
大数。

専用 g2 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g2 ホストの最
大数。

専用 g3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g3 ホストの最
大数。

専用 g3s ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g3s ホストの
最大数。

専用 g4ad ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g4ad ホスト
の最大数。

専用 g4dn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g4dn ホスト
の最大数。

専用 g5 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g5 ホストの最
大数。

専用 g5g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 g5g ホストの
最大数。

専用 h1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 h1 ホストの最
大数。

専用 i2 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 i2 ホストの最
大数。

専用 i3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 i3 ホストの最
大数。

専用 i3en ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 i3en ホストの
最大数。

専用 i4i ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 i4i ホストの最
大数。

専用 im4gn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 im4gn ホスト
の最大数。

専用 inf ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 inf ホストの最
大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6C2C40CC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-13B8FCE8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8B27377A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-AD667A3D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5C4CD236
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-74BBB7CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DE82EABA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9675FDCD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-FD8E9B9A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CAE24619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A6E7FE5E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4714FFEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-84391ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6222C1B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8E60B0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-77EE2B11
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0300530D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-93155D6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5480EFD2


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

専有 inf2 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専有 inf2 ホストの
最大数。

専用 is4gen ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 is4gen ホスト
の最大数。

専用 m3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m3 ホストの
最大数。

専用 m4 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m4 ホストの
最大数。

専用 m5 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5 ホストの
最大数。

専用 m5a ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5a ホストの
最大数。

専用 m5ad ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5ad ホスト
の最大数。

専用 m5d ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5d ホストの
最大数。

専用 m5dn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5dn ホスト
の最大数。

専用 m5n ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5n ホストの
最大数。

専用 m5zn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m5zn ホスト
の最大数。

専用 m6a ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6a ホストの
最大数。

専用 m6g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6g ホストの
最大数。

専用 m6gd ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6gd ホスト
の最大数。

専用 m6i ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6i ホストの
最大数。

専用 m6id ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6id ホスト
の最大数。

専用 m6idn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6idn ホスト
の最大数。

専用 m6in ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 m6in ホスト
の最大数。

専用 m7g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専有 m7g ホストの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

専用 mac1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 mac1 ホスト
の最大数。

専用 mac2 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 mac2 ホスト
の最大数。

専用 p2 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 p2 ホストの最
大数。

専用 p3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 p3 ホストの最
大数。

専用 p3dn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 p3dn ホスト
の最大数。

専用 p4d ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 p4d ホストの
最大数。

専用 r3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r3 ホストの最
大数。

専用 r4 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r4 ホストの最
大数。

専用 r5 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5 ホストの最
大数。

専用 r5a ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5a ホストの
最大数。

専用 r5ad ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5ad ホストの
最大数。

専用 r5b ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5b ホストの
最大数。

専用 r5d ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5d ホストの
最大数。

専用 r5dn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5dn ホストの
最大数。

専用 r5n ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r5n ホストの
最大数。

専用 r6a ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6a ホストの
最大数。

専用 r6g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6g ホストの
最大数。

専用 r6gd ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6gd ホストの
最大数。

専用 r6i ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6i ホストの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

専用 r6id ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6id ホストの
最大数。

専用 r6idn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6idn ホスト
の最大数。

専用 r6in ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 r6in ホストの
最大数。

専用 r7g ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専有 r7g ホストの
最大数。

専用 t3 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 t3 ホストの最
大数。

専用 trn1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 trn1 ホストの
最大数。

専有 trn1n ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専有 trn1n ホスト
の最大数。

専用 u-12tb1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 u-12tb1 ホス
トの最大数。

専用 u-18tb1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 u-18tb1 ホス
トの最大数。

専用 u-24tb1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 u-24tb1 ホス
トの最大数。

専用 u-3tb1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 u-3tb1 ホスト
の最大数。

専用 u-6tb1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 u-6tb1 ホスト
の最大数。

専用 u-9tb1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 u-9tb1 ホスト
の最大数。

専用 vt1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 vt1 ホストの
最大数。

専用 x1 ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 x1 ホストの最
大数。

専用 x1e ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 x1e ホストの
最大数。

専用 x2gd ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 x2gd ホスト
の最大数。

専用 x2idn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 x2idn ホスト
の最大数。

専用 x2iedn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 x2iedn ホスト
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

専用 x2iezn ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 x2iezn ホスト
の最大数。

専用 z1d ホストの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行中の専用 z1d ホストの
最大数。

オンデマンド DL インスタンスの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド DL インス
タンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

オンデマンド F インスタンスの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド F インス
タンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

オンデマンド G および VT インスタンスの
実行

サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド G および 
VT インスタンスに割り当て
られる vCPU の最大数。

オンデマンドオール HPC インスタンスの
実行

サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド HPC イン
スタンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

オンデマンドハイメモリインスタンスの実
行

サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンデマンドハイメモ
リインスタンスに割り当て
られる vCPU の最大数。

オンデマンド Inf インスタンスの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド Inf インス
タンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

オンデマンド P インスタンスの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド P インス
タンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

オンデマンド標準 
(A、C、D、H、I、M、R、T、Z) インスタ
ンスの実行

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実行オンマンド標準 
(A、C、D、H、I、M、R、T、Z) 
インスタンスに割り当てら
れる vCPU の最大数。

オンデマンド Trn インスタンスの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド Trn イン
スタンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

オンデマンド X インスタンスの実行 サポートされている
各リージョン: 0

はい 実行オンマンド X インス
タンスに割り当てられる 
vCPU の最大数。

Transit Gateway マルチキャストグループ
あたりの送信元

サポートされている
各リージョン: 1

はい Transit Gateway マルチキャ
ストグループあたりの送信
元数。

Direct Connect Gateway あたりのトラン
ジットゲートウェイ

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

AWS Direct Connect 
Gateway あたりのトラン
ジットゲートウェイ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの Transit Gateway サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンごとの、アカ
ウントあたりの Transit 
Gateway の数。

VPC アタッチメントの帯域幅 サポートされている
各リージョン: 50 ギ
ガビット/秒

いい
え

VPC 接続ごとの最大帯域幅 
(バースト)。

VGW あたりの VPN 接続 サポートされている
各リージョン: 10

はい 仮想プライベートゲート
ウェイごとに作成できる 
Site-to-Site VPN 接続の最大
数。

リージョン当たりの VPN 接続の数 サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンごとに作成でき
る Site-to-Site VPN 接続の
最大数。

Verified Access エンドポイント サポートされている
各リージョン: 50

はい お客様が現在のリージョ
ンで作成できる Verified 
Access エンドポイントの最
大数。

Verified Access グループ サポートされている
各リージョン: 10

はい お客様が現在のリージョ
ンで作成できる Verified 
Access グループの最大数。

Verified Access インスタンス サポートされている
各リージョン: 5

はい お客様が現在のリージョ
ンで作成できる Verified 
Access インスタンスの最大
数。

Verified Access 信頼プロバイダー サポートされている
各リージョン: 15

はい お客様が現在のリージョ
ンで作成できる Verified 
Access 信頼プロバイダーの
最大数。

リージョン当たりの仮想プライベートゲー
トウェイの数

サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンごとに作成でき
る仮想プライベートゲート
ウェイの最大数。

以下のクォータは、VM Import/Export のクォータです。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ImportImage、ImportSnapshot、および 
ExportImage に対する同時タスク制限

サポートされている
各リージョン: 20

はい 次の VM Import/Export 
API によって開始され
る、特定のアカウント
の同時タスクの最大数: 
ImportImage、ImportSnapshot、
および ExportImage。

ImportInstance、ImportVolume、および 
CreateInstanceExportTask に対する同時タ
スク制限

サポートされている
各リージョン: 5

はい 次の VM Import/Export 
API によって開始され
る、特定のアカウント
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2 Auto Scaling (日本語)

名前 デフォルト 調整
可能

説明

の同時タスクの最大数: 
ImportInstance、ImportVolume、
および 
CreateInstanceExportTask。

詳細については、次を参照してください。

• オンデマンドインスタンスクォータ
• Spot Instance クォータ
• リザーブドインスタンスのクォータ
• 起動テンプレートのクォータ

Amazon EC2 Auto Scaling エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 autoscaling.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 autoscaling.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 autoscaling.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 autoscaling.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 autoscaling.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 

ap-south-2 autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2 Auto Scaling (日本語)

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

(ハイデラ
バード)

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EC2 Auto Scaling (日本語)

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

autoscaling.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

autoscaling.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

一般的なエンドポイント (autoscaling.amazonaws.com) を指定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は us-
east-1 のエンドポイントにリクエストを送信します。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりの Auto Scaling グループ サポートされている
各リージョン: 500

はい AWS アカウントに許可され
ている Auto Scaling グルー
プの最大数

Auto Scaling グループあたりの Classic 
Load Balancer

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Auto Scaling グループあた
りの Classic Load Balancer 
の最大数

リージョンごとの起動設定 サポートされている
各リージョン: 200

はい AWS アカウントに許可され
ている起動設定の最大数

Auto Scaling グループあたりのライフサイ
クルフック

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Auto Scaling グループあた
りのライフサイクルフック
の最大数

Auto Scaling グループあたりの SNS ト
ピック

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Auto Scaling グループあた
りの SNS トピックの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EC2 Image Builder

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Auto Scaling グループあたりのスケーリン
グポリシー

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Auto Scaling グループあた
りのスケーリングポリシー
の最大数

Auto Scaling グループあたりのスケジュー
ルされたアクション

サポートされている
各リージョン: 125

いい
え

Auto Scaling グループあた
りのスケジュールされたア
クションの最大数

ステップスケーリングポリシーあたりのス
テップ調整

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ステップスケーリングポリ
シーあたりのステップ調整
値の最大数

Auto Scaling グループあたりのターゲット
グループ

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Auto Scaling グループあた
りのターゲットグループの
最大数

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Auto Scaling のクォー
タ」を参照してください。

EC2 Image Builder エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EC2 Image Builder

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EC2 Image Builder

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コンポーネントパラメータの長さ サポートされている
各リージョン: 1,024

はい コンポーネントパラメータ
の値に含めることができる
最大文字数。

コンポーネントサイズ サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

はい EC2 Image Builder コンポー
ネントのデータフィールド
の最大サイズ。

コンポーネント サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンのアカ
ウントで作成できる EC2 
Image Builder コンポーネン
トの最大数。

イメージレシピあたりのコンポーネント サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

単一の EC2 Image Builder 
イメージレシピに関連付け
ることができる EC2 Image 
Builder コンポーネントの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EC2 Image Builder

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ディストリビューション設定ごとの AMI の
同時コピー数

サポートされている
各リージョン: 50

はい 単一の EC2 Image Builder 
ディストリビューション設
定に対して定義できるター
ゲットアカウントの最大
数。

同時実行ビルド サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで進行できる同時
ビルドの最大数。

コンテナレシピ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンのアカ
ウントで作成できる EC2 
Image Builder コンテナレシ
ピの最大数。

ディストリビューション設定 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンのアカ
ウントで作成できる EC2 
Image Builder ディストリ
ビューション設定の最大
数。

Docker テンプレートサイズ サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

はい EC2 Image Builder Docker 
テンプレートデータフィー
ルドの最大サイズ。

イメージパイプライン サポートされている
各リージョン: 75

はい 現在のリージョンのアカ
ウントで作成できる EC2 
Image Builder イメージパイ
プラインの最大数。

イメージのレシピ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンのアカ
ウントで作成できる EC2 
Image Builder イメージレシ
ピの最大数。

インフラストラクチャ設定 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョンのアカ
ウントで作成できる EC2 
Image Builder インフラスト
ラクチャ設定の最大数。

ディストリビューション設定ごとに変更さ
れた起動テンプレートの種類

サポートされている
各リージョン: 5

はい 単一の EC2 Image Builder 
ディストリビューション設
定で変更できる起動テンプ
レートの最大数。

コンポーネントごとのパラメータの数 サポートされている
各リージョン: 25

はい 単一のコンポーネントに含
めることができるパラメー
タの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EC2 Instance Connect

Amazon EC2 Instance Connect エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ec2-instance-connect.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ec2-instance-connect.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ec2-instance-connect.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ec2-instance-connect.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ec2-instance-connect.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon ECR

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ec2-instance-connect.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ec2-instance-connect.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
このサービスにはクォータがありません。

Amazon ECR エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
ecr および api.ecr エンドポイントは、Amazon ECR API の呼び出しに使用されま
す。DescribeImages や CreateRepository などの API アクションは、このエンドポイントに移動し
ます。2 つのエンドポイントは同じように機能しますが、api.ecr または AWS CLI SDK を使用する場
合は AWS エンドポイントが推奨され、デフォルトになります。AWS PrivateLink VPC エンドポイント経
由で Amazon ECR に接続する場合は、api.ecr エンドポイントを使用して API コールを実行する必要
があります。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「Amazon ECR 
Interface VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

FIPS エンドポイントの詳細については、FIPS エンドポイント (p. 7) を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ecr.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon ECR

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.ecr.us-east-2.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ecr.us-east-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.ecr.us-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ecr.us-west-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

api.ecr.us-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ecr.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.ecr.us-west-2.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ecr.af-south-1.amazonaws.com

api.ecr.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ecr.ap-east-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ecr.ap-south-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ecr.ap-south-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ecr.ca-central-1.amazonaws.com

api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ecr.eu-central-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ecr.eu-west-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ecr.eu-west-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ecr.eu-south-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ecr.eu-west-3.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ecr.eu-south-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ecr.eu-north-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ecr.eu-central-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ecr.me-south-1.amazonaws.com

api.ecr.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ecr.me-central-1.amazonaws.com

api.ecr.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ecr.sa-east-1.amazonaws.com

api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Docker および OCI クライアントエンドポイント

Docker および OCI クライアントエンドポイントは、Docker レジストリ API に使用されます。push や
pull などの Docker クライアントコマンドでは、このエンドポイントが使用されます。

FIPS エンドポイントの詳細については、FIPS エンドポイント (p. 7) を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 <registry-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 <registry-id>.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 <registry-id>.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 <registry-id>.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 <registry-id>.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 <registry-id>.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

<registry-id>.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 <registry-id>.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

<registry-id>.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

<registry-id>.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ
次の表に、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のデフォルト制限を示します。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

レプリケーション設定のルールごとのフィ
ルター数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

レプリケーション設定の
ルールごとのフィルターの
最大数。

リポジトリあたりのイメージ数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい リポジトリあたりのイメー
ジの最大数。

レイヤーパート サポートされている
各リージョン: 4,200

いい
え

レイヤーパートの最大数 こ
れは、Amazon ECR API ア
クションを直接使用して、
イメージプッシュオペレー
ションのマルチパートアッ
プロードを開始している場
合にのみ適用されます。

ライフサイクルポリシーの長さ サポートされてい
る各リージョン: 
30,720

いい
え

ライフサイクルポリシーの
最大文字数。

レイヤーパートの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

レイヤーパートの最大サイ
ズ (MiB)。これは、Amazon 
ECR API アクションを直
接使用して、イメージプッ
シュオペレーションのマル
チパートアップロードを開
始している場合にのみ適用
されます。

レイヤーの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 
42,000

いい
え

レイヤーの最大サイズ 
(MiB)。

レイヤーパートの最小サイズ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

レイヤーパートの最小サイ
ズ (MiB)。これは、Amazon 
ECR API アクションを直
接使用して、イメージプッ
シュオペレーションのマル
チパートアップロードを開
始している場合にのみ適用
されます。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

BatchCheckLayerAvailability リクエストの
レート

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
BatchCheckLayerAvailability 
リクエストの最大数。イ
メージがリポジトリにプッ
シュされると、イメージ
レイヤーごとに以前にアッ
プロードされたかどうかが
確認されます。アップロー
ドされている場合、そのイ
メージレイヤーはスキップ
されます。

BatchGetImage リクエストのレート サポートされてい
る各リージョン: 
2,000/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
BatchGetImage リクエスト
の最大数。イメージがプル
されると、BatchGetImage 
API が 1 回呼び出され、
イメージマニフェスト
が取得されます。この 
API のクォータの引き上
げをリクエストする場
合、GetDownloadUrlForLayer 
の使用状況も確認してくだ
さい。

CompleteLayerUpload リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
CompleteLayerUpload リク
エストの最大数。イメージ
がプッシュされると、新し
いイメージレイヤーごとに 
CompleteLayerUpload API 
が 1 回呼び出されて、アッ
プロードが完了したことが
確認されます。

GetAuthorizationToken リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetAuthorizationToken リク
エストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetDownloadUrlForLayer リクエストの
レート

サポートされてい
る各リージョン: 
3,000/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetDownloadUrlForLayer 
リクエストの最大数。イ
メージがプルされると、ま
だキャッシュされていない
イメージレイヤーごとに 
GetDownloadUrlForLayer 
API が 1 回呼び出されま
す。この API のクォータの
引き上げをリクエストする
場合、BatchGetImage の
使用状況も確認してくださ
い。

InitiateLayerUpload リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
InitiateLayerUpload リクエ
ストの最大数。イメージ
がプッシュされると、ま
だアップロードされてい
ないイメージレイヤーごと
に InitiateLayerUpload API 
が 1 回呼び出されます。
イメージレイヤーがアッ
プロードされたかどうか
は、BatchCheckLayerAvailability 
API アクションによって決
定されます。

PutImage リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンで 1 秒あ
たりに実行できる PutImage 
リクエストの最大数。イ
メージがプッシュされ、す
べての新しいイメージレイ
ヤーがアップロードされる
と、PutImage API が 1 回
呼び出され、イメージマニ
フェスト、およびイメージ
に関連付けられたタグが作
成または更新されます。

UploadLayerPart リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
UploadLayerPart リクエス
トの最大数。イメージが
プッシュされると、新しい
各イメージレイヤーがいく
つかに分けてアップロード
され、UploadLayerPart API 
が新しいイメージレイヤー
パートごとに 1 回呼び出さ
れます。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

イメージスキャンのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

24 時間あたりのイメージス
キャンの最大数。

登録済みリポジトリ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるリ
ポジトリの最大数。

ライフサイクルポリシーあたりのルール サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ライフサイクルポリシーの
ルールの最大数

レプリケーション設定ごとのルール サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

レプリケーション設定の
ルールの最大数。

イメージあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

イメージあたりのタグの最
大数。

レプリケーション設定のすべてのルール全
体における一意のレプリケート先

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

レプリケーション設定のす
べてのルール全体における
一意のレプリケート先の最
大数。

詳細については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「Amazon ECR Service 
Quotas」を参照してください。

Amazon ECR Public エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
ecr-public および api.ecr-public エンドポイントは、Amazon ECR Public API の呼び出しに使用さ
れます。DescribeImages や CreateRepository などの API アクションは、このエンドポイントに移
動します。2 つのエンドポイントは同じように機能しますが、api.ecr-public または AWS CLI SDK を
使用する場合は AWS エンドポイントが推奨され、デフォルトになります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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サービスクォータ
Amazon ECR Public の Service Quotas は以下のとおりです。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リポジトリあたりのイメージ数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい リポジトリあたりのイメー
ジの最大数。

レイヤーパート サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

レイヤーパートの最大数 こ
れは、Amazon ECR API ア
クションを直接使用して、
イメージプッシュオペレー
ションのマルチパートアッ
プロードを開始している場
合にのみ適用されます。

レイヤーパートの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

レイヤーパートの最大サイ
ズ (MiB)。これは、Amazon 
ECR API アクションを直
接使用して、イメージプッ
シュオペレーションのマル
チパートアップロードを開
始している場合にのみ適用
されます。

レイヤーの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

レイヤーあたりの最大サイ
ズ。

レイヤーパートの最小サイズ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

レイヤーパートの最小サイ
ズ (MiB)。これは、Amazon 
ECR API アクションを直
接使用して、イメージプッ
シュオペレーションのマル
チパートアップロードを開
始している場合にのみ適用
されます。

BatchCheckLayerAvailability リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 200/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
BatchCheckLayerAvailability 
リクエストの最大数。イ
メージがリポジトリにプッ
シュされると、イメージ
レイヤーごとに以前にアッ
プロードされたかどうかが
確認されます。アップロー
ドされている場合、そのイ
メージレイヤーはスキップ
されます。

CompleteLayerUpload リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
CompleteLayerUpload リク
エストの最大数。イメージ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

がプッシュされると、新し
いイメージレイヤーごとに 
CompleteLayerUpload API 
が 1 回呼び出されて、アッ
プロードが完了したことが
確認されます。

GetAuthorizationToken リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 200/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetAuthorizationToken リク
エストの最大数。

InitiateLayerUpload リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 200/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
InitiateLayerUpload リクエ
ストの最大数。イメージ
がプッシュされると、ま
だアップロードされてい
ないイメージレイヤーごと
に InitiateLayerUpload API 
が 1 回呼び出されます。
イメージレイヤーがアッ
プロードされたかどうか
は、BatchCheckLayerAvailability 
API アクションによって決
定されます。

PutImage リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンで 1 秒あ
たりに実行できる PutImage 
リクエストの最大数。イ
メージがプッシュされ、す
べての新しいイメージレイ
ヤーがアップロードされる
と、PutImage API が 1 回
呼び出され、イメージマニ
フェスト、およびイメージ
に関連付けられたタグが作
成または更新されます。

UploadLayerPart リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 260/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
UploadLayerPart リクエス
トの最大数。イメージが
プッシュされると、新しい
各イメージレイヤーがいく
つかに分けてアップロード
され、UploadLayerPart API 
が新しいイメージレイヤー
パートごとに 1 回呼び出さ
れます。

認証済みイメージのプルのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりの認証済みイ
メージのプルの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS リソースへのイメージのプルのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

Amazon ECS、Fargate、ま
たは Amazon EC2 で実行さ
れているリソースへの 1 秒
あたりのイメージのプルの
最大数。

認証されていないイメージのプルのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

1 秒あたりの認証されてい
ないイメージのプルの最大
数。

登録済みリポジトリ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるリ
ポジトリの最大数。

イメージあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

イメージあたりのタグの最
大数。

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの Amazon ECR Public サービスクォータを参照し
てください。

Amazon ECS エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ecs.us-east-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ecs.us-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ecs.us-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ecs.us-west-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ecs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ecs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ecs.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ecs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ecs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ecs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ecs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ecs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ecs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ecs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ecs.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ecs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ecs.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ecs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ecs.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ecs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

これらは、Amazon ECS Service Connect が Envoy の管理のために使用するサービスエンドポイントで
す。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ecs-sc.us-east-2.api.aws HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ecs-sc.us-east-1.api.aws HTTPS

米国西部 
(北カリ

us-west-1 ecs-sc.us-west-1.api.aws HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

フォルニ
ア)

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ecs-sc.us-west-2.api.aws HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ecs-sc.af-south-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ecs-sc.ap-east-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ecs-sc.ap-southeast-3.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ecs-sc.ap-south-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ecs-sc.ap-northeast-3.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ecs-sc.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ecs-sc.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ecs-sc.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ecs-sc.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ecs-sc.ca-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ecs-sc.eu-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ecs-sc.eu-west-1.api.aws HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ecs-sc.eu-west-2.api.aws HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ecs-sc.eu-south-1.api.aws HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ecs-sc.eu-west-3.api.aws HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ecs-sc.eu-north-1.api.aws HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ecs-sc.me-south-1.api.aws HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ecs-sc.sa-east-1.api.aws HTTPS

サービスクォータ
Amazon ECS のサービスクォータは以下のとおりです。

これらのサービスクォータは、すべてというわけではありませんが、ほとんどが Service Quotas コンソー
ルの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 名前空間に一覧表示されます。クォータの引き上げ
をリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a quota increase」(クォータ
引き上げリクエスト) を参照してください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスターあたりのキャパシティープロバ
イダー

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

クラスターに関連付けるこ
とができるキャパシティー
プロバイダーの最大数。

サービスあたりの Classic Load Balancer サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

サービスあたりの Classic 
Load Balancer の最大数。

アカウントあたりのクラスター サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントあたりのクラス
ターの数

クラスターあたりのコンテナインスタンス
の数

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

クラスターあたりのコンテ
ナインスタンスの数

start-task あたりのコンテナインスタンス サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

StartTask API アクションで
指定されたコンテナインス
タンスの最大数。

タスク定義あたりのコンテナ数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

タスク定義内のコンテナ定
義の最大数

ECS Exec セッション サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

各コンテナの ECS Exec 
セッションの最大数。

AWS Fargate 上のサービスによって起動さ
れたタスクの割合

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

Amazon ECS サービスス
ケジューラによって、1 分
あたりのサービスごとに 
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

Fargate でプロビジョニン
グできるタスクの最大数。

Amazon EC2 または外部インスタンスの
サービスによって起動されるタスク

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

Amazon ECS サービスス
ケジューラによって、1 分
あたりのサービスごとに 
Amazon EC2 または外部イ
ンスタンスでプロビジョニ
ングできるタスクの最大数
です。

タスク定義ファミリーあたりのリビジョン
の数

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

いい
え

タスク定義ファミリーあた
りのリビジョンの最大数 
タスク定義リビジョンを登
録解除しても、この制限か
ら除外することはできませ
ん。

awsvpcConfiguration あたりのセキュリ
ティグループ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

awsvpcConfiguration 内で
指定されるセキュリティグ
ループの最大数

クラスターあたりのサービスの数 サポートされている
各リージョン: 5,000

はい クラスターあたりのサービ
スの最大数。

名前空間あたりのサービス サポートされている
各リージョン: 100

はい 名前空間で実行できるサー
ビスの最大数。

awsvpcConfiguration あたりのサブネット サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

awsvpcConfiguration 内で指
定されるサブネットの最大
数

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リソースあたりのタグの最
大数 これは、タスク定義、
クラスター、タスク、サー
ビスに適用されます。

サービスあたりのターゲットグループ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Application Load Balancer 
または Network Load 
Balancer を使用している
場合、サービスごとのター
ゲットグループの最大数。

タスク定義サイズ サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

いい
え

タスク定義の最大サイズ 
(KiB 単位)

クラスタごとのプロビジョニング状態のタ
スク

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

クラスターごとにある 
PROVISIONING 状態で待機
しているタスクの最大数。
このクォータは、EC2 Auto 
Scaling グループキャパシ
ティープロバイダーを使用
して起動されたタスクにの
み適用されます。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

run-task 当たりの起動されるタスク サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

RunTask API アクションあ
たりの起動できるタスクの
最大数。

サービスあたりのタスク サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

サービスあたりのタスクの
最大数 (必要な数)

Note

Amazon ECS サービス検出を使用するように設定されたサービスには、サービスごとに 1,000 タ
スクに制限があります。これは、サービスあたりのインスタンス数に対する AWS Cloud Map の 
Service Quotasによるものです。詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンス の
「AWS Cloud Map の Service Quotas」を参照してください。

Note

実際には、タスク起動レートは、ダウンロードおよび圧縮されていないコンテナイメージ、ヘル
スチェックやロードバランサーへのタスクの登録などの有効なその他の統合といった考慮事項に
も依存します。Amazon ECS サービスで有効にした機能により、上記のクォータに比べるとタス
ク起動レートにばらつきが見られます。詳細については、Amazon ECS ベストプラクティスガイ
ドの「Amazon ECS デプロイのスピードアップ」を参照してください。

AWS Fargate のクォータ
AWS Fargate Service Quotas の Amazon ECS を次に示します。これは、Service Quotas コンソールの
[AWS Fargate] サービスの下に一覧表示されます。

新規 AWS アカウントの初期の低いクォータは、経時的に引き上げられる可能性があります。Fargate は、
各リージョン内のアカウント使用率を常に監視し、使用率に基づいてクォータを自動的に引き上げます。
調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。「Service Quotas 
ユーザーガイド」でクォータ引き上げのリクエストの方法をご確認ください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Fargate オンデマンド vCPU リソース数 サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンのこの
アカウントで Fargate On-
Demand として同時に実
行される Fargate vCPU の
数。

Fargate Spot vCPU リソース数 サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンのこのア
カウントの Fargate Spot と
して同時に実行されている 
Fargate vCPU の数。

Note

デフォルト値は、AWS によって設定された初期クォータです。この値は、実際に適用された
クォータ値および適用可能な最大サービスクォータとは異なります。詳細については、「Service 
Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。
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Note

Fargate は、Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドの起動レート制限をさらに強制します。
詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「AWS Fargate スロットリングクオータ」
を参照してください。

Amazon Elastic Kubernetes Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 eks.us-east-2.amazonaws.com

fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 eks.us-east-1.amazonaws.com

fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 eks.us-west-1.amazonaws.com

fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 eks.us-west-2.amazonaws.com

fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 eks.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 eks.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 eks.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

eks.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

eks.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 eks.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

eks.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

eks.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

eks.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

eks.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

eks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

eks.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

eks.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 eks.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 eks.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 eks.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 eks.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 eks.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 eks.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

eks.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

eks.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

eks.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 eks.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

eks.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスター サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンのこのア
カウントの EKS クラスター
の最大数。

クラスターあたりのコントロールプレーン
セキュリティグループ

サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

クラスターあたりのコン
トロールプレーンセキュリ
ティグループの最大数 (クラ
スターの作成時に指定され
ます)。

クラスターあたりの Fargate プロファイル サポートされている
各リージョン: 10

はい クラスターあたりの 
Fargate プロファイルの最
大数。

Fargate プロファイルのセレクタあたりの
ラベルペア

サポートされている
各リージョン: 5

はい Fargate プロファイルのセ
レクタあたりのラベルペア
の最大数。

クラスターあたりのマネージドノードグ
ループ

サポートされている
各リージョン: 30

はい クラスターあたりのマネー
ジド型ノードグループの最
大数。

マネージド型ノードグループあたりのノー
ド数

サポートされている
各リージョン: 450

はい マネージド型ノードグルー
プあたりのノードの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスターあたりのパブリックエンドポイ
ントアクセスの CIDR 範囲

サポートされている
各リージョン: 40

いい
え

クラスターあたりのパブ
リックエンドポイントアク
セスの CIDR 範囲の最大数 
(クラスターの作成または更
新時に指定されます)。

登録済みクラスター サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでこのア
カウント内に登録されたク
ラスターの最大数。

Fargate プロファイルあたりのセレクター サポートされている
各リージョン: 5

はい Fargate プロファイルあた
りのセレクタの最大数。

Note

デフォルト値は、AWS によって設定された初期クォータです。これらのデフォルト値は、実際に
適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細については、
「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

これらの Service Quotas は、Service Quotas コンソールの [Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS)] に表示されます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもでき
ます。「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してください。

AWS Fargate Service Quotas
Service Quotas コンソールの AWS Fargate サービスは、いくつかのサービスクォータを一覧表示しま
す。次の表では、Amazon EKS に適用されるクォータについてのみ説明しています。

新規の AWS アカウントの低い初期クォータは、経時的に引き上げられる可能性があります。Fargate は、
各 AWS リージョン内のアカウント使用率を常に監視し、使用率に基づいてクォータを自動的に引き上げ
ます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。詳細につい
ては、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してください。

名前 デフォルト 調整可能 説明

Fargate オンデマンド 
vCPU リソース数

6 はい 現在のリージョンのこ
のアカウントで Fargate 
On-Demand として同時
に実行される Fargate 
vCPU の数。

Note

デフォルト値は、AWS によって設定された初期クォータです。これらのデフォルト値は、実際に
適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細については、
「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

Note

Fargate は、Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドの起動レートクォータをさらに強制しま
す。詳細については、「AWS Fargate 用 Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド」の
「AWS FargateFargate スロットリング限度」を参照してください。
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Amazon Elastic File System エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ファイルシステムあたりのアクセスポイン
ト

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

ファイルシステムごとに許
可されるアクセスポイント
の最大数

NFS クライアントあたりのアクティブユー
ザー

サポートされている
各リージョン: 128

いい
え

NFS クライアントごとの、
同時にファイルを開くこと
ができるアクティブユー
ザーの最大数

スループットのバースト us-east-1: 3,072 MB/
秒

us-east-2: 3,072 MB/
秒

us-west-2: 3,072 
MB/秒

ap-southeast-2: 
3,072 MB/秒

いい
え

EFS ファイルシステム上の
接続されているすべてのク
ライアントの最大合計バー
ストスループット

Version 1.0
372



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EFS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

eu-west-1: 3,072 
MB/秒

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,024 MB/秒

ディレクトリの深さ サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

1 つのディレクトリ内に含
めることができる最大レベ
ル数 (深さ)

EFS ファイルロック サポートされている
各リージョン: 512

いい
え

接続されているすべてのイ
ンスタンスとそのファイ
ルにアクセスしているユー
ザー全体でのファイルあた
りのロックの最大数

ファイルのハードリンク サポートされている
各リージョン: 177

いい
え

ファイルごとに保持できる
ハードリンクの最大数

ファイルサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
52,673,613,135,872 
バイト

いい
え

EFS ファイルシステム上の 
1 つのファイルの最大サイ
ズ

ファイルシステム名の長さ サポートされている
各リージョン: 255 
バイト

いい
え

ファイルシステム名の最大
長

ファイルシステムのシンボリックリンク 
(symlink) の長さ

サポートされている
各リージョン: 4,080 
バイト

いい
え

ファイルシステムのシンボ
リックリンクの最大長

アカウントあたりのファイルシステム サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS リージョンで顧客アカ
ウントが保持できるファイ
ルシステムの最大数

一意のファイル/プロセスペアにまたがる
ロック

サポートされてい
る各リージョン: 
65,536

いい
え

すべての一意のファイル/
プロセスのペアにわたっ
て、NFS クライアント上の
一意の各マウントに対して
同時に実行できるロックの
最大数

プロビジョンドスループットの減少間の最
小待機時間

サポートされてい
る各リージョン: 
86,400 秒

いい
え

プロビジョンドスループッ
トの量を減らした後、再度
減らせるようになるまでに
待機する必要がある最小時
間

スループットモードの変更間隔の最小待機
時間

サポートされてい
る各リージョン: 
86,400 秒

いい
え

スループットモードを変更
した後、再度変更できるよ
うになるまでに待機する必
要がある最小時間
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アベイラビリティーゾーンあたりのマウン
トターゲット

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

アベイラビリティーゾーン
に配置できる EFS マウント
ターゲットの最大数

VPC あたりのマウントターゲット サポートされている
各リージョン: 400

いい
え

VPC ごとの許容される EFS 
マウントターゲットの最大
数

NFS クライアントあたりのオープンファイ
ル

サポートされてい
る各リージョン: 
32,768

いい
え

NFS クライアントごとの、
同時に開くことができる
ファイルの最大数

プロビジョニングされたスループット サポートされている
各リージョン: 1,024 
MB/秒

いい
え

EFS ファイルシステム上の
接続されているすべてのク
ライアントの最大合計プロ
ビジョンドスループット

ファイルシステムのオペレーションのレー
ト

サポートされてい
る各リージョン: 
35,000

いい
え

汎用モードで構成されてい
る EFS ファイルシステム
における、接続されている
すべてのクライアントに対
する 1 秒あたりのファイル
システムオペレーションの
最大数。データまたはメタ
データの読み取りオペレー
ションで 1 回のファイルオ
ペレーションが消費され、
データまたはメタデータ
の書き込みオペレーション
で 5 回のファイルオペレー
ションが消費されます。

マウントターゲットあたりのセキュリティ
グループ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 つの EFS マウントター
ゲットに適用できるセキュ
リティグループの最大数

タグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

EFS ファイルシステムに適
用できるタグの最大数

NFS クライアントあたりのスループット サポートされてい
る各リージョン: 
524.288 MB/秒

いい
え

EFS ファイルシステムに接
続されている NFS クライ
アントあたりの最大スルー
プット

ファイルシステムあたりの VPC サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

EFS ファイルシステムに適
用できる VPC の最大数

詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの Amazon EFS のクォータを参照してくだ
さい。

Amazon Elastic Inference エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
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部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 api.elastic-inference.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.elastic-inference.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 api.elastic-inference.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

api.elastic-inference.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

api.elastic-inference.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 api.elastic-inference.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Elastic Inference アクセラレーターの数 サポートされている
各リージョン: 5

はい このリージョンでリクエス
トできる Elastic Inference 
アクセラレーターの最大
数。

Elastic Load Balancing エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント Route 53 ホ
ストゾーン ID 
(Application Load 
Balancer、Classic 
Load Balancer)

Route 53 ホスト
ゾーン ID (Network 
Load Balancer)

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 elasticloadbalancing.us-
east-2.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-
east-2.amazonaws.com

Z3AADJGX6KTTL2 ZLMOA37VPKANP

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 elasticloadbalancing.us-
east-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-
east-1.amazonaws.com

Z35SXDOTRQ7X7K Z26RNL4JYFTOTI

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 elasticloadbalancing.us-
west-1.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-
west-1.amazonaws.com

Z368ELLRRE2KJ0 Z24FKFUX50B4VW

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 elasticloadbalancing.us-
west-2.amazonaws.com

elasticloadbalancing-fips.us-
west-2.amazonaws.com

Z1H1FL5HABSF5 Z18D5FSROUN65G

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 elasticloadbalancing.af-
south-1.amazonaws.com

Z268VQBMOI5EKX Z203XCE67M25HM

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 elasticloadbalancing.ap-
east-1.amazonaws.com

Z3DQVH9N71FHZ0 Z12Y7K3UBGUAD1

アジアパシ
フィック (ハ
イデラバー
ド)

ap-south-2 elasticloadbalancing.ap-
south-2.amazonaws.com

Z0173938T07WNTVAEPZNZ0711778386UTO08407HT

アジアパシ
フィック 
(ジャカルタ)

ap-
southeast-3

elasticloadbalancing.ap-
southeast-3.amazonaws.com

Z08888821HLRG5A9ZRTERZ01971771FYVNCOVWJU1G

アジアパシ
フィック (メ
ルボルン)

ap-
southeast-4

elasticloadbalancing.ap-
southeast-4.amazonaws.com

Z09517862IB2WZLPXG76FZ01156963G8MIIL7X90IV

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 elasticloadbalancing.ap-
south-1.amazonaws.com

ZP97RAFLXTNZK ZVDDRBQ08TROA
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リージョン
名

リージョン エンドポイント Route 53 ホ
ストゾーン ID 
(Application Load 
Balancer、Classic 
Load Balancer)

Route 53 ホスト
ゾーン ID (Network 
Load Balancer)

アジアパシ
フィック (大
阪)

ap-
northeast-3

elasticloadbalancing.ap-
northeast-3.amazonaws.com

Z5LXEXXYW11ES Z1GWIQ4HH19I5X

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

elasticloadbalancing.ap-
northeast-2.amazonaws.com

ZWKZPGTI48KDX ZIBE1TIR4HY56

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

elasticloadbalancing.ap-
southeast-1.amazonaws.com

Z1LMS91P8CMLE5 ZKVM4W9LS7TM

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

elasticloadbalancing.ap-
southeast-2.amazonaws.com

Z1GM3OXH4ZPM65 ZCT6FZBF4DROD

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

elasticloadbalancing.ap-
northeast-1.amazonaws.com

Z14GRHDCWA56QT Z31USIVHYNEOWT

カナダ (中
部)

ca-central-1 elasticloadbalancing.ca-
central-1.amazonaws.com

ZQSVJUPU6J1EY Z2EPGBW3API2WT

中国 (北京) cn-north-1 elasticloadbalancing.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

Z1GDH35T77C1KE Z3QFB96KMJ7ED6

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

elasticloadbalancing.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

ZM7IZAIOVVDZF ZQEIKTCZ8352D

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 elasticloadbalancing.eu-
central-1.amazonaws.com

Z215JYRZR1TBD5 Z3F0SRJ5LGBH90

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 elasticloadbalancing.eu-
west-1.amazonaws.com

Z32O12XQLNTSW2 Z2IFOLAFXWLO4F

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 elasticloadbalancing.eu-
west-2.amazonaws.com

ZHURV8PSTC4K8 ZD4D7Y8KGAS4G

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 elasticloadbalancing.eu-
south-1.amazonaws.com

Z3ULH7SSC9OV64 Z23146JA1KNAFP

欧州 (パリ) eu-west-3 elasticloadbalancing.eu-
west-3.amazonaws.com

Z3Q77PNBQS71R4 Z1CMS0P5QUZ6D5

欧州 (スペイ
ン)

eu-south-2 elasticloadbalancing.eu-
south-2.amazonaws.com

Z0956581394HF5D5LXGAPZ1011216NVTVYADP1SSV

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 elasticloadbalancing.eu-
north-1.amazonaws.com

Z23TAZ6LKFMNIO Z1UDT6IFJ4EJM

欧州 (チュー
リッヒ)

eu-central-2 elasticloadbalancing.eu-
central-2.amazonaws.com

Z06391101F2ZOEP8P5EB3Z02239872DOALSIDCX66S
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リージョン
名

リージョン エンドポイント Route 53 ホ
ストゾーン ID 
(Application Load 
Balancer、Classic 
Load Balancer)

Route 53 ホスト
ゾーン ID (Network 
Load Balancer)

中東 (バー
レーン)

me-south-1 elasticloadbalancing.me-
south-1.amazonaws.com

ZS929ML54UICD Z3QSRYVP46NYYV

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 elasticloadbalancing.me-
central-1.amazonaws.com

Z08230872XQRWHG2XF6IZ00282643NTTLPANJJG2P

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 elasticloadbalancing.sa-
east-1.amazonaws.com

Z2P70J7HTTTPLU ZTK26PT1VY4CU

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

elasticloadbalancing.us-gov-
east-1.amazonaws.com

Z166TLBEWOO7G0 Z1ZSMQQ6Q24QQ8

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

elasticloadbalancing.us-gov-
west-1.amazonaws.com

Z33AYJ8TM3BH4J ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas
Application Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前 デフォルト 調整可能

リージョンあたりの Application Load Balancer 50 はい

Application Load Balancer あたりの証明書 25 はい

ルールあたりの条件値 5 いいえ

ルールあたりの条件ワイルドカード 5 いいえ

Application Load Balancer あたりのリスナー 50 はい

Application Load Balancer あたりのターゲットを登録で
きる回数

1,000 はい

Application Load Balancer あたりのルール 100 はい

Application Load Balancer ごとの、アクションあたりの
ターゲットグループ

5 いいえ

Application Load Balancer あたりのターゲットグループ 100 いいえ

Application Load Balancer あたりのターゲット 1,000 はい

Network Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前 デフォルト 調整可能

Network Load Balancer あたりの証明書 25 はい
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名前 デフォルト 調整可能

Network Load Balancer あたりのリスナー 50 いいえ

VPC あたりの Network Load Balancer ENI 1,200 はい

リージョンあたりの Network Load Balancer 50 はい

Network Load Balancer あたりのターゲットグループ (ア
クションごと)

1 いいえ

Network Load Balancer ごとのアベイラビリティーゾー
ンあたりのターゲット

500 はい

Network Load Balancer あたりのターゲット 3,000 はい

次のクォータはターゲットグループ用です。

名前 デフォルト 調整可能

リージョンあたりのターゲットグループ 3,000 はい

リージョンごとのターゲットグループあたりのターゲッ
ト

1,000 はい

Classic Load Balancer のクォータは以下のとおりです。

名前 デフォルト 調整可能

リージョンあたりの Classic Load Balancer 20 はい

Classic Load Balancer あたりのリスナー 100 はい

Classic Load Balancer あたりの登録済みインスタンス 1,000 はい

詳細については、以下を参照してください。

• Application Load Balancer のクォータ
• Network Load Balancer のクォータ
• Classic Load Balancer のクォータ
• Gateway Load Balancers のクォータ

Amazon Elastic Transcoder エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブ作成リクエストのバーストサイズ サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できるジョブ作成リ
クエストの最大数。

読み取りジョブリクエストのバーストサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで 1 回のバースト
で送信できる読み取りジョ
ブリクエストの最大数。

パイプラインあたりの同時実行ジョブ us-east-1: 20

us-west-2: 20

はい 現在のリージョンでパイプ
ラインごとに同時に処理さ
れるジョブの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

eu-west-1: 20

他のサポートされて
いる各リージョン: 
12

パイプライン サポートされている
各リージョン: 4

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるパ
イプラインの最大数。

パイプラインあたりのキューに入れられた
ジョブ

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

いい
え

現在のリージョンのパイプ
ラインあたりのキューに入
れられたジョブの最大数。

ジョブ作成リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで送信できる 1 秒
あたりのジョブ作成リクエ
ストの最大数。

Read Job リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 4

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで送信できる 1 秒
あたりの読み取りジョブリ
クエストの最大数。

ユーザー定義のプリセット サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるカ
スタム出力プリセットの最
大数。

詳細については、Amazon Elastic Transcoder デベロッパーガイドの Amazon Elastic Transcoder のクォー
タを参照してください。

AWS Elastic Disaster Recovery エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 drs.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Elastic Disaster Recovery

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 drs.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 drs.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 drs.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 drs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 drs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

drs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 drs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

drs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

drs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

drs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

drs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

drs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

drs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

drs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ElastiCache

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 drs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 drs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 drs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 drs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 drs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

drs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 drs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

進行中の同時実行ジョブ サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

進行中の同時実行ジョブ

AWS アカウントあたりの最大合計レプリ
ケーションソースサーバー数

サポートされている
各リージョン: 300

はい AWS アカウントあたりの
最大合計レプリケーション
ソースサーバー数

AWS アカウントあたりのソースサーバー
の最大合計数。

サポートされている
各リージョン: 3,000

はい AWS アカウントあたりの
ソースサーバーの最大合計
数。

ソースサーバーあたりの最大同時実行ジョ
ブ数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ソースサーバーあたりの最
大同時実行ジョブ数

1 つのジョブにおける最大ソースサーバー
数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 つのジョブにおける最大
ソースサーバー数

すべてのジョブにおける最大ソースサー
バー数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

すべてのジョブにおける最
大ソースサーバー数

Amazon ElastiCache エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 elasticache.us-east-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 elasticache.us-east-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 elasticache.us-west-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 elasticache.us-west-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 elasticache.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 elasticache.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 elasticache.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 elasticache.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

elasticache.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

elasticache.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 elasticache.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 elasticache.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 elasticache.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 elasticache.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 elasticache.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 elasticache.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

elasticache.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

elasticache.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

elasticache.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 elasticache.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりのノード サポートされている
各リージョン: 300

はい リージョン内のクラスター
全体にわたるノードの最大
数。このクォータは、特定
のリージョン内のリザーブ
ドノードとノンリザーブド
ノードの両方に適用されま
す。同じリージョンで、リ
ザーブドノードを 300 ま
で、ノンリザーブドノード
を 300 まで保持できます。

クラスターあたりのノード数 (Memcached) サポートされている
各リージョン: 40

はい 個々の Memcached クラス
ターのノードの最大数。

インスタンスタイプごとの、クラスターあ
たりのノード (Redis クラスターモードが有
効)

サポートされている
各リージョン: 90

はい 個々の Redis クラスター
のノードの最大数。リクエ
ストではインスタンスタイ
プも指定する必要がありま
す。

シャードあたりのノード (Redis) サポートされている
各リージョン: 6

いい
え

個々の Redis シャード 
(ノードグループ) のノー
ドの最大数。1 つのノード
は、読み取り / 書き込み可
能なプライマリです。他の
ノードはすべて読み取り専
用レプリカです。

リージョンあたりのパラメータグループ サポートされている
各リージョン: 150

はい リージョンで作成できる、
パラメータグループの最大
数。

リージョンあたりのセキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンで作成できる、
セキュリティグループの最
大数。

クラスターあたりのシャード (Redis クラス
ターモード無効)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

Redis (クラスターモード無
効) クラスター内のシャー
ド (ノードグループ) の最大
数。

リージョンあたりのサブネットグループ サポートされている
各リージョン: 150

はい リージョンで作成できる、
サブネットグループの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

サブネットグループあたりのサブネット サポートされている
各リージョン: 20

はい サブネットグループに対し
て定義するサブネットの最
大数。

Amazon MemoryDB for Redis エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 memory-db.us-east-2.amazonaws.com

memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 memory-db.us-east-1.amazonaws.com

memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 memory-db.us-west-1.amazonaws.com

memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 memory-db.us-west-2.amazonaws.com

memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 memory-db.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 memory-db.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

memory-db.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

memory-db.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 memory-db.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 memory-db.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 memory-db.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 memory-db.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 memory-db.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 memory-db.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

リソース デフォルト

リージョンあたりのノード 300

インスタンスタイプごとのクラスターあたりの
ノード

90

シャードあたりのノード 6

リージョンあたりのパラメータグループ 150

リージョンあたりのサブネットグループ 150

サブネットグループあたりのサブネット 20
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Amazon EMR エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

一般的なエンドポイント (elasticmapreduce.amazonaws.com) を指定すると、Amazon EMR はデフォルト
のリージョンのエンドポイントにリクエストを送信します。2013 年 3 月 8 日以降に作成されたアカウン
トの場合、デフォルトのリージョンは us-west-2; です。それ以前のアカウントの場合、デフォルトのリー
ジョンは us-east-1 です。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AddInstanceFleet コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
AddInstanceFleet バケット
に追加されるレート

AddInstanceGroups コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.2

はい トークンが 
AddInstanceGroups バケッ
トに追加されるレート

AddJobFlowSteps コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
AddJobFlowSteps バケット
に追加されるレート

AddTags コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが AddTags バケッ
トに追加されるレート

CancelSteps コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが CancelSteps バ
ケットに追加されるレート

CreateSecurityConfiguration コールの補充
レート

サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
CreateSecurityConfiguration 
バケットに追加されるレー
ト

DeleteSecurityConfiguration コールの補充
レート

サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
DeleteSecurityConfiguration 
バケットに追加されるレー
ト
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-3AD9CD3B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-0224B14B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-40A3F1BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-9CCE25C7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-A90C264E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-16E4E927
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-EB8F427D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EMR

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeCluster コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 1

はい トークンが DescribeCluster 
バケットに追加されるレー
ト

DescribeJobFlows コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.2

はい トークンが 
DescribeJobFlows バケット
に追加されるレート

DescribeSecurityConfiguration コールの補
充レート

サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
DescribeSecurityConfiguration 
バケットに追加されるレー
ト

DescribeStep コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが DescribeStep バ
ケットに追加されるレート

ListBootstrapActions コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 1

はい トークンが 
ListBootstrapActions バケッ
トに追加されるレート

ListClusters コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが ListClusters バ
ケットに追加されるレート

ListInstanceFleets コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
ListInstanceFleets バケット
に追加されるレート

ListInstanceGroups コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 1

はい トークンが 
ListInstanceGroups バケッ
トに追加されるレート

ListInstances コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが ListInstances バ
ケットに追加されるレート

ListSecurityConfigurations コールの補充
レート

サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
ListSecurityConfigurations 
バケットに追加されるレー
ト

ListSteps コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが ListSteps バケッ
トに追加されるレート

ModifyCluster コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが ModifyCluster バ
ケットに追加されるレート

ModifyInstanceFleet コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
ModifyInstanceFleet バケッ
トに追加されるレート

ModifyInstanceGroups コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
ModifyInstanceGroups バ
ケットに追加されるレート

PutAutoScalingPolicy コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
PutAutoScalingPolicy バ
ケットに追加されるレート
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-D74118B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-68268EEB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-8029315A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-72BCD5B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-CCF40647
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-ECF78C67
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-C0B235E1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-84D58688
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-76CEF085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-D145AF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-8AF88BF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-73E44B2E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-9EFF5880
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-87EDCC64
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-985D82D4


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

RemoveAutoScalingPolicy コールの補充
レート

サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
RemoveAutoScalingPolicy 
バケットに追加されるレー
ト

RemoveTags コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが RemoveTags バ
ケットに追加されるレート

RunJobFlow コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが RunJobFlow バ
ケットに追加されるレート

SetTerminationProtection コールの補充
レート

サポートされている
各リージョン: 0.2

はい トークンが 
SetTerminationProtection バ
ケットに追加されるレート

SetVisibleToAllUsers コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.2

はい トークンが 
SetVisibleToAllUsers バケッ
トに追加されるレート

TerminateJobFlows コールの補充レート サポートされている
各リージョン: 0.5

はい トークンが 
TerminateJobFlows バケッ
トに追加されるレート

1 秒あたりに実行できる API リクエストの
最大数。

サポートされている
各リージョン: 25/秒

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて実行で
きる 1 秒あたりのリクエス
トの最大数 (すべての EMR 
オペレーションの合計)。

各 Amazon EMR Studio への AWS SSO グ
ループの最大割り当て数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

各 Amazon EMR Studio へ
の AWS SSO グループの最
大割り当て数

各 Amazon EMR Studio への AWS SSO 
ユーザーの最大割り当て数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

各 Amazon EMR Studio へ
の AWS SSO ユーザーの最
大割り当て数

1 秒あたりに実行できる AddInstanceFleet 
API リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あた
りの AddInstanceFleet 
リクエストの最大
数。AddInstanceFleet は、
実行中のクラスターにイン
スタンスフリートを追加し
ます。

1 秒あたりに実行できる 
AddInstanceGroups API リクエストの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
AddInstanceGroups リクエ
ストの最大数。実行中のク
ラスターに 1 つ以上のイン
スタンスグループを追加し
ます。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-F902E21E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-67E5FE4A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-62231AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-8027FD2D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-41EE964A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-4D731391
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-283CCA2A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-0E64D90C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-E5202B33


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon EMR

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりに実行できる AddJobFlowSteps 
API リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の AddJobFlowSteps 
リクエストの最大
数。AddJobFlowSteps は、
実行中のクラスターに新し
いステップを追加します。

1 秒あたりに実行できる AddTags API リク
エストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
AddTags リクエストの最大
数。Amazon EMR リソース
にタグを追加します。

アカウントあたりの Amazon EMR Studio 
の最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

アカウントあたりの 
Amazon EMR Studio の最大
数

1 秒あたりに実行できる CancelSteps API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
CancelSteps リクエストの
最大数。

1 秒あたりに実行できる 
CreateSecurityConfiguration API リクエス
トの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
CreateSecurityConfiguration 
リクエストの最大
数。CreateSecurityConfiguration 
は、サービスに保存されて
クラスターの作成時に指定
できるセキュリティ設定を
作成します。

1 秒あたりに実行できる 
DeleteSecurityConfiguration API リクエス
トの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteSecurityConfiguration 
リクエストの最大
数。DeleteSecurityConfiguration 
は、セキュリティ設定を削
除します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-7E42A979
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-9547F71F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-815103CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-49AA2AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-F0B1A0AC


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりに実行できる DescribeCluster 
API リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeCluster リクエスト
の最大数。DescribeCluster 
は、ステータス、ハード
ウェアとソフトウェアの設
定、VPC 設定など、クラス
ターレベルの詳細を提供し
ます。

1 秒あたりに実行できる DescribeJobFlows 
API リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の DescribeJobFlows リ
クエストの最大数。こ
の API は廃止され、最
終的には削除されます。
代わりに、ListClusters, 
DescribeCluster, ListSteps, 
ListInstanceGroups、および 
ListBootstrapActions を使用
することをお勧めします。

1 秒あたりに実行できる 
DescribeSecurityConfiguration API リクエ
ストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeSecurityConfiguration 
リクエストの最大
数。DescribeSecurityConfiguration 
は、JSON 設定を返すこと
によってセキュリティ設定
の詳細を提供します。

1 秒あたりに実行できる DescribeStep API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeStep リクエストの
最大数。DescribeStep は、
クラスターステップについ
ての詳細を提供します。

1 秒あたりに実行できる 
ListBootstrapActions API リクエストの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の ListBootstrapActions 
リクエストの最大
数。ListBootstrapActions 
は、クラスターに関連付け
られたブートストラップア
クションに関する情報を提
供します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-81AF5123
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-9F63B487
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-27AD4F43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-B810434D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-BF4AD168


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりに実行できる ListClusters API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListClusters リクエストの最
大数。ListClusters は、この 
AWS アカウントに表示され
るすべてのクラスターのス
テータスを提供します。

1 秒あたりに実行できる ListInstanceFleets 
API リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の ListInstanceFleets 
リクエストの最大
数。ListInstanceFleets は、
クラスター内のインスタン
スフリートに関するすべて
の使用可能な詳細を一覧表
示します。

1 秒あたりに実行できる 
ListInstanceGroups API リクエストの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の ListInstanceGroups 
リクエストの最大
数。ListInstanceGroups 
は、クラスター内のインス
タンスグループに関するす
べての使用可能な詳細を提
供します。

1 秒あたりに実行できる ListInstances API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListInstances リクエストの
最大数。ListInstances は、
すべてのアクティブな EC2 
インスタンスと過去 30 日間
に終了した EC2 インスタン
ス (最大 2,000 件) の情報を
提供します。

1 秒あたりに実行できる 
ListSecurityConfigurations API リクエスト
の最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListSecurityConfigurations 
リクエストの最大
数。ListSecurityConfigurations 
は、このアカウントに表
示されるすべてのセキュ
リティ設定を一覧表示し、
作成日時と名前を表示しま
す。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-2C4B0A7F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-85BA8360
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-2266B3CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-41AA02AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-160E516B


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりに実行できる ListSteps API リク
エストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListSteps リクエストの最
大数。ListSteps は、クラス
ターのステップの逆順のリ
ストを提供します。

1 秒あたりに実行できる ModifyCluster API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ModifyCluster リクエスト
の最大数。ModifyCluster 
は、ClusterID を使用して指
定されたクラスターに対し
て同時に実行できるステッ
プの数を変更します。

1 秒あたりに実行できる 
ModifyInstanceFleet API リクエストの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の ModifyInstanceFleet 
リクエストの最大
数。ModifyInstanceFleet 
は、インスタンスフリート
のターゲットオンデマンド
およびターゲットスポット
容量を変更します。

1 秒あたりに実行できる 
ModifyInstanceGroups API リクエストの最
大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の ModifyInstanceGroups 
リクエストの最大
数。ModifyInstanceGroups 
は、インスタンスグループ
のノード数と構成設定を変
更します。

1 秒あたりに実行できる 
PutAutoScalingPolicy API リクエストの最
大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の PutAutoScalingPolicy 
リクエストの最大
数。PutAutoScalingPolicy 
は、Amazon EMR クラス
ター内のコアインスタンス
グループまたはタスクイン
スタンスグループの自動ス
ケーリングポリシーを作成
または更新します。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-7D1BF903
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-A552C9A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-5E87FF33
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-A3F85680
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-888B48A6


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりに実行できる 
RemoveAutoScalingPolicy API リクエスト
の最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
RemoveAutoScalingPolicy 
リクエストの最大
数。RemoveAutoScalingPolicy 
は、EMR クラスター内の
指定されたインスタンスグ
ループから自動スケーリン
グポリシーを削除します。

1 秒あたりに実行できる RemoveTags API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
RemoveTags リクエストの
最大数。Amazon EMR リ
ソースからタグを削除しま
す。

1 秒あたりに実行できる RunJobFlow API 
リクエストの最大数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
RunJobFlow リクエストの
最大数。RunJobFlow は、
新しいクラスター (ジョブフ
ロー) を作成して実行を開始
します。

1 秒あたりに実行できる 
SetTerminationProtection API リクエストの
最大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
SetTerminationProtection 
リクエストの最大
数。SetTerminationProtection 
は、クラスター (ジョブフ
ロー) をロックして、クラス
ター内の EC2 インスタンス
を終了できないようにしま
す。

1 秒あたりに実行できる 
SetVisibileToAllUsers API リクエストの最
大数。

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
SetVisibleToAllUsers リクエ
ストの最大数。クラスター
に関連付けられている AWS 
アカウントのすべての IAM 
ユーザーにクラスターが表
示されるかどうかを決定す
る VisibleToAllUsers の値を
設定します。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりに実行できる 
TerminateJobFlows API リクエストの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて
実行できる 1 秒あたり
の TerminateJobFlows 
リクエストの最大
数。TerminateJobFlows 
は、クラスター (ジョブフ
ロー) のリストをシャットダ
ウンします。

同時に実行できるアクティブなクラスター
の最大数

サポートされている
各リージョン: 500

はい 同時に実行できるアクティ
ブなクラスターの最大数。

インスタンスグループあたりのアクティブ
なインスタンスの最大数

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい インスタンスグループあた
りのアクティブなインスタ
ンスの最大数。

各 Amazon EMR Studio に関連付けられる
サブネットの最大数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

各 Amazon EMR Studio に
関連付けられるサブネット
の最大数

すべての EMR オペレーションのバケット
が補充される最大レート。

サポートされている
各リージョン: 5

はい すべての EMR オペレー
ションのバケットが補充さ
れる最大レート。

Amazon EMR は、各 リージョンごとに、各 AWS アカウントについて次の API リクエストをスロットリ
ングします。スロットルの適用方法の詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの API リクエスト
のスロットリングを参照してください。

Amazon EventBridge エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 events.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 events.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ

us-west-1 events.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

フォルニ
ア)

events-fips.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 events.us-west-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 events.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 events.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 events.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

events.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

events.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 events.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

events.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

events.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

events.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

events.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

events.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

events.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

events.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 events.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 events.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 events.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 events.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 events.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 events.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

events.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

events.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

events.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 events.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API の送信先 サポートされている
各リージョン: 3,000

はい 各リージョンでアカウント
ごとの API 送信先の最大数

接続 サポートされている
各リージョン: 3,000

はい リージョンごとのアカウン
トあたりの接続の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateEndpoint スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

CreateEndpoint API の 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

DeleteEndpoint スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

DeleteEndpoint API の 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

エンドポイント サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンごとのアカウン
トあたりのエンドポイント
の最大数。

Invocations スロットリング制限 (トランザ
クション/秒)

us-east-1: 18,750

us-east-2: 4,500

us-west-1: 2,250

us-west-2: 18,750

af-south-1: 750

ap-northeast-1: 
2,250

ap-northeast-3: 750

ap-southeast-1: 
2,250

ap-southeast-2: 
2,250

eu-central-1: 4,500

eu-south-1: 750

eu-west-1: 18,750

eu-west-2: 2,250

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,100

はい 呼び出しはルールに一致す
るイベントで、ルールの
ターゲットに対して送信さ
れます。制限に到達後、呼
び出しが調整されます。つ
まり、引き続き呼び出しは
行われますが、遅延が発生
します。

ルールの数 af-south-1: 100

eu-south-1: 100

他のサポートされて
いる各リージョン: 
300

はい イベントバスごとにアカウ
ントが保持できるルールの
最大数
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

PutEvents スロットリング制限 (トランザク
ション/秒)

us-east-1: 10,000

us-east-2: 2,400

us-west-1: 1,200

us-west-2: 10,000

af-south-1: 400

ap-northeast-1: 
1,200

ap-northeast-3: 400

ap-southeast-1: 
1,200

ap-southeast-2: 
1,200

eu-central-1: 2,400

eu-south-1: 400

eu-west-1: 10,000

eu-west-2: 1,200

他のサポートされて
いる各リージョン: 
600

はい PutEvents API の 1 秒あた
りのリクエストの最大数。
追加のリクエストは調整さ
れます。

API 送信先あたりの呼び出しのレート サポートされている
各リージョン: 300

はい 各リージョンでアカウント
ごとに各 API 送信先エンド
ポイントに送信する 1 秒あ
たりの呼び出しの最大数。
クォータが満たされると、
その API エンドポイントへ
の今後の呼び出しがスロッ
トリングされます。呼び
出しは引き続き発生します
が、遅延します。

ルールあたりのターゲット サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ルールに関連付けることが
できるターゲットの最大
数。

スロットリング制限 (トランザクション/秒) サポートされている
各リージョン: 50

はい PutEvents を除くすべての 
EventBridge API オペレー
ションの 1 秒あたりのリク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

Version 1.0
403

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/events/quotas/L-9B653E91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/events/quotas/L-755FD01C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/events/quotas/L-3C47459F


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EventBridge Pipes

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateEndpoint スロットリング制限 (トラ
ンザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

UpdateEndpoint API の 1 秒
あたりのリクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

Amazon EventBridge Pipes のエンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 pipes.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 pipes.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 pipes.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 pipes.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 pipes.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 pipes.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 pipes.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

pipes.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

pipes.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 pipes.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 pipes.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 pipes.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 pipes.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 pipes.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

pipes.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

pipes.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 pipes.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
EventBridge Pipes には、以下のクォータがあります。制限をより高くする必要がある場合は、サポートに
お問い合わせください。

リソース リージョン デフォルトの制限

アカウントあたりの同時パイプ
実行数

• AWS GovCloud (米国西部)
• AWS GovCloud (米国東部)
• 中国 (寧夏)
• 中国 (北京)
• アジアパシフィック (大阪)
• アフリカ (ケープタウン)
• 欧州 (ミラノ)
• 米国東部 (オハイオ)
• 欧州 (フランクフルト)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 欧州 (ロンドン)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• アジアパシフィック (シンガ

ポール)
• カナダ (中部)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (ストックホルム)
• 南米 (サンパウロ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (香港)
• 中東 (バーレーン)
• 中国 (寧夏)
• 中国 (北京)
• アジアパシフィック (大阪)
• アフリカ (ケープタウン)
• 欧州 (ミラノ)

1,000

アカウントあたりの同時パイプ
実行数

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)

3000

アカウントごとのパイプ数 すべて 1,000

Amazon EventBridge スケジューラのエンドポイント
とクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
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部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 scheduler.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 scheduler.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 scheduler.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 scheduler.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 scheduler.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 scheduler.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 scheduler.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 scheduler.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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EventBridge スケジューラ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

scheduler.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

scheduler.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 scheduler.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 scheduler.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 scheduler.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 scheduler.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 scheduler.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 scheduler.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

scheduler.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

scheduler.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

scheduler.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 scheduler.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateSchedule リクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい 1 秒あたりの 
CreateSchedule リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、EventBridge ス
ケジューラは残りの間、こ
の操作のリクエストを拒否
します。

CreateScheduleGroup リクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 秒あたりの 
CreateScheduleGroup 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、EventBridge スケ
ジューラは残りの間、この
操作のリクエストを拒否し
ます。

DeleteSchedule リクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい 1 秒あたりの 
DeleteSchedule リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、EventBridge ス
ケジューラは残りの間、こ
の操作のリクエストを拒否
します。

DeleteScheduleGroup リクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 秒あたりの 
DeleteScheduleGroup 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、EventBridge スケ
ジューラは残りの間、この
操作のリクエストを拒否し
ます。

GetSchedule リクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい 1 秒あたりの GetSchedule 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、EventBridge スケ
ジューラは残りの間、この
操作のリクエストを拒否し
ます。

GetScheduleGroup リクエストの最大数。 サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 秒あたりの 
GetScheduleGroup リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、EventBridge 
スケジューラは残りの間、
この操作のリクエストを拒
否します。

Invocations スロットリング制限 (トランザ
クション/秒)

サポートされている
各リージョン: 500

はい 呼び出しは、定義された
ターゲットに配信される
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EventBridge スケジューラ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スケジュールペイロード
です。制限に到達後、呼び
出しが調整されます。つま
り、引き続き呼び出しは行
われますが、遅延が発生し
ます。

ListScheduleGroups リクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 秒あたりの 
ListScheduleGroups リクエ
ストの最大数 このクォータ
に達すると、EventBridge 
スケジューラは残りの間、
この操作のリクエストを拒
否します。

ListSchedules リクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい 1 秒あたりの ListSchedules 
リクエストの最大数。
このクォータに達する
と、EventBridge スケ
ジューラは残りの間、この
操作のリクエストを拒否し
ます。

ListTagsForResource のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい スケジューラリソースに関
連付けられているすべての
タグを一覧表示します。

スケジュールグループの数 サポートされている
各リージョン: 500

はい アカウントあたりのスケ
ジュールグループの最大数

スケジュールの数 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい アカウントあたりのスケ
ジュールの最大数。この
クォータには、実行が完了
した 1 回限りのスケジュー
ルが含まれます。1 回限り
のスケジュールは、実行が
完了してターゲットを呼び
出した後に削除することを
おすすめします。

TagResource リクエストレート サポートされている
各リージョン: 1

はい 指定されたスケジューラリ
ソースに 1 つ以上のタグ 
(キーと値のペア) を割り当
てます。

UntagResource リクエストレート サポートされている
各リージョン: 1

はい 指定したスケジューラリ
ソースから 1 つまたは複数
のタグを削除します。

UpdateSchedule リクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい 1 秒あたりの 
UpdateSchedule の最大
数。このクォータに達す
ると、EventBridge スケ
ジューラは残りの間、この
操作のリクエストを拒否し
ます。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-03C881B9
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
EventBridge スキーマ

Amazon EventBridge スキーマのエンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 schemas.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 schemas.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 schemas.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 schemas.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 schemas.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 schemas.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

schemas.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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FinSpace

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

schemas.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 schemas.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 schemas.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 schemas.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 schemas.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 schemas.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DiscoveredSchemas サポートされている
各リージョン: 200

はい 現在のリージョンで作成で
きる検出スキーマレジスト
リのスキーマの最大数

Discoverers サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで作成で
きるディスカバーの最大
数。

レジストリ サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンで作成で
きるレジストリの最大数。

SchemaVersions サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンで作成で
きるスキーマあたりのバー
ジョンの最大数。

スキーマ サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンで作成で
きるレジストリあたりのス
キーマの最大数。(検出ス
キーマレジストリを除く)

Amazon FinSpace のクォータ
このサービスのサービスクォータは以下のとおりです。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS 
アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービス
クォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
FinSpace

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

属性セット サポートされている
各リージョン: 100

はい FinSpace 環境に存在できる
属性セットの最大数。

ユーザーあたりのクラスター サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ユーザーごとのアクティブ
にできる FinSpace Spark ク
ラスターの最大数。

同時変更セット処理 サポートされている
各リージョン: 10

はい FinSpace 環境ごとの同時に
処理できる変更セットの最
大数

同時データビュー処理 サポートされている
各リージョン: 10

はい FinSpace 環境ごとの同時に
処理できるデータビューの
最大数。

統制語彙とカテゴリ サポートされている
各リージョン: 100

はい FinSpace 環境ごとの統制語
彙とカテゴリの合計の最大
数。

データセットあたりのデータビュー サポートされている
各リージョン: 3

はい データセットごとの作成で
きるデータビューの最大
数。

データセット サポートされている
各リージョン: 1,500

はい FinSpace 環境に存在できる
データセットの最大数。

ユーザーグループあたりのデータセット サポートされている
各リージョン: 1,500

はい ユーザーグループごとの割
り当てられるデータセット
の最大数。

環境 サポートされている
各リージョン: 2

はい AWS アカウントごとの作成
できる FinSpace 環境の最
大数。

変更セットあたりのファイル サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

いい
え

1 つの変更セット内のファ
イルの最大数。

変更セットあたりの最大ファイルサイズ サポートされてい
る各リージョン: 50 
GB

いい
え

変更セット内の 1 つのファ
イルの最大ファイルサイ
ズ。

ノートブックストレージ サポートされてい
る各リージョン: 10 
GB

いい
え

ユーザーのノートブック環
境あたりの EFS ストレージ
の最大容量。

ユーザーグループ サポートされている
各リージョン: 20

はい FinSpace 環境ごとのユー
ザーグループの最大数。

Users サポートされている
各リージョン: 5

はい FinSpace 環境に存在できる
ユーザーの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS FIS

AWS Fault Injection Simulator エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 fis.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 fis.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 fis.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 fis.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 fis.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 fis.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 fis.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

fis.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

fis.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

fis.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

fis.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS FIS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-central-1 fis.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 fis.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 fis.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 fis.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 fis.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 fis.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 fis.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 fis.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 fis.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

fis.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

fis.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクション期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 12

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて 1 つの
アクションの実行に使用で
きる最大時間。

実験テンプレートあたりのアクション サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きる実験テンプレート内の
アクションの最大数。

アクティブな実験 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて同時に
実行できるアクティブな実
験の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS FIS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

完了した実験データの保持日数 サポートされている
各リージョン: 120

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて完了し
た実験データを AWS FIS に
保持できる最大日数。

実験期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 12

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて 1 つの
実験の実行に使用できる最
大時間。

実験テンプレート サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きる実験テンプレートの最
大数。

実験あたりの並列アクション サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて並行
して実行できる実験のアク
ションの最大数。

実験テンプレートあたりの停止条件 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて実験テ
ンプレートに追加できる停
止条件の最大数。

aws:ecs:drain-container-instances のター
ゲットクラスター

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用
してターゲットを特定す
るときに、aws:ecs:drain-
container-instances がター
ゲットにできるクラスター
の最大数。

aws:rds:failover-db-cluster のターゲットク
ラスター

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:rds:failover-db-
cluster がターゲットにでき
るクラスターの最大数。

aws:rds:reboot-db-instances のターゲット 
DB インスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:rds:reboot-db-
instances がターゲットにで
きる DB インスタンスの最
大数。

aws:ec2:reboot-instances のターゲットイ
ンスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定する
ときに、aws:ec2:reboot-
instances がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

aws:ec2:stop-instances のターゲットイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用
してターゲットを特定す
るときに、aws:ec2:stop-
instances がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。

aws:ec2:terminate-instances のターゲット
インスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:ec2:terminate-
instances がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。

aws:ssm:send-command のターゲットイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用
してターゲットを特定す
るときに、aws:ssm:send-
command がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。

aws:eks:terminate-nodegroup-instances の
ターゲット Nodegroups

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:eks:terminate-
nodegroup-instances 
がターゲットにできる 
Nodegroups の最大数。

aws:ec2:send-spot-instance-interruptions 
のターゲット SpotInstances

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用
してターゲットを特定す
るときに、aws:ec2:send-
spot-instance-interruptions 
がターゲットにできる 
SpotInstances の最大数。

aws:network:disrupt-connectivity のター
ゲットサブネット

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:network:disrupt-
connectivity がターゲット
にできるサブネットの最大
数。

aws:ecs:stop-task のターゲットタスク サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:ecs:stop-task が
ターゲットにできるタスク
の最大数。

AWS Firewall Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 fms.us-east-2.amazonaws.com

fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 fms.us-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 fms.us-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 fms.us-west-2.amazonaws.com

fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 fms.af-south-1.amazonaws.com

fms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 fms.ap-east-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 fms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

fms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 fms.ap-south-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

fms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

fms.ap-northeast-2.amazonaws.com

fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

fms.ap-southeast-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

fms.ap-southeast-2.amazonaws.com

fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

fms.ap-northeast-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

fms.ca-central-1.amazonaws.com

fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

fms.eu-central-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 fms.eu-west-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 fms.eu-west-2.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 fms.eu-south-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 fms.eu-west-3.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 fms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 fms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

fms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

fms.me-south-1.amazonaws.com

fms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

fms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 fms.sa-east-1.amazonaws.com

fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

fms.us-gov-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

fms.us-gov-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS WAF Classic ポリシーあたりの AWS 
WAF Classic ルールグループ

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

Firewall Manager AWS 
WAF Classic ポリシーで使
用できる AWS WAF Classic 
ルールグループの最大数。

一般的なセキュリティグループポリシーの
範囲内の Amazon VPC インスタンス

サポートされている
各リージョン: 100

はい Firewall Manager 共通セ
キュリティグループポリ
シーごとのスコープに含
めることができる Amazon 
VPC インスタンスのアカウ
ントあたりの最大数。この
数は、所有している VPC と
共有している VPC の合計数
を表します。

アプリケーションリストあたりのアプリ
ケーション

サポートされている
各リージョン: 50

はい アプリケーションリストで
定義できるアプリケーショ
ンの最大数。

セキュリティグループのコンテンツ監査ポ
リシーあたりの監査セキュリティグループ

サポートされている
各リージョン: 1

はい Firewall Manager コンテン
ツ監査セキュリティグルー
プポリシーで使用できる監
査セキュリティグループの
最大数。

コンテンツ監査セキュリティグループポリ
シー設定のカスタム管理アプリケーション
リスト

サポートされている
各リージョン: 1

はい Firewall Manager コンテン
ツ監査セキュリティグルー
プポリシーの任意の設定で
使用できるカスタム管理ア
プリケーションリストの最
大数。

アカウントあたりのカスタム管理アプリ
ケーションリスト

サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 つのアカウントに対して
定義できるカスタム管理ア
プリケーションリストの最
大数。

任意のコンテンツ監査セキュリティグルー
プポリシー設定のカスタム管理プロトコル
リスト

サポートされている
各リージョン: 1

はい Firewall Manager コンテン
ツ監査セキュリティグルー
プポリシーの任意の設定で
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

使用できるカスタム管理プ
ロトコルリストの最大数。

アカウントあたりのカスタム管理プロトコ
ルリスト

サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 つのアカウントに対して
定義できるカスタム管理プ
ロトコルリストの最大数。

ポリシーあたりの明示的に包含または除外
するアカウント (リージョンごと)

サポートされている
各リージョン: 200

はい Firewall Manager ポリシー
のスコープに明示的に包含
または除外できるリージョ
ンあたりのアカウントの最
大数。

リージョンごとの組織あたりの Firewall 
Manager ポリシー

サポートされている
各リージョン: 20

はい AWS Organizations のリー
ジョンと組織のペアに対す
る Firewall Manager ポリ
シーの最大数。

Network Firewall ポリシーの IPV4 CIDR サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ファイアウォールエンドポ
イント管理で使用するため
に単一の Firewall Manager 
Network Firewall ポリシーで
指定できる IPv4 CIDR 範囲
の最大数。

ポリシーあたりのスコープ内の組織単位 
(リージョンごと)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 任意のリージョンの 
Firewall Manager ポリシー
のスコープに含めることが
できる組織単位の最大数。

共通セキュリティグループポリシーあたり
のプライマリセキュリティグループ

サポートされている
各リージョン: 1

はい Firewall Manager 共通セ
キュリティグループポリ
シーで使用できるプライマ
リセキュリティグループの
最大数。

プロトコルリストあたりのプロトコル サポートされている
各リージョン: 5

はい プロトコルリストで定義で
きるプロトコルの最大数。

DNS Firewall ポリシーあたりの Route 53 
Resolver DNS Firewall ルールグループ

サポートされている
各リージョン: 2

はい Firewall Manager DNS 
Firewall ポリシーで使用
できる Route 53 Resolver 
DNS Firewall ルールグルー
プの最大数。

AWS WAF ポリシーあたりのルールグルー
プ

サポートされている
各リージョン: 50

はい Firewall Manager AWS 
WAF ポリシーで使用できる
ルールグループの最大数。

リソースを包含または除外するタグ (ポリ
シーあたり)

サポートされている
各リージョン: 8

はい Firewall Manager ポリシー
のリソースの包含または除
外に使用できるタグの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

単一の Network Firewall ポリシーで自動的
に修復できる VPC

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

単一の Firewall Manager 
Network Firewall ポリシーで
自動的に修復できる VPC の
最大数。

AWS WAF ポリシーで使用されるウェブ 
ACL キャパシティーユニット (WCU)

サポートされている
各リージョン: 1,500

はい Firewall Manager AWS 
WAF ポリシーで使用される
ウェブ ACL キャパシティー
ユニット (WCU) の最大数 
(すべてのルールグループの
合計)。ルールグループの 
WCU の使用量は、ルール
グループ作成時にルールグ
ループの所有者によって固
定されます。

詳細については、AWS Firewall Manager デベロッパーガイドの「AWS Firewall Manager のクォータ」を
参照してください。

Amazon Forecast エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

Amazon Forecast

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 forecast.us-east-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 forecast.us-east-1.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 forecast.us-west-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 forecast.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

forecast.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 forecast.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Forecast クエリ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 forecastquery.us-east-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 forecastquery.us-east-1.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 forecastquery.us-west-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Forecast

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Amazon S3 バケット内のすべてのファイル
の最大累積サイズ

サポートされてい
る各リージョン: 30 
GB

はい Amazon S3 バケット内のす
べてのファイルの最大累積
サイズ (GB)

最大予測期間 サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

最大予測期間 (500 データポ
イントまたはターゲット時
系列データセットの長さの 
1/3 の小さい方)

説明可能性の最大数 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Amazon Forecast アカウン
トで保持できる説明可能性
の最大数

説明可能性エクスポートの最大数 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Amazon Forecast アカウン
トで保持できる説明可能性
エクスポートの最大数

バックテストウィンドウの最大数 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

バックテストウィンドウの
最大数 (RecipeParameters)

関連する時系列データセットの列の最大数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

RELATED_TIME_SERIES 
データセットに含めること
ができる列の最大数

ターゲット時系列データセットの列の最大
数

サポートされている
各リージョン: 13

いい
え

TARGET_TIME_SERIES 
データセットに含めること
ができる列の最大数

項目メタデータデータセットの列の最大数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ITEM_METADATA データ
セットに含めることができ
る列の最大数
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Forecast

名前 デフォルト 調整
可能

説明

データセットグループの最大数 サポートされている
各リージョン: 500

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できるデータセッ
トグループの最大数

データセットインポートジョブの最大数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できるデータセッ
トインポートの最大数

データセットの最大数 サポートされている
各リージョン: 1,500

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できるデータセッ
トの最大数

データセットグループのデータセットの最
大数

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

データセットグループに
含めることができるデータ
セットの最大数

Amazon S3 バケットのファイルの最大数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

Amazon S3 バケットで保持
できるファイルの最大数

予測エクスポートジョブの最大数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できる予測エクス
ポートの最大数

予測の最大数 サポートされている
各リージョン: 100

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できる予測の最大
数

予測子バックテストエクスポートジョブの
最大数

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できる予測子バッ
クテストエクスポートの最
大数

予測子の最大数 サポートされている
各リージョン: 500

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できる予測子の最
大数

データセットの行の最大数 ap-south-1: 
1,000,000,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
3,000,000,000

はい データセットに含めること
ができる行の最大数

リソースに追加できるタグの最大数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リソースに追加できるタグ
の最大数

予測子あたりの時系列の最大数 ap-south-1: 
1,000,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
5,000,000

はい 予測子のトレーニングに使
用できる時系列の最大数 (項
目数 X ターゲット時系列
データセットの予測ディメ
ンションの固有値の数)
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

最大並列実行 CreateAutoPredictor タスク サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

並列実行 
CreateAutoPredictor タスク
の最大数

最大並列実行 CreateDatasetImportJob タス
ク

サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行 
CreateDatasetImportJob タ
スクの最大数

最大並列実行 CreateExplainability タスク サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

並列実行 
CreateExplainability タスク
の最大数

最大並列実行 CreateExplainabilityExport タ
スク

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

並列実行 
CreateExplainabilityExport 
タスクの最大数

最大並列実行 CreateForecast タスク サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行 CreateForecast タ
スクの最大数

最大並列実行 CreateForecastExportJob タ
スク

サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行 
CreateForecastExportJob タ
スクの最大数

最大並列実行 CreatePredictor タスク サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行 CreatePredictor タ
スクの最大数

AutoML を使用した最大並列実行 
CreatePredictor タスク

サポートされている
各リージョン: 3

はい AutoML を使用した並列実
行 CreatePredictor タスクの
最大数

最大並列実行 
CreatePredictorBacktestExportJob タスク

サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行 
CreatePredictorBacktestExportJob 
タスクの最大数

並列実行される CreateWhatIfAnalysis タス
クの最大数

サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行される 
CreateWhatIfAnalysis タス
クの最大数

並列実行される CreateWhatIfForecast タス
クの最大数

サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行される 
CreateWhatIfForecast タス
クの最大数

並列実行される 
CreateWhatIfForecastExport タスクの最大
数

サポートされている
各リージョン: 3

はい 並列実行される 
CreateWhatIfForecastExport 
タスクの最大数

最大並列実行 QueryForecast API タスク サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

大規模なデータセット (20 
GB または 100,000 アイテ
ムを超えるもの) で作成され
た 5 つを含む 10 個の同時
予測。

リソースタイプあたりの最大並列実行 Stop 
ジョブ

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

進行中の並列 Stop ジョブの
最大数
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Amazon Fraud Detector

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コンソールまたは QueryForecast API で予
測をクエリできる最大時間

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

コンソールまたは 
QueryForecast API で予測
をクエリできる最大時間 (日
数)

AutoPredictor の最大数 サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

Amazon Forecast ア
カウントで保持できる 
AutoPredictor の最大数

What-If 分析の最大数 サポートされている
各リージョン: 500

はい Amazon Forecast アカウン
トで保持できる What-If 分
析の最大数

What-If Forecast エクスポートの最大数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい Amazon Forecast アカウ
ントで保持できる What-If 
Forecast エクスポートの最
大数

What-If Forecast の最大数 サポートされている
各リージョン: 100

はい Amazon Forecast アカウ
ントで保持できる What-if 
Forecasts の最大数

CreateWhatIfForecastExport タスクの 
What-if Forecasts の最大数

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

CreateWhatIfForecastExport 
タスクの What-if Forecasts 
の最大数

Amazon Fraud Detector エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 frauddetector.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 frauddetector.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 frauddetector.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Fraud Detector

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

モデルごとの同時トレーニングジョブ数 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

モデルあたりの同時トレー
ニングジョブの最大数。

デプロイされたモデルのバージョン サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウントあたりのデプロ
イされたモデルのバージョ
ンの最大数。

アカウントごとのディテクター数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりのディテ
クターの最大数。

アカウントごとの EntityType サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりの 
EntityType の最大数

アカウントごとの EventType サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりの 
EventType の最大数

アカウントあたりのラベル数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりのラベル
の最大数

アカウントあたりのリスト サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりのリスト
の最大数。

ディテクターのバージョンごとの外部モデ
ルを含むモデル数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ディテクターのバージョン
あたりの外部モデルを含む
モデルの最大数

アカウントあたりのモデル数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

アカウントあたりのモデル
の最大数。

アカウントごとの結果の数 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

アカウントあたりの結果の
最大数

GetPrediction リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 200

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetPrediction API コールの
最大数。

アカウントごとのルールの数 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

アカウントあたりのルール
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
FreeRTOS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetPrediction リクエストのサイズ サポートされている
各リージョン: 256 
KB

いい
え

GetPrediction API コールあ
たりのペイロードの最大サ
イズ。

イベントタイプ統計の同時更新オペレー
ションの合計数

サポートされている
各リージョン: 1

はい アカウントあたりのイベン
トタイプ統計の同時更新
オペレーションの最大合計
数。

同時トレーニングジョブの合計数 サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

アカウントあたりの同時ト
レーニングジョブの最大合
計数。

トレーニングデータサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

Fraud Detector モデルのト
レーニングデータの最大サ
イズ。

アカウントごとの変数の数 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

アカウントあたりの変数の
最大数。

ディテクターごとのバージョンの数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ディテクターあたりのドラ
フトバージョンの最大数。

モデルごとのバージョンの数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

モデルあたりのバージョン
の最大数。

詳細については、Amazon Fraud Detector ユーザーガイドのクォータを参照してください。

FreeRTOS エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
次の表は、無線通信機能を使用するために FreeRTOS でサポートされているリージョン固有のエンドポイ
ントの一覧です。これらのリージョンでは FreeRTOS コンソールもサポートされています。

FreeRTOS OTA コントロールプレーン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
429

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/frauddetector/quotas/L-71AAD453
https://docs.aws.amazon.com/frauddetector/latest/ug/limits.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
FreeRTOS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
FreeRTOS

FreeRTOS OTA データプレーン

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2 prefix.iot.us-east-2.amazonaws.com MQTT

米国東部（バー
ジニア北部）

us-east-1 prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com MQTT

米国西部 (北カ
リフォルニア)

us-west-1 prefix.iot.us-west-1.amazonaws.com MQTT

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com MQTT

アジアパシ
フィック (香港)

ap-east-1 prefix.iot.ap-east-1.amazonaws.com MQTT

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1 prefix.iot.ap-south-1.amazonaws.com MQTT

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 prefix.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com MQTT

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1 prefix.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com MQTT

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com MQTT

アジアパシ
フィック (東京)

ap-northeast-1 prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com MQTT

カナダ (中部) ca-central-1 prefix.iot.ca-central-1.amazonaws.com MQTT

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com MQTT

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com MQTT

欧州 (ロンドン) eu-west-2 prefix.iot.eu-west-2.amazonaws.com MQTT

欧州 (パリ) eu-west-3 prefix.iot.eu-west-3.amazonaws.com MQTT

欧州 (ストック
ホルム)

eu-north-1 prefix.iot.eu-north-1.amazonaws.com MQTT

中東 (バーレー
ン)

me-south-1 prefix.iot.me-south-1.amazonaws.com MQTT

南米 (サンパウ
ロ)

sa-east-1 prefix.iot.sa-east-1.amazonaws.com MQTT
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon FSx

Service Quotas
FreeRTOS OTA リソースクォータ

リソース デフォルト

ファイルサイズ 16 MB

FreeRTOS OTA スロットリング

API 1 秒あたりのトランザクション数

CreateOTAUpdate 10 TPS

DeleteOTAUpdate 5 TPS

GetOTAUpdate 15 TPS

ListOTAUpdates 15 TPS

Amazon FSx エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 fsx.us-east-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 fsx.us-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 fsx.us-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 fsx.us-west-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 fsx.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 fsx.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 fsx.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 fsx.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

fsx.ca-central-1.amazonaws.com

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

fsx.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 fsx.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 fsx.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 fsx.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 fsx.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 fsx.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 fsx.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

fsx.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

fsx.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

fsx.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 fsx.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Lustre Cache_1 キャッシュ サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成で
きるキャッシュタイプが 
Lustre、デプロイタイプが 
Cache_1 の Amazon File 
Cache の最大数。

Lustre Cache_1 ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
100,800

はい キャッシュタイプが 
Lustre、デプロイタイプ
が Cache_1 のすべての 
Amazon File Cache に対し
て、このアカウントで設定
できるストレージ容量 (GiB 
単位) の最大容量。

Lustre Persistent HDD ストレージ容量 
(ファイルシステムあたり)

サポートされてい
る各リージョン: 
102,000

はい Amazon FSx for Lustre 永続
的ファイルシステムに設定
できる HDD ストレージ容
量 (GiB 単位) の最大容量。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

Lustre Persistent_1 ファイルシステム サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成でき
る Amazon FSx for Lustre 
persistent_1 ファイルシステ
ムの最大数。

Lustre Persistent_1 ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
100,800

はい このアカウントのすべて
の Amazon FSx for Lustre 
persistent_1 ファイルシス
テムに設定できるストレー
ジ容量 (GiB 単位) の最大容
量。

Lustre Persistent_2 ファイルシステム サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成でき
る Amazon FSx for Lustre 
persistent_2 ファイルシステ
ムの最大数。

Lustre Persistent_2 ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
100,800

はい このアカウントのすべて
の Amazon FSx for Lustre 
persistent_2 ファイルシス
テムに設定できるストレー
ジ容量 (GiB 単位) の最大容
量。

Lustre スクラッチ ファイルシステム サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成でき
る Amazon FSx for Lustre 
スクラッチ ファイルシステ
ムの最大数。

Lustre スクラッチ ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
100,800

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for Lustre スク
ラッチ ファイルシステムに
設定できるストレージ容量 
(GiB 単位) の最大容量。

Lustre バックアップ サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for Lustre ファ
イルシステムに対して保持
できるユーザー主導バック
アップの最大数。

ONTAP SSD IOPS サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい このアカウントのすべて
の Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステム
に対する SSD IOPS の最大
量。

ONTAP SSD ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
524,288

はい このアカウントで保持でき
るすべての Amazon FSx for 
NetApp ONTAP ファイルシ
ステムの SSD ストレージ容
量の最大容量 (GiB 単位) で
す。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ONTAP バックアップ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい このアカウントで保持でき
るすべての Amazon FSx for 
NetApp ONTAP ファイルシ
ステムに対するユーザー主
導バックアップの最大数。

ONTAP ファイルシステム サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントに作成でき
るAmazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステム
の最大数。

ONTAP スループット容量 サポートされてい
る各リージョン: 
10,240

はい このアカウントのすべて
の Amazon FSx for NetApp 
ONTAP ファイルシステム
で許可されるスループット
キャパシティの合計 (Mbps 
単位)。

OpenZFS SSD ストレージ容量 us-east-1: 262,144

us-east-2: 262,144

us-west-2: 262,144

他のサポートされて
いる各リージョン: 
65,536

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for OpenZFS 
ファイルシステムに設定で
きるストレージ容量 (GiB 単
位) の最大容量。

OpenZFS SSD ストレージ容量 (ファイル
システムあたり)

サポートされてい
る各リージョン: 
524,288

はい Amazon FSx for OpenZFS 
ファイルシステムに設定で
きる SSD ストレージ容量 
(GiB 単位) の最大容量。

OpenZFS バックアップ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい このアカウントで保持でき
るすべての Amazon FSx for 
OpenZFS ファイルシステム
に対するユーザー主導バッ
クアップの最大数。

OpenZFS ディスク IOPS サポートされてい
る各リージョン: 
400,000

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for OpenZFS 
ファイルシステムで許可さ
れるディスク IOPS の合計
量。

OpenZFS ファイルシステム サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成
できる Amazon FSx for 
OpenZFS ファイルシステム
の最大数。

OpenZFS スループットキャパシティ サポートされてい
る各リージョン: 
10,240

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for OpenZFS 
ファイルシステムで許可さ
れるスループットキャパシ
ティの合計 (Mbps 単位)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

Windows HDD ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
524,288

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for Windows 
File Server のシステムで許
可される HDD ストレージ
容量 (GiB 単位) の最大容
量。

Windows SSD ストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 
524,288

はい このアカウントで保持でき
るすべての Amazon FSx for 
Windows File Server ファイ
ルシステムの SSD ストレー
ジ容量 (GiB 単位) の最大容
量。

Windows バックアップ サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントで保持でき
るすべての Amazon FSx for 
Windows File Server ファイ
ルシステムの最大ユーザー
起動バックアップ数。

Windows ファイルシステム サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成
できる Amazon FSx for 
Windows サーバーのファイ
ルシステムの最大数。

Windows スループット容量 サポートされてい
る各リージョン: 
10,240

はい このアカウントのすべての 
Amazon FSx for Windows 
ファイルシステムで許可さ
れるスループット容量の合
計 (MBps 単位)。

詳細については、次を参照してください。

• 「Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド」の「FSx for Lustre のクォータ」
• 「FSx for ONTAP ユーザーガイド」の「FSx for ONTAP のクォータ」
• 「FSx for OpenZFS User Guide」(FSx for OpenZFS ユーザーガイド) の「FSx for OpenZFS quotas」

(FSx for OpenZFS のクォータ)
• Amazon FSx for Windows File Server のユーザーガイドの FSx for Windows のクォータ

Amazon GameLift エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Note

次のサービスエンドポイントの表は、Amazon GameLift フリートのホームリージョンとして利用
できる AWS リージョン を示しています。リモートロケーションの可用性については、AWS グ
ローバルインフラストラクチャを参照してください。
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サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 gamelift.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 gamelift.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 gamelift.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 gamelift.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 gamelift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

gamelift.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

gamelift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 gamelift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 gamelift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 gamelift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりのエイリアス サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンあたりのエイリ
アスの最大数。

キャパシティーの構築 サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

リージョンあたりのゲーム
ビルドのアップロードに使
用できる最大容量 (GB)。追
加または大規模なビルド用
の容量を確保するために、
必要に応じて使用していな
いビルドを削除できます。

リージョンあたりのビルド サポートされている
各リージョン: 1,000

はい リージョンあたりのゲーム
サーバービルドの最大数 (す
べてのステータスの合計)。

リージョンあたりのフリート サポートされている
各リージョン: 10

はい リージョンあたりのフリー
トの最大数 (すべてのステー
タスの合計)。

リージョンあたりのゲームサーバーグルー
プ

サポートされている
各リージョン: 20

はい リージョンあたりのゲーム
サーバーグループの最大
数。

ゲームサーバーグループあたりのゲーム
サーバー

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ゲームサーバーグループあ
たりのゲームサーバーの最
大数。

ゲームセッションログファイルのサイズ サポートされている
各リージョン: 200 
MB

いい
え

ゲームセッションの終了時
に Amazon GameLift にアッ
プロードされるゲームセッ
ションログの最大ファイル
サイズ (MB)。

リージョンごとのゲームセッションキュー
の数

サポートされている
各リージョン: 20

はい リージョンあたりのゲーム
セッションキューの最大
数。

マッチメイキングプレイヤー属性をダブル
マップする文字列ごとのキーと値のペア

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

String To Double 
Map（SDM）マッチメイ
キングプレイヤー属性内の
キーと値のペアの最大数。

リージョンあたりのフリートのロケーショ
ン

サポートされている
各リージョン: 4

はい リージョンあたりのフリー
トのロケーションの最大数 
(すべてのステータスの合
計)。

リージョンあたりのマッチメーキング設定 サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンあたりのマッチ
メーキング設定の最大数。

リージョンあたりのマッチメーキングルー
ルセット

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい リージョンあたりのマッチ
メーキングルールセットの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
GameSparks

名前 デフォルト 調整
可能

説明

フリート設定あたりの最大 
NewGameSessionsPerCreator

サポートされている
各リージョン: 10

はい フリートリソースポリシー
設定で許可される作成者 
1 人あたりの新しいゲーム
セッションの最大数。

フリート設定あたりの最大 
PolicyPeriodInMinutes

サポートされている
各リージョン: 60

はい フリートリソースポリシー
設定で許可される最大期間 
(分単位)。

マッチメイキングプレイヤーごとのプレイ
ヤー属性

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

マッチメイキングチケット
に含まれるプレイヤーご
とのプレイヤー属性の最大
数。

ゲームセッションあたりのプレーヤーセッ
ション数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

ゲームセッションに参加で
きるプレイヤーセッション
の最大数。

マッチメーキングチケットごとのプレイ
ヤー

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

マッチメイキングチケット
に含めることができるプレ
イヤーの最大数。

ゲームセッションキューごとのキューの送
信先の数

サポートされている
各リージョン: 10

はい ゲームセッションキューあ
たりのキューの送信先の最
大数。

リージョンごとのスクリプトの数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい リージョンあたりのゲーム
サーバースクリプトの最大
数。

インスタンスあたりのサーバープロセス 
(GameLift SDK v3 以降)

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Amazon GameLift SDK バー
ジョン 3 以降を使用する場
合の単一インスタンスで実
行できる同時サーバープロ
セスの最大数。

文字列リストごとの文字列マッチメイキン
グプレイヤー属性

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

文字列リスト (SL) のマッチ
メーキングプレイヤー属性
の文字列の最大数。

Amazon GameSparks エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
GameSparks

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 gamesparks.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ws.gamesparks.us-east-1.amazonaws.com WSS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

gamesparks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ws.gamesparks.ap-northeast-1.amazonaws.com WSS

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラウドコードスクリプトサイズ サポートされている
各リージョン: 8,000

いい
え

クラウドコードスクリプト
の最大文字数。

同時ユーザー サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ゲームのステージごとの同
時プレイヤーの最大数。プ
レビュー中にこのクォータ
を調整することはできませ
ん。

ゲーム設定サイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

ゲーム設定の最大サイズ 
(MB)。

ゲーム サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンに作成できる
ゲームの最大数。

接続管理コールのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの接続管理サービ
ス API コールの最大数。プ
レビュー中にこのクォータ
を調整することはできませ
ん。

ゲームクライアントメッセージのレート サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ゲームクライアント接続が 
10 秒ごとに GameSparks 
バックエンドに送信でき
るメッセージの最大数。プ
レビュー中にこのクォータ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
S3 Glacier

名前 デフォルト 調整
可能

説明

を調整することはできませ
ん。

ゲーム管理コールのレート サポートされている
各リージョン: 2/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりのゲーム管理サー
ビス API コールの最大数。
プレビュー中にこのクォー
タを調整することはできま
せん。

ゲームあたりのスナップショット サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

ゲームで保存できるスナッ
プショットの最大数。

WebSocket メッセージサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
16,384 バイト

いい
え

WebSocket メッセージの最
大サイズ (バイト)。

Amazon S3 Glacier エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 glacier.us-east-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 glacier.us-east-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 glacier.us-west-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 glacier.us-west-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
S3 Glacier

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 glacier.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 glacier.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 glacier.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

glacier.ca-central-1.amazonaws.com

glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

glacier.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 glacier.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 glacier.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 glacier.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
S3 Glacier

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (パリ) eu-west-3 glacier.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 glacier.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

glacier.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 glacier.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アーカイブサイズ (GB)。 サポートされてい
る各リージョン: 
40,000 GB

いい
え

アーカイブの最大サイズ。

アーカイブサイズ。 サポートされている
各リージョン: 4 MB

いい
え

アーカイブ (またはパート) 
の最小サイズ (MB)。

マルチパートパートのサイズ。 サポートされている
各リージョン: 4 GB

いい
え

マルチパートアップロード
におけるパートの最大サイ
ズ (GB)。

マルチパートパートの数。 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

マルチパートアップロード
におけるパートの最大数。

ランダムリストアリクエストの数。 サポートされている
各リージョン: 35

いい
え

1 日あたりの保存される PiB 
単位のランダムリストアリ
クエストの数。

ボールトタグの数。 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ボールトに適用できるタグ
の最大数。

プロビジョニングされたキャパシティーユ
ニット

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

アカウントあたりの購入可
能なプロビジョニングされ
たキャパシティーユニット
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
グローバルアクセラレーター

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのボールト サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

アカウントで保持できる
ボールトの最大数。

AWS Global Accelerator エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル Amazon 
Route 53 
ホストゾー
ン ID*

米国西部 
(オレゴン) 
リージョン

us-west-2 globalaccelerator.amazonaws.com HTTPS Z2BJ6XQ5FK7U4H

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS アカウントごとのカスタムルーティ
ングアクセラレーター

サポートされている
各リージョン: 10

はい 各 AWS アカウントのカス
タムルーティングアクセラ
レーターの最大数。

アクセラレーターあたりのエンドポイント
グループ

サポートされている
各リージョン: 42

いい
え

アクセラレーターあたりの
エンドポイントグループの
最大数。

エンドポイントグループあたりのエンドポ
イント - Application Load Balancers

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Application Load Balancer 
エンドポイントのみを含む
エンドポイントグループ内
の ALB の最大数。

エンドポイントグループあたりのエンドポ
イント - EC2 インスタンス

サポートされている
各リージョン: 10

はい EC2 インスタンスエンドポ
イントのみを含むエンドポ
イントグループの EC2 イン
スタンスの最大数。

エンドポイントグループあたりのエンドポ
イント - Elastic IP アドレス

サポートされている
各リージョン: 10

はい Elastic IP アドレスエンドポ
イントのみを含むエンドポ
イントグループの Elastic IP 
アドレスの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Glue

名前 デフォルト 調整
可能

説明

エンドポイントグループあたりのエンドポ
イント - Network Load Balancers

サポートされている
各リージョン: 10

はい Network Load Balancer エ
ンドポイントのみを含むエ
ンドポイントグループ内の 
NLB の最大数。

エンドポイントグループあたりのエンドポ
イント - VPC サブネット

サポートされている
各リージョン: 10

はい VPC サブネットエンドポイ
ントのみを含むエンドポイ
ントグループ内の VPC サブ
ネットの最大数。

エンドポイントグループあたりのエンドポ
イント - 複数のエンドポイントタイプ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

複数のエンドポイントタイ
プを含むエンドポイントグ
ループ内のエンドポイント
の最大数。

アクセラレーターあたりのリスナー サポートされている
各リージョン: 10

はい 各アクセラレーターのリス
ナーの最大数。

エンドポイントグループあたりのポートの
オーバーライド

サポートされている
各リージョン: 10

はい 各エンドポイントグループ
のポートオーバーライドの
最大数。

リスナーあたりのポート範囲 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

各リスナーのポート範囲の
最大数。

AWS アカウントあたりの標準アクセラ
レーター

サポートされている
各リージョン: 20

はい 各 AWS アカウントの標準
アクセラレーターの最大
数。

アクセラレーターあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

各アクセラレーターのタグ
の最大数。

AWS Glue エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 glue.us-east-2.amazonaws.com

glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 glue.us-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Glue

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 glue.us-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 glue.us-west-2.amazonaws.com

glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 glue.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 glue.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

glue.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 glue.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

glue.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

glue.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

glue.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

glue.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

glue.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

glue.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

glue.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 glue.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Glue

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 glue.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 glue.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 glue.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 glue.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 glue.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

glue.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

glue.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

glue.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 glue.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

glue.us-gov-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

glue.us-gov-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トランスフォームあたりの同時機械学習タ
スク実行

サポートされている
各リージョン: 3

はい このアカウントの機械学習
変換あたりの同時実行タス
クの最大数。

ラベルファイルのサイズ サポートされている
各リージョン10 MB

はい インポートできる個々のラ
ベルファイルの最大ファイ
ルサイズ。

開発エンドポイントあたりの最大 DPU サポートされている
各リージョン: 50

はい 開発エンドポイントの DPU 
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Glue

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの同時実行ジョブの最大
実行数

サポートされている
各リージョン: 200

はい アカウントの同時実行ジョ
ブの最大数。

ジョブあたりの同時実行ジョブの最大実行
数

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ジョブの同時実行ジョブの
最大数。

アカウントあたりの最大接続数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントの接続の最大
数。

アカウントあたりの最大データベース サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントのデータベース
の最大数。

カタログあたりの最大データベース サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい カタログあたりのデータ
ベースの最大数。

アカウントあたりの最大開発エンドポイン
ト

サポートされている
各リージョン: 25

はい アカウントの開発エンドポ
イントの最大数。

アカウントあたりの最大関数 サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントの関数の最大
数。

データベースあたりの最大関数 サポートされている
各リージョン: 100

はい データベースあたりの関数
の最大数。

アカウントあたりの最大ジョブ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントのジョブの最大
数。

トリガーあたりの最大ジョブ サポートされている
各リージョン: 50

はい トリガーで開始できるジョ
ブの最大数。

アカウントあたりの最大パーティション サポートされてい
る各リージョン: 
20,000,000

はい アカウントのパーティショ
ンの最大数。

テーブルあたりの最大パーティション サポートされてい
る各リージョン: 
10,000,000

はい テーブルあたりのパーティ
ションの最大数。

アカウントあたりの最大セキュリティ設定 サポートされている
各リージョン: 250

はい アカウントのセキュリティ
設定の最大数。

アカウントあたりのデータ処理ユニット 
(DPU) で消費される最大スペアコンピュー
ティング容量。

サポートされている
各リージョン: 300

はい アカウントで同時に使用で
きるデータ処理ユニット 
(DPU) の最大コンピュー
ティング容量。

アカウントあたりの最大テーブルバージョ
ン

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい アカウントのテーブルバー
ジョンの最大数。

テーブルあたりの最大テーブルバージョン サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい テーブルあたりのテーブル
バージョンの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Glue

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりの最大テーブル サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい アカウントのテーブルの最
大数。

データベースあたりの最大テーブル サポートされてい
る各リージョン: 
200,000

はい データベースあたりのテー
ブルの最大数。

アカウントあたりの最大タスク DPU us-east-1: 1,000

us-east-2: 1,000

us-west-2: 1,000

ap-northeast-1: 
1,000

ap-southeast-2: 
1,000

eu-west-1: 1,000

他のサポートされ
ている各リージョ
ン:500

はい アカウントで同時に使用で
きるデータ処理ユニット 
(DPU) の最大コンピュー
ティング容量。

アカウントあたりの最大トリガー サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントのトリガーの最
大数。

スキーマレジストリの数。 サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの AWS 
リージョンあたりのスキー
マレジストリの最大数。

スキーマバージョンの数。 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントの AWS 
リージョンあたりのスキー
マバージョンの最大数。

アカウントあたりのクローラ数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントのクローラーの
最大数。

アカウントあたりの同時実行クローラ数 サポートされている
各リージョン: 150

はい アカウントで同時に実行さ
れるクローラーの最大数。

機械学習変換の数 サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントの機械学習
変換の最大数

スキーマバージョンあたりのメタデータ
キー値のペアの数。

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

スキーマバージョンあたり
のスキーマバージョンメタ
データキー値のペアの最大
数。

ワークフローの数 サポートされている
各リージョン: 250

はい アカウントのワークフロー
の最大数。

アカウントあたりの変換用の同時実行機械
学習タスクの合計

サポートされている
各リージョン: 30

はい このアカウントの機械学習
変換に対する同時実行機械
学習変換タスクの合計。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/glue/quotas/L-94D025B7
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Managed Grafana

詳細については、AWS Glue ユーザーガイドの AWS GovCloud (US)を参照してください。

Amazon Managed Grafana エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 grafana.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 grafana.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 grafana.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

grafana.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 grafana.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 grafana.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Amazon Managed Grafana には、以下のクォータがあります。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Managed Grafana

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ワークスペースの数 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて保持で
きるワークスペースの最大
数。

AssociateLicense リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
AssociateLicense リクエス
トの最大数。

CreateWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
CreateWorkspace リクエス
トの最大数。

DeleteWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteWorkspace リクエス
トの最大数。

DescribeWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeWorkspace リクエ
ストの最大数。

DescribeWorkspaceAuthentication リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeWorkspaceAuthentication 
リクエストの最大数。

DisassociateLicense リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DisassociateLicense リクエ
ストの最大数。

ListPermissions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListPermissions リクエスト
の最大数。

ListWorkspaces リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListWorkspaces リクエスト
の最大数。

UpdatePermissions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DataBrew

名前 デフォルト 調整
可能

説明

行できる 1 秒あたりの 
UpdatePermissions リクエ
ストの最大数。

UpdateWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateWorkspace リクエス
トの最大数。

UpdateWorkspaceAuthentication リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateWorkspaceAuthentication 
リクエストの最大数。

さらに、Amazon Managed Grafana の各ワークスペースには以下のクォータがあります。

リソース 調整可能 デフォルトのクォータ

アラート いいえ ワークスペースあたり 100。

ダッシュボード いいえ ワークスペースあたり 2,000。

データソース いいえ ワークスペースあたり 2,000。

Users いいえ 10,000 がプロビジョニングされ、ワークス
ペースあたり 500 が同時実行されました。

API キー いいえ ワークスペースあたり 100。

AWS Glue DataBrew エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 databrew.us-east-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 databrew.us-east-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DataBrew

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 databrew.us-west-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 databrew.us-west-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 databrew.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 databrew.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 databrew.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

databrew.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

databrew.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 databrew.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 databrew.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 databrew.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 databrew.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
DataBrew

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 databrew.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 databrew.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS アカウントあたりの同時ジョブ サポートされている
各リージョン: 10

はい この AWS アカウントで同
時に実行できるジョブの最
大数。

AWS アカウントあたりのデータセット サポートされている
各リージョン: 100

はい この AWS アカウントで作
成できるデータセットの最
大数。

AWS アカウントあたりのジョブ サポートされている
各リージョン: 100

はい この AWS アカウントで作
成できるジョブの最大数。

AWS アカウントあたりのノードキャパシ
ティー

サポートされている
各リージョン: 300

はい この AWS アカウントで実
行されているジョブに使用
できるノードの最大数。

AWS アカウントあたりのオープンプロ
ジェクト

サポートされている
各リージョン: 10

はい この AWS アカウントで同
時に開くことができるプロ
ジェクトの最大数。

AWS アカウントあたりのプロジェクト数 サポートされている
各リージョン: 100

はい この AWS アカウントで作
成できるプロジェクトの最
大数。

AWS アカウントあたりのレシピ サポートされている
各リージョン: 100

はい この AWS アカウントで作
成できるレシピの最大数。

ルールセットあたりのルール数 サポートされている
各リージョン: 100

はい ルールセットに含めること
ができるルールの最大数。

AWS アカウントあたりのルールセット数 サポートされている
各リージョン: 100

はい この AWS アカウントで作
成できるルールセットの最
大数。

データセットあたりのルールセット数 サポートされている
各リージョン: 10

はい データセット用に作成でき
るルールセットの最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/databrew/quotas/L-935D4120
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Ground Station

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS アカウントあたりのスケジュール サポートされている
各リージョン: 10

はい この AWS アカウントで作
成できるスケジュールの最
大数。

レシピごとのバージョン サポートされている
各リージョン: 100

はい レシピ用に作成できるバー
ジョンの最大数。

AWS Ground Station エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 groundstation.us-east-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 groundstation.us-east-1.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 groundstation.us-west-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 groundstation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

groundstation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/databrew/quotas/L-BF3E0A94
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/databrew/quotas/L-A386FCB8


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
GuardDuty

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 groundstation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 groundstation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

groundstation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 groundstation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Config 制限 サポートされている
各リージョン: 100

はい 許可される設定の最大数。

問い合わせリードタイム (最大) サポートされている
各リージョン: 7

はい 連絡先のスケジュールに許
可される最大リード時間 (日
数)

データフローエンドポイントのグループ制
限

サポートされている
各リージョン: 100

はい 許可されるデータフローエ
ンドポイントグループの最
大数。

グループ制限あたりのデータフローエンド
ポイント

サポートされている
各リージョン: 20

はい グループごとに許可される
データフローエンドポイン
トの最大数。

エフェメリス検証上限 サポートされている
各リージョン: 10

はい 同時に検証できる顧客提供
のエフェメリドの最大数。

問い合わせの最長期間 サポートされている
各リージョン: 20

はい 許可される問い合わせの最
長時間 (分)

ミッションプロファイルの制限 サポートされている
各リージョン: 100

はい 許可されるミッションプロ
ファイルの最大数。

スケジュールされた問い合わせの制限 サポートされている
各リージョン: 100

はい 許可される連絡先のスケ
ジュールの最大数

スケジュールされた分数の制限 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 許可されるスケジュールの
最長時間 (分)

Amazon GuardDuty エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-5CCF0BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-09DEC198
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-D6A1915B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-98A63A85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-DE376FC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-CCFDE387
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-5342B9BF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-DF7B6DEC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-FED20749


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
GuardDuty

「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 guardduty.us-east-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 guardduty.us-east-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 guardduty.us-west-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 guardduty.us-west-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 guardduty.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 guardduty.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 guardduty.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 guardduty.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
GuardDuty

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

guardduty.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

guardduty.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 guardduty.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 guardduty.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 guardduty.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 guardduty.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 guardduty.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 guardduty.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

guardduty.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

guardduty.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

guardduty.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 guardduty.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Health

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ディテクター サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

各リージョンの AWS アカ
ウントごとに作成できる
ディテクターリソースの最
大数。

フィルター サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

各リージョンの AWS アカ
ウントごとに保存される
フィルターの最大数。

検出結果の保持期間 サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

検出結果を保持する最大日
数。検出結果は 90 日後に削
除されます。

メンバーアカウント サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

マスターアカウントに関連
付けられたメンバーアカウ
ントの最大数。探知機ごと
に 1 つのマスターアカウン
トを持つことができます。

脅威インテリジェンスセット サポートされている
各リージョン: 6

いい
え

各リージョンの AWS アカ
ウントごとに追加できる脅
威インテリジェンスセット
の最大数。

信頼できる IP セット サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

各リージョンの AWS アカ
ウントごとに追加できる信
頼できる IP セットの最大
数。

AWS Health エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
HealthLake

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 health.us-east-2.amazonaws.com

global.health.amazonaws.com

health-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 health.us-east-1.amazonaws.com

global.health.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

health.us-gov-west-1.amazonaws.com

health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

詳細については、「AWS Health ユーザーガイド」の「AWS Health API の使用」を参照してください。

Service Quotas
このサービスにはクォータがありません。

Amazon HealthLake エンドポイントとクォータ
Amazon HealthLake のリージョンとエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 healthlake.us-east-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 healthlake.us-east-1.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 healthlake.us-west-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 healthlake.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon HealthLake のスロットリングとクォータ
次の表は、Amazon HealthLake 内のお客様のアカウントごとのリソース管理のスロットリング制限を示し
ています。変更できる制限の詳細については、「AWS サービス制限」を参照してください。すべての操
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https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/health-api.html
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Honeycode

作について、スロットリング制限を超えた場合、ユーザーに ThrottlingException というエラーメッ
セージが表示されます。

アカウントごとに最大 10 個のデータストアのクォータが許可されます。クォータ引き上げのリクエスト
に関する詳細については、「コンソールサポートセンター」を参照してケースを作成してください。

説明 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) または 1 
分あたりのリクエスト数の制限

CreateFhirDataStore と deleteFHirDataStore 1 分あたり 1 リクエスト

DescribeFHIRDatastore 10 TPS

ListFHIRDatastores 10 TPS

CreateResource、ReadResource、DeleteResource 20 TPS

UpdateResource 100 TPS

GetCapabilities 10 TPS

SearchWithGet と searchWith 100 TPS

startfHirimportJob と startfHirexportJob 1 分あたり 1 リクエスト、一度に許可されるジョ
ブは 1 つのみ

DescribeFHIRImportJob、DescribeFHIRExportJob、ListFHIRImportJob、ListFHIRExportJob10 TPS

ListFHIRImportJobs、ListFHIRExportJobs 10 TPS

TagResource、UntagResource、ListTagsforResource10 TPS

DocumentReference ResourceType 
(CreateResource/UpdateResource) 内の医療メモ
の最大文字数

40,000 文字

次の表は、StartFHIRImportJob ジョブのクォータを一覧表示しています。

説明 制限

インポートジョブの最大サイズ 500 GB

インポートされたファイルの最大ディスク上のサ
イズ

5 GB

ファイルの最大数 10,000

サポートされているファイル拡張子 '.ndjson'

Amazon Honeycode エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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https://console.aws.amazon.com/support/home?#/case/create


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM

サービスエンドポイント
Amazon Honeycode には、単一のエンドポイント honeycode.us-west-2.amazonaws.com (HTTPS) があり
ます。

Service Quotas
詳細については、「システムの制限」を参照してください。

AWS Identity and Access Management エンドポイン
トとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iam.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iam.amazonaws.com

iam-fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 iam.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iam.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

iam.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iam.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iam.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iam.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 iam.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 iam.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 iam.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 iam.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

iam.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

iam.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 iam.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

iam.us-gov.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iam.us-gov.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザーあたりのアクセスキー サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

IAM ユーザーに対して作成
できるアクセスキーの最大
数。

アカウントあたりのカスタマー管理ポリ
シー数

サポートされている
各リージョン: 1,500

はい このアカウントで作成でき
るカスタマー管理ポリシー
の最大数。

アカウントあたりのグループ数 サポートされている
各リージョン: 300

はい このアカウントで作成でき
る IAM グループの最大数。

ユーザーあたりの IAM グループ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

IAM ユーザーを追加できる 
IAM グループの最大数。

IAM SAML プロバイダーオブジェクトあた
りのアイデンティティプロバイダー

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

IAM SAML プロバイダーオ
ブジェクトに追加できる ID 
プロバイダー (IdP) の最大
数。

アカウントあたりのインスタンスプロファ
イル数

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントで作成でき
るインスタンスプロファイ
ルの最大数。

SAML プロバイダーあたりのキー数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

SAML プロバイダーに割り
当てることができるキーの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザーあたりの MFA デバイス サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

IAM ユーザーに対して設定
できる MFA デバイスの最大
数。

グループあたりの管理ポリシー サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

IAM グループにアタッチで
きる IAM 管理ポリシーの最
大数。

ロールあたりの管理ポリシー サポートされている
各リージョン: 10

はい IAM ロールにアタッチでき
る IAM 管理ポリシーの最大
数。

ユーザーあたりの管理ポリシー サポートされている
各リージョン: 10

はい IAM ユーザーにアタッチで
きる IAM 管理ポリシーの最
大数。

管理ポリシーの長さ サポートされている
各リージョン: 6,144

いい
え

IAM 管理ポリシーの最大文
字数。

アカウントあたりの OpenId 接続プロバイ
ダー

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

AWS アカウントあたりの 
OpenID コネクタの最大
数。

ロールの信頼ポリシーの長さ サポートされている
各リージョン: 2,048

はい IAM ロール信頼ポリシーの
最大文字数。

アカウントあたりのロール数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントで作成でき
る IAM ロールの最大数。

アカウントあたりの SAML プロバイダー サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

このアカウントで作成でき
る SAML プロバイダーの最
大数。

ユーザーあたりの SSH パブリックキー サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

IAM ユーザーに割り当てる
ことができる SSH パブリッ
クキーの最大数。

アカウントあたりのサーバー証明書数 サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントで保存でき
るサーバー証明書の最大
数。

ユーザーあたりの署名入り証明書 サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

IAM ユーザー用にアップ
ロードできる署名証明書の
最大数。

ロールあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

IAM ロールに割り当てるこ
とができるタグの最大数。

ユーザーあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

IAM ユーザーに割り当て
ることができるタグの最大
数。

アカウントあたりのユーザー数 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

AWS アカウントに対して作
成できる IAM ユーザーの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM Access Analyzer

名前 デフォルト 調整
可能

説明

管理ポリシーあたりのバージョン サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで既存の
バージョンを上書きせずに 
IAM 管理ポリシーに保存で
きるバージョンの最大数。

IAM クォータの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM と AWS STS クォータ」を参照してくださ
い。

IAM Access Analyzer エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 

ap-
southeast-3

access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM Access Analyzer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

(ジャカル
タ)

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM Access Analyzer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 時間あたりのアナライザーごとのプレ
ビューへのアクセス数

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 1 時間あたりのアナライ
ザーごとの最大アクセスプ
レビュー数。

信頼ゾーンであるアカウントのアナライ
ザー

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

AWS アカウントあたり、
リージョンあたりの信頼
ゾーンであるアカウントの
最大アナライザー数。

組織の信頼ゾーンを持つ最大アナライザー
数

サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたり、AWS ア
カウントあたりの、組織の
信頼ゾーンを持つ最大アナ
ライザー数。

アナライザーあたりのアーカイブルール サポートされている
各リージョン: 100

はい アナライザーあたりの最大
アーカイブルール数。

ポリシー世代ごとに処理される CloudTrail 
ログファイル

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

いい
え

ポリシー生成ごとに処理で
きる CloudTrail ログファイ
ルの最大数。

ポリシー生成の同時実行 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ポリシー生成の同時実行の
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM ロール Anywhere

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ポリシー生成 CloudTrail のデータサイズ サポートされてい
る各リージョン: 25 
GB

いい
え

ポリシー生成ごとの 
CloudTrail データの最大サ
イズ。

ポリシー生成 CloudTrail の時間範囲 サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

ポリシーの生成時に選択で
きる CloudTrail の最大時間
範囲 (日)。

1 日あたりのポリシー生成数 af-south-1: 5

ap-east-1: 5

ap-southeast-3: 5

eu-south-1: 5

me-south-1: 5

他のサポートされて
いる各リージョン: 
50

いい
え

1 日あたりのポリシー生成
の最大数。

AWS Identity and Access Management ロール 
Anywhere のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM ロール Anywhere

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM ロール Anywhere

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

リソース 説明 デフォルト値 調整可能

信頼アンカーリクエス
トの合計レート

ListTrustAnchors、CreateTrustAnchor、GetTrustAnchor、UpdateTrustAnchor、DeleteTrustAnchor、EnableTrustAnchor 
および 
DisableTrustAnchor リ
クエストの合計の 1 秒
あたりにおける最大ト
ランザクション数。

毎秒 1 回 はい

プロファイルリクエス
トの合計レート

ListProfiles、CreateProfile、GetProfile、UpdateProfile、DeleteProfile、EnableProfile 
および DisableProfile リ
クエストの合計の 1 秒
あたりにおける最大ト
ランザクション数。

毎秒 1 回 はい

件名リクエストの合計
レート

ListSubjects および 
GetSubject リクエスト
の合計の 1 秒あたりに
おける最大トランザク
ション数。

毎秒 1 回 はい

タグ付けリクエストの
合計レート

TagResource、UntagResource 
および 
ListTagsForResource リ
クエストの合計の 1 秒
あたりにおける最大ト
ランザクション数。

毎秒 1 回 はい

CRL リクエストの合計
レート

ListCrls、GetCrl、ImportCrl、UpdateCrl、DeleteCrl、EnableCrl 
および DisableCrl リク
エストの合計の 1 秒あ
たりにおける最大トラ
ンザクション数。

毎秒 1 回 はい

CreateSession リクエス
トのレート

CreateSession リクエス
トの 1 秒あたりの最大
トランザクション数。

1 秒あたり 10 はい

信頼アンカー アカウント内に作成で
きる信頼アンカーの最
大数。

50 はい
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リソース 説明 デフォルト値 調整可能

プロファイル アカウント内で作成で
きるプロファイルの最
大数。

250 はい

信頼アンカーあたりの 
CRL

アカウント内の信頼ア
ンカーごとに作成でき
る証明書失効リスト 
(CRL) の最大数。

2 いいえ

信頼アンカーごとの証
明書

アカウント内の信頼ア
ンカーごとに作成でき
る証明書の最大数。

2 いいえ

詳細については、「IAM Roles Anywhere User Guide」(IAM ロール Anywhere ユーザーガイド) の「IAM 
Roles Anywhere quotas」(IAM ロール Anywhere のクォータ) を参照してください。

AWS Systems Manager Incident Manager エンドポイ
ントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

Incident Manager インシデント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Incident Manager の連絡先

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハイオ) us-east-2 ssm-contacts.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 ssm-contacts.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (北カリフォル
ニア)

us-west-1 ssm-contacts.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 ssm-contacts.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 ssm-contacts.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 ssm-contacts.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 ssm-contacts.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 ssm-contacts.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 ssm-contacts.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 ssm-contacts.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 ssm-contacts.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 ssm-contacts.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロンドン) eu-west-2 ssm-contacts.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ssm-contacts.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 ssm-contacts.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サンパウロ) sa-east-1 ssm-contacts.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

Incident Manager インシデント

名前 デフォルト 調整
可能

説明

他のすべてのオペレーションのリクエスト/
秒

サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて送信で
きる他のすべてのオペレー
ションのリクエストの 1 秒
あたりの最大数。

CreateReplicationSet リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
CreateReplicationSet リク
エストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateResponsePlan リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
CreateResponsePlan リク
エストの最大数。

CreateTimelineEvent リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
CreateTimelineEvent リクエ
ストの最大数。

DeleteIncidentRecord リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DeleteIncidentRecord リク
エストの最大数。

DeleteReplicationSet リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DeleteReplicationSet リクエ
ストの最大数。

DeleteResourcePolicy リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DeleteResourcePolicy リク
エストの最大数。

DeleteResponsePlan リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DeleteResponsePlan リクエ
ストの最大数。

DeleteTimelineEvent リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DeleteTimelineEvent リクエ
ストの最大数。

GetTimelineEvent リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 15

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで送信
できる 1 秒あたりの 
GetTimelineEvent リクエス
トの最大数。

対応プランあたりのインシデント/月 サポートされている
各リージョン: 200

はい 対応プランあたりの月ごと
のインシデントの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListTimelineEvent リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 15

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
ListTimelineEvent リクエス
トの最大数。

PutResourcePolicy リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
PutResourcePolicy リクエ
ストの最大数。

レプリケーションセットあたりのリージョ
ン

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

このアカウントのレプリ
ケーションセットあたりの
リージョンの最大数。

インシデントあたりの関連項目 サポートされている
各リージョン: 50

はい インシデントあたりの関連
項目の最大数。

アカウントあたりのレプリケーションセッ
ト

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

このアカウントのレプリ
ケーションセットの最大
数。

StartIncident リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
StartIncident リクエストの
最大数。

TagResource リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
TagResource リクエストの
最大数。

インシデントあたりのタイムラインイベン
ト

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい インシデントあたりのタイ
ムラインイベントの最大
数。

UntagResource リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UntagResource リクエスト
の最大数。

UpdateDeleteProtection リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UpdateDeleteProtection リ
クエストの最大数。

UpdateIncidentRecord リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UpdateIncidentRecord リク
エストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateRelatedItems リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UpdateRelatedItems リクエ
ストの最大数。

UpdateReplicationSet リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UpdateReplicationSet リク
エストの最大数。

UpdateResponsePlan リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UpdateResponsePlan リク
エストの最大数。

UpdateTimelineEvent リクエスト/秒 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
UpdateTimelineEvent リク
エストの最大数。

Incident Manager の連絡先

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AcceptPage API スロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
AcceptPage リクエストの最
大数。

その他のすべてのオペレーションの API ス
ロットルクォータ

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて送信で
きる他のすべてのオペレー
ションのリクエストの 1 秒
あたりの最大数。

ステージあたりの問い合わせチャネル サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンにおけるプラン
ステージあたりの問い合わ
せチャネルの最大数。

アカウントあたりの連絡先 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントの現在の
リージョンにおける連絡先
の最大数。

ローテーションあたりの連絡先 サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

単一ローテーションにおけ
る連絡先の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeEngagement API スロットル
クォータ

サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DescribeEngagement リク
エストの最大数。

DescribePage API スロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
DescribePage リクエストの
最大数。

E メールエンゲージメントスロットル
クォータ

サポートされている
各リージョン: 0.05

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいてサービ
スから各連絡先に送信でき
る 1 秒あたりの E メールエ
ンゲージメントの最大数。

GetContact API スロットリングクォータ サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンにおい
て、このアカウントで送
信できる 1 秒あたりの 
GetContact リクエストの最
大数。

ListEngagements API スロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
ListEngagements リクエス
トの最大数。

ListPageReceipts API スロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
ListPageReceipts リクエス
トの最大数。

ListPagesByContact API スロットルクォー
タ

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
ListPagesByContact リクエ
ストの最大数。

ListPagesByEngagement API スロットル
クォータ

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
ListPagesByEngagement リ
クエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

変化しないローテーション関連の API ス
ロットリングクォータ

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンにおい
て、このアカウントで送信
できる 1 秒あたりの変化
しないローテーション関連
の API リクエストの最大
数。GetRotation、GetRotationOverride、ListPreviewRotationShifts、ListRotationOverrides、ListPreviewRotationShifts、ListRotationShiftsActivity 
の各コマンドに個別に適用
されます。

アカウントあたりのローテーション サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントの現在の
リージョンにおけるロー
テーションの最大数。

スケジュールあたりのローテーション サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

スケジュールにおけるロー
テーションの最大数。

SMS エンゲージメントスロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 0.05

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいてサービ
スから各連絡先に送信でき
る 1 秒あたりの SMS エン
ゲージメントの最大数。

プランあたりのステージ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンにおけるプラ
ンあたりのステージの最大
数。

StartEngagement API スロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
StartEngagement リクエス
トの最大数。

StopEngagement API スロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて送
信できる 1 秒あたりの 
StopEngagement リクエス
トの最大数。

音声エンゲージメントスロットルクォータ サポートされている
各リージョン: 0.01

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいてサービ
スから各連絡先に送信でき
る 1 秒あたりの音声エン
ゲージメントの最大数。

API スロットルクォータの単位は 1 秒あたりのリクエスト数です。

Amazon Inspector エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 inspector2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 inspector2.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 inspector2.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 inspector2.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 inspector2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 inspector2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

inspector2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

inspector2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 inspector2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 inspector2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 inspector2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 inspector2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 inspector2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

inspector2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 inspector2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サプレッションルールの数 サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

アカウントごとに許容され
るサプレッションルールの
最大数。

詳細については、Amazon Inspector ユーザーガイドの Amazon Inspector のクォータを参照してくださ
い。

Amazon Inspector Classic エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 inspector.us-east-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 inspector.us-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 inspector.us-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 inspector.us-west-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 inspector.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

inspector.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 inspector.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 inspector.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 inspector.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

評価ターゲット サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンごと、アカウン
トごとに任意の時点で保持
できる評価ターゲットの最
大数。

評価テンプレート サポートされている
各リージョン: 500

はい リージョンごと、アカウン
トごとに任意の時点で保持
できる評価テンプレートの
最大数。

評価の実行 サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

はい リージョンごとに作成でき
る、評価の実行の最大数。
評価の実行は、使用される
評価ターゲットに EC2 イン
スタンスの重複が含まれな
い限り、同時進行させるこ
とができます。

評価を実行中のインスタンス サポートされている
各リージョン: 500

はい リージョンごとのアカウン
トごとに実行中のすべての
評価に含めることができる 
EC2 インスタンスの最大
数。

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の 「Amazon Inspector Classic quotas」(Amazon 
Inspector Classic のクォータ) を参照してください。

AWS IoT 1-Click エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
AWS IoT 1-Click Projects API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 projects.iot1click.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 projects.iot1click.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 projects.iot1click.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

projects.iot1click.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

projects.iot1click.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 projects.iot1click.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 projects.iot1click.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

詳細については、AWS IoT 1-Click プロジェクト API リファレンスを参照してください。

AWS IoT 1-Click Devices API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 devices.iot1click.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

詳細については、AWS IoT 1-Click デバイス API リファレンスを参照してください。

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AssociateDeviceWithPlacement API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

AssociateDeviceWithPlacement 
API に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザクショ
ン (TPS) の最大数。

ClaimDevicesByClaimCode API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ClaimDevicesByClaimCode 
API に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザクショ
ン (TPS) の最大数。

CreatePlacement API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CreatePlacement API に対
して実行できる 1 秒あたり
のトランザクション (TPS) 
の最大数。

CreateProject API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CreateProject API に対して
実行できる 1 秒あたりのト

Version 1.0
485

https://docs.aws.amazon.com/iot-1-click/latest/projects-apireference/
https://docs.aws.amazon.com/iot-1-click/1.0/devices-apireference/what-is-iot.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT 1-Click

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ランザクション (TPS) の最
大数。

DeletePlacement API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DeletePlacement API に対
して実行できる 1 秒あたり
のトランザクション (TPS) 
の最大数。

DeleteProject API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DeleteProject API に対して
実行できる 1 秒あたりのト
ランザクション (TPS) の最
大数。

DescribeDevice API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DescribeDevice API に対し
て実行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) の
最大数。

DescribePlacement API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DescribePlacement API に
対して実行できる 1 秒あ
たりのトランザクション 
(TPS) の最大数。

DescribeProject API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DescribeProject API に対し
て実行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) の
最大数。

DisassociateDeviceFromPlacement API 
TPS

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

DisassociateDeviceFromPlacement 
API に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザクショ
ン (TPS) の最大数。

FinalizeDeviceClaim API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

FinalizeDeviceClaim API に
対して実行できる 1 秒あ
たりのトランザクション 
(TPS) の最大数。

GetDeviceMethods API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

GetDeviceMethods API に対
して実行できる 1 秒あたり
のトランザクション (TPS) 
の最大数。

GetDevicesInPlacement API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

GetDevicesInPlacement API 
に対して実行できる 1 秒
あたりのトランザクション 
(TPS) の最大数。

InitiateDeviceClaim API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

InitiateDeviceClaim API に
対して実行できる 1 秒あ
たりのトランザクション 
(TPS) の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

InvokeDeviceMethod API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

InvokeDeviceMethod API 
に対して実行できる 1 秒
あたりのトランザクション 
(TPS) の最大数。

ListDeviceEvents API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ListDeviceEvents API に対
して実行できる 1 秒あたり
のトランザクション (TPS) 
の最大数。

ListDevices API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ListDevices API に対して実
行できる 1 秒あたりのトラ
ンザクション (TPS) の最大
数。

ListPlacements API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ListPlacements API に対し
て実行できる 1 秒あたりの
トランザクションの最大数 
(TPS)。

ListProjects API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ListProjects API に対して実
行できる 1 秒あたりのトラ
ンザクション (TPS) の最大
数。

ListTagsForResource API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ListTagsForResource API 
に対して実行できる 1 秒
あたりのトランザクション 
(TPS) の最大数。

TagResource API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

TagResource API に対して
実行できる 1 秒あたりのト
ランザクション (TPS) の最
大数。

UnclaimDevice API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

UnclaimDevice API に対し
て実行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) の
最大数。

UntagResource API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

UntagResource API に対し
て実行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) の
最大数。

UpdateDeviceState API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

UpdateDeviceState API に
対して実行できる 1 秒あ
たりのトランザクション 
(TPS) の最大数。

UpdatePlacement API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

UpdatePlacement API に対
して実行できる 1 秒あたり
のトランザクション (TPS) 
の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateProject API TPS サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

UpdateProject API に対して
実行できる 1 秒あたりのト
ランザクション (TPS) の最
大数。

AWS IoT Analytics エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

パイプラインあたりのアクティビティ サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

パイプラインに含めること
ができるアクティビティの
最大数。

BatchPutMessage メッセージのバッチサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

BatchPutMessage API を使
用して各バッチで送信でき
るメッセージの最大数。

アカウントあたりのチャネル サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントで作成でき
るチャネルの最大数。

データセットが実行する同時コンテナ サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

同時に実行できるコンテナ
データセットの最大数。

データセットコンテンツの同時生成 サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

同時に生成できるデータ
セットコンテンツの最大
数。

SQL データセットあたりのトリガーされる
コンテナデータセット

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

単一の SQL データセットか
らトリガーできるコンテナ
データセットの最大数。

アカウントあたりのデータセット サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成でき
るデータセットの最大数。

アカウントあたりのデータストア サポートされている
各リージョン: 25

はい このアカウントで作成でき
るデータストアの最大数。

Parquet SchemaDefinition 列の深さ サポートされている
各リージョン: 100

はい データストア内の各列に対
して Parquet 形式を使用し
て定義できる最大深度。

データセットの最小更新間隔 サポートされている
各リージョン: 15

はい データセットの最小更新間
隔 (分)。

Parquet SchemaDefinition 列の数 サポートされている
各リージョン: 100

はい データストアに対して 
Parquet 形式を使用して定
義できる列の最大数。

StartPipelineReprocessing リクエストの数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい パイプラインを通じて
同じチャネルメッセージ
を再処理するために 24 
時間ごとに実行できる 
StartPipelineReprocessing 
API リクエストの最大数。

データストア内のパーティションの数 サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい データストアのパーティ
ションの最大数。

アカウントあたりのパイプライン サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成でき
るパイプラインの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

BatchPutMessage メッセージのレート サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい BatchPutMessage API を使
用して各チャネルで送信で
きる 1 秒あたりのメッセー
ジの最大数。

CreateDatasetContent リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

はい 各データセットで 1 秒
あたりに実行できる 
CreateDatasetContent API 
リクエストの最大数。

RunPipelineActivity リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

はい 1 秒あたりに実行できる 
RunPipelineActivity API リ
クエストの最大数。

SampleChannelData リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

はい 各チャネルで 1 秒
あたりに実行できる 
SampleChannelData API リ
クエストの最大数。

BatchPutMessage メッセージのサイズ サポートされている
各リージョン: 128 
KB

いい
え

BatchPutMessage API を使
用して送信できるメッセー
ジの最大サイズ。

詳細については、AWS IoT Analytics ユーザーガイドの「AWS IoT Analytics のクォータ」を参照してくだ
さい。

AWS IoT Core エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
次のセクションでは、AWS IoT Core のサービスエンドポイントについて説明します。

Note

これらのエンドポイントは、AWS IoT API リファレンスにあるオペレーションの実行に使用でき
ます。次のセクションで示すエンドポイントは、デバイスに MQTT パブリッシュ/サブスクライブ
インターフェイスと API オペレーションのサブセットを提供するデバイスエンドポイントとは異
なります。デバイスで使用されるデータ、認証情報アクセス、およびジョブ管理エンドポイント
の詳細については、「AWS IoT デバイスエンドポイント」を参照してください。
AWS IoT エンドポイントへの接続と使用の詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの
「AWS IoT へのデバイスの接続」を参照してください。

トピック
• AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイント (p. 491)
• AWS IoT Core – データプレーンエンドポイント (p. 492)
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• AWS IoT Device Management – ジョブデータエンドポイント (p. 494)
• AWS IoT Device Management - Secure Tunneling API エンドポイント (p. 496)
• AWS IoT FIPS エンドポイント (p. 497)

AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイント
次の表に、AWS IoT Core - コントロールプレーンオペレーション向けの AWS リージョン固有のエンドポ
イントを示します。AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイントでサポートされるオペレーショ
ンの詳細については、AWS IoT API リファレンスの「AWS IoT オペレーション」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Core – データプレーンエンドポイント

AWS IoT Core - データプレーンエンドポイントは、各 AWS アカウントと AWS リージョンに固有で
す。AWS アカウントと AWS リージョンの AWS IoT Core - データプレーンエンドポイントを検索するに
は、ここに記載されている describe-endpoint CLI コマンド、または DescribeEndpoint REST API を使
用します。

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

このコマンドは、データプレーン API エンドポイントを次の形式で返します。

account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

AWS IoT Core - データプレーンエンドポイントでサポートされるアクションの詳細については、AWS IoT 
API リファレンスの「AWS IoT データプレーンオペレーション」を参照してください。

次の表に、AWS IoT Core がサポートする各 AWS リージョンの AWS アカウント固有のエンドポイント
の一般的な表現を示します。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、アカウント固有のエンドポイントの
account-specific-prefix が一般的なエンドポイント表現に示されている data を置き換えます。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Device Management – ジョブデータエンドポイント
AWS IoT Device Management - ジョブデータエンドポイントは、各 AWS アカウントと AWS リー
ジョンに固有です。AWS アカウントと AWS リージョンの AWS IoT Device Management - ジョブデー
タエンドポイントを検索するには、ここに記載されている describe-endpoint CLI コマンド、または
DescribeEndpoint REST API を使用します。

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

このコマンドは、ジョブデータプレーン API エンドポイントを次の形式で返します。

account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

AWS IoT Device Management - ジョブデータエンドポイントでサポートされるアクションの詳細について
は、AWS IoT API リファレンスの「AWS IoT ジョブデータプレーンオペレーション」を参照してくださ
い。

次の表に、ジョブデータオペレーションのために AWS IoT Core がサポートする AWS リージョン固有
のエンドポイントを示します。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、エンドポイントを一般的に表した
prefix の代わりにアカウント固有のエンドポイントである account-specific-prefix を使用しま
す。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 prefix.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 prefix.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 prefix.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 prefix.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 prefix.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 prefix.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

prefix.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

prefix.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

prefix.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

prefix.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

prefix.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 prefix.jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

prefix.jobs.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

prefix.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 prefix.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 prefix.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 prefix.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 prefix.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

prefix.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

prefix.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 prefix.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

prefix.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management - Secure Tunneling API エンドポイント

次の表に、セキュアトンネリングオペレーションのために AWS IoT Core がサポートする AWS リージョ
ン固有のエンドポイントを示します。詳細については、AWS IoT API リファレンスの「AWS IoT Secure 
Tunneling オペレーション」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_Operations_AWS_IoT_Secure_Tunneling.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_Operations_AWS_IoT_Secure_Tunneling.html
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT FIPS エンドポイント
AWS IoTは、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2をサポートするエンドポイントを供給します。AWS リージョ
ンで AWS IoT の機能にアクセスするには、「サービス別の FIPS エンドポイント」から該当する FIPS 準
拠のエンドポイントを選択してください。AWS IoT で提供される FIPS エンドポイントの詳細について
は、「Connecting to AWS IoT FIPS endpoints」( FIPS エンドポイントへの接続) を参照してください。
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http://aws.amazon.com/compliance/fips/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/#FIPS_Endpoints_by_Service
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Service Quotas
内容

• AWS IoT Core ルールエンジンの制限とクォータ (p. 498)
• AWS IoT Core API スロットリングの制限 (p. 500)
• AWS IoT Core for LoRaWAN の制限とクォータ (p. 513)
• AWS IoT Core デバイスシャドウサービスの制限とクォータ (p. 525)
• AWS IoT Core フリートプロビジョニングの制限とクォータ (p. 527)
• AWS IoT Core メッセージブローカーとプロトコルの制限とクォータ (p. 528)
• AWS IoT Core 認証情報プロバイダーの制限とクォータ (p. 538)
• AWS IoT Core のセキュリティとアイデンティティの制限とクォータ (p. 539)
• MQTT ベースのファイル配信 (p. 542)
• AWS IoT Core Device Advisor の制限とクォータ (p. 543)

Note

AWS IoT Device Management の AWS IoT レジストリ、AWS IoT フリートインデックス作
成、AWS IoT ジョブ、AWS IoT Secure Tunneling、Fleet Hub for AWS IoT Device Management 
の機能の制限とクォータについては、AWS IoT Device Management のサービスクォー
タ (p. 564)を参照してください。AWS IoT Core デバイスの位置情報機能の制限とクォータにつ
いては、「AWS IoT Core デバイスの位置情報サービスのクォータ (p. 597)」を参照してくださ
い。

AWS IoT Core ルールエンジンの制限とクォータ

このセクションでは、AWS IoT Core ルールエンジンの制限とクォータについて説明します。

AWS IoT Core ルールエンジン

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Maximum number 
of actions per 
rule

ルールのアクショ
ンプロパティ内
のエントリの最大
数。

10 10 いいえ

Maximum number 
of rules per 
AWS account

単一の AWS アカ
ウント に定義で
きるルールの最大
数。

1,000 1,000 はい

Rule 
evaluations 
per second per 
AWS account

AWS アカウント 
ごとの 1 秒あたり
に評価できるルー
ルの最大数。この
クォータには、イ
ンバウンドの基本
的な取り込みメッ
セージから生じる

20000 2000 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51309716
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51309716
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51309716
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5E9B88DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5E9B88DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5E9B88DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5E9B88DA
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-basic-ingest.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-basic-ingest.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5E9B88DA
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

ルール評価が含ま
れます。

Rule size

ルールドキュメン
トの定義に含める
ことができる最大
サイズ。スペース
を含む UTF-8 エン
コード文字の数で
測定されます。

256 KB 256 KB いいえ

*一部の AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、中東 (UAE)、欧州 (パリ)、アジア
パシフィック (香港)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニ
ア)、カナダ (中部)、中国 (寧夏)

AWS IoT Core ルールエンジン HTTP アクションの制限とクォータ

AWS IoT Core HTTP アクション

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

HTTP Action: 
Maximum length of 
an endpoint URL

トピックルール HTTP 
アクションのエンドポ
イント URL の最大文字
数。

2 KB いいえ

HTTP Action: 
Maximum number of 
headers per action

HTTP アクションあた
りのヘッダーの最大
数。HTTP リクエスト
に含めるヘッダーの
リストを指定する場
合は、ヘッダーキー
とヘッダー値を含め
る必要があります。詳
細については、https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/https-
rule-action.html を参照
してください。

100 いいえ

HTTP Action: 
Maximum size of a 
header key

トピックルール HTTP 
アクションのヘッ
ダーキーの最大サイ
ズ。HTTP リクエスト
のヘッダーファイルに
は、このヘッダーキー
とヘッダー値が含まれ
ます。

256 バイト いいえ

トピックルール HTTPS 
アクションに対するト
ピックルール送信先

1,000 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4FB8C075
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E73822
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E73822
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E73822
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5C16DE50
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5C16DE50
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5C16DE50
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-927E0A91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-927E0A91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-927E0A91
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
HTTP Action: 
Maximum topic rule 
destinations per 
AWS account

の AWS アカウント あ
たりの最大数。ルール
エンジンが HTTPS エ
ンドポイントを使用
する前に、それらの 
HTTPS エンドポイン
トを確認して有効にす
る必要があります。詳
細については、https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/rule-
destination.html を参照
してください。

HTTP Action: 
Request timeout

トピックルール HTTP 
アクションのリクエス
トタイムアウト。AWS 
IoT ルールエンジンは、
リクエストを完了する
までの合計時間がタイ
ムアウトクォータを超
えるまで HTTPS アク
ションを再試行しま
す。

3000 ミリ秒 いいえ

リソース 値 調整可能

HTTP アクションに使用される 
TCP ポート

443、8443 いいえ

AWS IoT Core ルールエンジン Apache Kafka アクションの制限とクォータ

リソース 制限

ブートストラップサーバーポート 9000-9100

Kerberos KDC (Key Distribution Center) 88

AWS IoT Core ルールエンジン VPC アクションの制限とクォータ

リソース クォータ

VPC 送信先の最大数 各リージョンのアカウントごとに 5

AWS IoT Core API スロットリングの制限

この表は、AWS IoT Core API の各アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション (TPS) 
の最大数を示しています。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9709CF8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9709CF8
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AWS IoT Core API レート制限

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

AcceptCertificateTransfer 
API TPS

AcceptCertificateTransfer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

AttachPolicy 
API TPS

AttachPolicy API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

15 15 はい

AttachPrincipalPolicy 
API TPS

AttachPrincipalPolicy 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

CancelCertificateTransfer 
API TPS

CancelCertificateTransfer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ClearDefaultAuthorizer 
API TPS

ClearDefaultAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

CreateAuthorizer 
API TPS

CreateAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

CreateCertificateFromCsr 
API TPS

CreateCertificateFromCsr 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

CreateDomainConfiguration 
API TPS

CreateDomainConfiguration 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ

1 1 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-136C6B71
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-136C6B71
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-136C6B71
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CA7D4E3E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CA7D4E3E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CA7D4E3E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-81689EEF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-81689EEF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-81689EEF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-14E3C32E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-14E3C32E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-14E3C32E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5BDDC7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5BDDC7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5BDDC7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-866D6FAF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-866D6FAF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-01BCDDCA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-01BCDDCA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-01BCDDCA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9410BF75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9410BF75
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

ン (TPS) の最大
数。

CreateKeysAndCertificate 
API TPS

CreateKeysAndCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

CreatePolicy 
API TPS

CreatePolicy API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

CreatePolicyVersion 
API TPS

CreatePolicyVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

CreateProvisioningClaim 
API TPS

CreateProvisioningClaim 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

CreateProvisioningTemplate 
API TPS

CreateProvisioningTemplate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

CreateProvisioningTemplateVersion 
API TPS

CreateProvisioningTemplateVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

CreateRoleAlias 
API TPS

CreateRoleAlias 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-40B55430
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-40B55430
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-40B55430
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1B2EEF52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1B2EEF52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1B2EEF52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD4A365E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD4A365E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD4A365E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-33A2AE15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-33A2AE15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-33A2AE15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DF9E6AC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DF9E6AC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7C43D13A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7C43D13A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E892E94A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E892E94A
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

CreateTopicRule 
API TPS

CreateTopicRule 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

CreateTopicRuleDestination 
API TPS

CreateTopicRuleDestination 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

DeleteAuthorizer 
API TPS

DeleteAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

DeleteCACertificate 
API TPS

DeleteCACertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DeleteCertificate 
API TPS

DeleteCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DeleteDomainConfiguration 
API TPS

DeleteDomainConfiguration 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

DeletePolicy 
API TPS

DeletePolicy API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

DeletePolicyVersion 
API TPS

DeletePolicyVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E817179B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E817179B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BBB14FFD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BBB14FFD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E97F34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E97F34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-944099F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-944099F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-944099F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EEB8F0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EEB8F0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EEB8F0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FBA96CAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FBA96CAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-58129C66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-58129C66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-58129C66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2990EF9F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2990EF9F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2990EF9F


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

DeleteProvisioningTemplate 
API TPS

DeleteProvisioningTemplate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DeleteProvisioningTemplateVersion 
API TPS

DeleteProvisioningTemplateVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

DeleteRegistrationCode 
API TPS

DeleteRegistrationCode 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DeleteRoleAlias 
API TPS

DeleteRoleAlias 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

DeleteTopicRule 
API TPS

DeleteTopicRule 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

20 5 いいえ

DeleteTopicRuleDestination 
API TPS

DeleteTopicRuleDestination 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

DeleteV2LoggingLevel 
API TPS

DeleteV2LoggingLevel 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-066C37B5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-066C37B5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-066C37B5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-307251B7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-307251B7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D5D09DC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D5D09DC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D5D09DC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-22E81A4A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-22E81A4A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B8E3A42A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B8E3A42A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-16C54232
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-16C54232
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2BF8F5C1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2BF8F5C1


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

DescribeAuthorizer 
API TPS

DescribeAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeCACertificate 
API TPS

DescribeCACertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeCertificate 
API TPS

DescribeCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeCertificateTag 
API TPS

DescribeCertificateTag 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeDefaultAuthorizer 
API TPS

DescribeDefaultAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeDomainConfiguration 
API TPS

DescribeDomainConfiguration 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeEndpoint 
API TPS

DescribeEndpoint 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-19FEFCAA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-19FEFCAA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-19FEFCAA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E72BB356
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E72BB356
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E72BB356
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC864907
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC864907
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC864907
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E496DB6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E496DB6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E496DB6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A34ABBD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A34ABBD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A34ABBD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7027E8DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7027E8DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7027E8DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F30831DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F30831DF


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

DescribeProvisioningTemplate 
API TPS

DescribeProvisioningTemplate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeProvisioningTemplateVersion 
API TPS

DescribeProvisioningTemplateVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DescribeRoleAlias 
API TPS

DescribeRoleAlias 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

DetachPolicy 
API TPS

DetachPolicy API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

15 15 はい

DetachPrincipalPolicy 
API TPS

DetachPrincipalPolicy 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

DisableTopicRule 
API TPS

DisableTopicRule 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

EnableTopicRule 
API TPS

EnableTopicRule 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

GetEffectivePolicies 
API TPS

GetEffectivePolicies 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-261C415C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-261C415C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-261C415C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-35130141
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-35130141
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-35130141
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-82706932
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-82706932
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-82706932
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EC88D510
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EC88D510
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EC88D510
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A20A8794
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A20A8794
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A20A8794
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0D3E2C36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0D3E2C36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-24EAC95F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-24EAC95F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CE45290D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CE45290D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CE45290D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

GetLoggingOptions 
API TPS

GetLoggingOptions 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ

GetPolicy API 
TPS

GetPolicy API に対
して実行できる 1 
秒あたりのトラン
ザクション (TPS) 
の最大数。

10 10 はい

GetPolicyVersion 
API TPS

GetPolicyVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

GetRegistrationCode 
API TPS

GetRegistrationCode 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

GetRetainedMessage 
API TPS

GetRetainedMessage 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ンの最大数。

500 50 はい

GetTopicRule 
API TPS

GetTopicRule API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

200 20 いいえ

GetTopicRuleDestination 
API TPS

GetTopicRuleDestination 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

50 5 いいえ

GetV2LoggingOptions 
API TPS

GetV2LoggingOptions 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ

Version 1.0
507

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-407F7533
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-407F7533
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5CE9072D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5CE9072D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5CE9072D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FE17093
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FE17093
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FE17093
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83705EE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83705EE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83705EE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1243AB32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1243AB32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1243AB32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EF53B0E4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EF53B0E4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E99F934A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E99F934A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3084D098
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3084D098


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

ListAttachedPolicies 
API TPS

ListAttachedPolicies 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

ListAuthorizers 
API TPS

ListAuthorizers API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

ListCACertificates 
API TPS

ListCACertificates 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListCertificates 
API TPS

ListCertificates API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

ListCertificatesByCA 
API TPS

ListCertificatesByCA 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListDomainConfigurations 
API TPS

ListDomainConfigurations 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListOutgoingCertificates 
API TPS

ListOutgoingCertificates 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListPolicies 
API TPS

ListPolicies API に
対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

ListPolicyPrincipals 
API TPS

ListPolicyPrincipals 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListPolicyVersions 
API TPS

ListPolicyVersions 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListPrincipalPolicies 
API TPS

ListPrincipalPolicies 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

ListProvisioningTemplateVersions 
API TPS

ListProvisioningTemplateVersions 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListProvisioningTemplates 
API TPS

ListProvisioningTemplates 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListRetainedMessages 
API TPS

ListRetainedMessages 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ンの最大数。

10 10 はい

ListRoleAliases 
API TPS

ListRoleAliases 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListTargetsForPolicy 
API TPS

ListTargetsForPolicy 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

ListTopicRuleDestinations 
API TPS

ListTopicRuleDestinations 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

1 1 いいえ

ListTopicRules 
API TPS

ListTopicRules API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

1 1 いいえ

ListV2LoggingLevels 
API TPS

ListV2LoggingLevels 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ

Maximum number 
of resource-
specific 
logging 
configurations 
per AWS 
account

単一 AWS アカウ
ント で定義される
リソース固有のロ
グ作成設定の最大
数。

1,000 1,000 いいえ

RegisterCACertificate 
API TPS

RegisterCACertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

RegisterCertificate 
API TPS

RegisterCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

RegisterCertificateWithoutCA 
API TPS

RegisterCertificateWithoutCA 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFF04779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFF04779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-860C3E36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-860C3E36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D74B77D3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D74B77D3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

RejectCertificateTransfer 
API TPS

RejectCertificateTransfer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ReplaceTopicRule 
API TPS

ReplaceTopicRule 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

SetDefaultAuthorizer 
API TPS

SetDefaultAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

SetDefaultPolicyVersion 
API TPS

SetDefaultPolicyVersion 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

SetLoggingOptions 
API TPS

SetLoggingOptions 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ

SetV2LoggingLevel 
API TPS

SetV2LoggingLevel 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ

SetV2LoggingOptions 
API TPS

SetV2LoggingOptions 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

2 2 いいえ

Version 1.0
511

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D12550DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D12550DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-79328B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-79328B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BF6AC917
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BF6AC917
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-137EE1A7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-137EE1A7


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

TestAuthorization 
API TPS

TestAuthorization 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

TestInvokeAuthorizer 
API TPS

TestInvokeAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 いいえ

TransferCertificate 
API TPS

TransferCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateAuthorizer 
API TPS

UpdateAuthorizer 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateCACertificate 
API TPS

UpdateCACertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateCertificate 
API TPS

UpdateCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateCertificateMode 
API TPS

UpdateCertificateMode 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-31D9CC26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-31D9CC26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-39DBF618
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-39DBF618
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

UpdateCertificateTag 
API TPS

UpdateCertificateTag 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateDomainConfiguration 
API TPS

UpdateDomainConfiguration 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateProvisioningTemplate 
API TPS

UpdateProvisioningTemplate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateRoleAlias 
API TPS

UpdateRoleAlias 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateTopicRuleDestination 
API TPS

UpdateTopicRuleDestination 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 いいえ

*一部の AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、中東 (UAE)、欧州 (パリ)、アジア
パシフィック (香港)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニ
ア)、カナダ (中部)、中国 (寧夏)

AWS IoT Core for LoRaWAN の制限とクォータ
デバイスデータクォータ

以下のサービスクォータは、LoRaWAN デバイス、ゲートウェイ、および AWS IoT Core for LoRaWAN 間
で転送される AWS IoT Core for LoRaWAN デバイスデータに適用されます。

AWS IoT Wireless デバイス API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

AssociateWirelessDeviceWithThing 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD9799A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD9799A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

CreateNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

CreateWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

DeleteNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

DeleteWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

DisassociateWirelessDeviceFromThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

GetEventConfigurationByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessDevice

GetWirelessDevice の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

GetWirelessDeviceStatistics 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListEventConfigurations

ListEventConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

ListNetworkAnalyzerConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListWirelessDevices

ListWirelessDevices の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

SendDataToWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CCEFD4AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CCEFD4AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
TestWirelessDevice

TestWirelessDevice の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

UpdateEventConfigurationByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

UpdateWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

AWS IoT Core for LoRaWAN API スロットリング

次の表は、AWS IoT Wireless API の各アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクショ
ン (TPS) の最大数を示しています。これには、AWS IoT Core for LoRaWAN and Amazon Sidewalk 
Integration が含まれます。

AWS IoT Wireless ゲートウェイ API スロットリング

次の表には、LoRaWAN ゲートウェイで使用される API の最大 TPS を示しています。ゲートウェイ
は、LoRaWAN デバイスと AWS IoT Core for LoRaWAN 間でメッセージをルーティングします。

AWS IoT Wireless ゲートウェイ API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

AssociateWirelessGatewayWithCertificate 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithThing

AssociateWirelessGatewayWithThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateWirelessGateway

CreateWirelessGateway 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTask

CreateWirelessGatewayTask 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

CreateWirelessGatewayTaskDefinition 
の TPS 制限

10 いいえ

DeleteWirelessGateway 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://docs.aws.amazon.com/iot-wireless/2020-11-22/apireference/Welcome.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4915A563
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4915A563
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
DeleteWirelessGateway

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTask

DeleteWirelessGatewayTask 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

DeleteWirelessGatewayTaskDefinition 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

DisassociateWirelessGatewayFromCertificate 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

DisassociateWirelessGatewayFromThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessGateway

GetWirelessGateway の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessGatewayCertificate

GetWirelessGatewayCertificate 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

GetWirelessGatewayFirmwareInformation 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayStatistics

GetWirelessGatewayStatistics 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTask

GetWirelessGatewayTask 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

GetWirelessGatewayTaskDefinition 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

ListWirelessGatewayTaskDefinitions 
の TPS 制限

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-907EFF6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-907EFF6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
ListWirelessGateways

ListWirelessGateways 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateWirelessGateway

UpdateWirelessGateway 
の TPS 制限

10 はい

LoRaWAN デバイス API スロットリング

この表には、LoRaWAN デバイスで使用される API の最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless デバイス API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

AssociateWirelessDeviceWithThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

CreateNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

CreateWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

DeleteNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

DeleteWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

DisassociateWirelessDeviceFromThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

GetEventConfigurationByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessDevice

GetWirelessDevice の 
TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

GetWirelessDeviceStatistics 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListEventConfigurations

ListEventConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

ListNetworkAnalyzerConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListWirelessDevices

ListWirelessDevices の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

SendDataToWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
TestWirelessDevice

TestWirelessDevice の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

UpdateEventConfigurationByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

UpdateWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

デバイスプロファイルと送信先 API スロットリング

この表では、他の AWS のサービスにメッセージをルーティングできるデバイスプロファイル、サービス
のプロファイル、および送信先を示しています。

AWS IoT Wireless デバイスプロファイルと送信先 API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
CreateDestination

CreateDestination の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateDeviceProfile

CreateDeviceProfile の 
TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CCEFD4AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CCEFD4AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
CreateServiceProfile

CreateServiceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteDestination

DeleteDestination の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteDeviceProfile

DeleteDeviceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteServiceProfile

DeleteServiceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetDestination

GetDestination の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
GetDeviceProfile

GetDeviceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetServiceProfile

GetServiceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListDestinations

ListDestinations の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
ListDeviceProfiles

ListDeviceProfiles の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListServiceProfiles

ListServiceProfiles の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateDestination

UpdateDestination の 
TPS 制限

10 はい

Sidewalk とログ記録 API スロットリング
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

この表は、Amazon Sidewark API およびリソースタイプに基づいてログレベル用に使用される API の最大 
TPS を示しています。

AWS IoT Wireless Sidewalk とログ記録 API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

AssociateAwsAccountWithPartnerAccount 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteWirelessDeviceImportTask

DeleteWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeregisterWirelessDevice

DeregisterWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetLogLevelsByResourceTypes

GetLogLevelsByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetPartnerAccount

GetPartnerAccount の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetResourceLogLevel

GetResourceLogLevel 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessDeviceImportTask

GetWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

ListDevicesForWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListPartnerAccounts

ListPartnerAccounts の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListWirelessDeviceImportTasks

ListWirelessDeviceImportTasks 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
PutResourceLogLevel

PutResourceLogLevel 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
ResetAllResourceLogLevels

ResetAllResourceLogLevels 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ResetResourceLogLevel

ResetResourceLogLevel 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

StartSingleWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartWirelessDeviceImportTask

StartWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

UpdateLogLevelsByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdatePartnerAccount

UpdatePartnerAccount 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateWirelessDeviceImportTask

UpdateWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

タグ付けと GetServiceEndpoint API スロットリング

この表では、GetServiceEndpoint API およびリソースのタグ付けに使用される API の最大 TPS を示
しています。

AWS IoT Wireless タグ付けと GetServiceEndpoint API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
GetServiceEndpoint

GetServiceEndpoint の 
TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListTagsForResource

ListTagsForResource の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
TagResource

TagResource の TPS 制
限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
UntagResource

UntagResource の TPS 
制限

10 はい

AWS IoT Wireless API の追加の制限

AWS IoT Wireless の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

AssociateMulticastGroupWithFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CancelMulticastGroupSession

CancelMulticastGroupSession 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateFuotaTask

CreateFuotaTask の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateMulticastGroup

CreateMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteFuotaTask

DeleteFuotaTask の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteMulticastGroup

DeleteMulticastGroup の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteQueuedMessages

DeleteQueuedMessages 
の TPS 制限

10 はい

DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount 
の TPS 制限

10 はい

Version 1.0
522

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

TPS limit for 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetFuotaTask

GetFuotaTask の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
GetMulticastGroup

GetMulticastGroup の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetMulticastGroupSession

GetMulticastGroupSession 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

GetNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetPosition

GetPosition の TPS 制限 10 はい

TPS limit for 
GetPositionConfiguration

GetPositionConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetPositionEstimate

GetPositionEstimate の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetResourceEventConfiguration

GetResourceEventConfiguration 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
GetResourcePosition

GetResourcePosition の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListFuotaTasks

ListFuotaTasks の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
ListMulticastGroups

ListMulticastGroups の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

ListMulticastGroupsByFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListPositionConfigurations

ListPositionConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListQueuedMessages

ListQueuedMessages の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
PutPositionConfiguration

PutPositionConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
SendDataToMulticastGroup

SendDataToMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartFuotaTask

StartFuotaTask の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
StartMulticastGroupSession

StartMulticastGroupSession 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
StartNetworkAnalyzerStream

StartNetworkAnalyzerStream 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateFuotaTask

UpdateFuotaTask の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateMulticastGroup

UpdateMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

UpdateNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdatePosition

UpdatePosition の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateResourceEventConfiguration

UpdateResourceEventConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateResourcePosition

UpdateResourcePosition 
の TPS 制限

10 はい

AWS IoT Core デバイスシャドウサービスの制限とクォータ

AWS IoT Core デバイスシャドウアクション

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Device Shadow 
API requests/
second per 
account

アカウントごとの 
1 秒あたりのデバ
イスシャドウ API 
リクエストの数。
この値はリージョ
ンに応じて調整可
能で、アカウント
ごとのクォータの
対象になります。

4000 400 はい

Maximum depth 
of JSON 

JSON デバイス状
態ドキュメント
の desired または 
reported セクショ

5 5 いいえ

Version 1.0
525

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

device state 
documents

ンのレベルの最大
数は、5 です。

Maximum number 
of in-flight, 
unacknowledged 
messages per 
thing

Device Shadow 
サービスは、1 つ
の接続でモノあた
り最大 10 個の未
確認の配信中メッ
セージをサポー
トします。この
クォータに達する
と、配信中の要求
の数が制限を下回
るまで、すべての
新しいシャドウ要
求が 429 エラー
コードで拒否され
ます。

10 10 いいえ

Maximum shadow 
name size

モノのシャドウ
名の最大サイズ 
(UTF-8 エンコー
ド文字で 64 バイ
ト)。

64 バイト 64 バイト いいえ

Maximum size 
of a JSON 
state document

個々のシャドウド
キュメントのサ
イズは 8 KB 以下
である必要があり
ます。メタデー
タは、のサービ
スクォータまたは
料金に関連するド
キュメントサイズ
に影響を与えませ
ん。

8 KB 8 KB はい

Maximum thing 
name size

モノの名前の最大
サイズ (UTF-8 エ
ンコード文字で 
128 バイト)。

128 バイト 128 バイト いいえ

Requests per 
second per 
thing

Device Shadow 
サービスは、1 秒
あたり、モノあた
り最大 20 のリク
エストをサポート
しています。この
クォータは API 単
位ではなく、モノ
単位です。

20 20 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-724130CC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-724130CC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
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*一部の AWS リージョン: 欧州 (パリ)、欧州 (ストックホルム)、アジアパシフィック (香港)、南米 (サンパ
ウロ)、カナダ (中部)、中東 (バーレーン)、中東 (UAE)、中国 (寧夏)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)

デバイスシャドウの JSON 状態ドキュメントの desired および reported セクションのレベルは、次の
ようにカウントされます (desired オブジェクトの場合)。

"desired": { 
    "one": { 
        "two": { 
            "three": { 
                "four": { 
                    "five":{ 
                    } 
                 } 
             } 
        } 
    }
}

Note

AWS IoT Core は、作成元アカウントの削除後、またはお客様の要請に基づいてデバイスシャド
ウドキュメントを削除します。運用上の目的のため、AWS IoT サービスのバックアップは 6 か月
間保持されます。

AWS IoT Core フリートプロビジョニングの制限とクォータ

AWS アカウントあたりの一部のフリートプロビジョニング API のスロットリング制限を次に示します。

AWS IoT Core フリートプロビジョニングの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Fleet Provisioning 
CreateCertificateFromCsr 
MQTT API TPS

フリートプロビ
ジョニングの 
CreateCertificateFromCsr 
MQTT API に対して実
行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) 
の最大数。

100 はい

Fleet Provisioning 
CreateKeysAndCertificate 
MQTT API TPS

フリートプロビ
ジョニングの 
CreateKeysAndCertificate 
MQTT API に対して実
行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) 
の最大数。

10 はい

Fleet Provisioning 
RegisterThing MQTT 
API TPS

フリートプロビジョニ
ングの RegisterThing 
MQTT API に対して実
行できる 1 秒あたりの
トランザクション (TPS) 
の最大数。

10 はい

フリートプロビジョニングには以下の制限もあります。これらは変更できません。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
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リソース 説明 制限

フリートプロビジョニ
ングテンプレートあた
りのバージョン

フリートプロビジョニ
ングテンプレートの
バージョンの最大数。
各テンプレートバー
ジョンには、フリート
プロビジョニングを使
用して AWS IoT に接
続するデバイスのバー
ジョン ID と作成日が含
まれています。

5

お客様あたりのフリー
トプロビジョニングテ
ンプレート

お客様あたりのフリー
トプロビジョニングテ
ンプレートの最大数。
フリートプロビジョニ
ングテンプレートを使
用して、デバイスが 
AWS IoT に安全に接続
するための証明書とプ
ライベートキーを生成
します。

256

フリートプロビジョニ
ングテンプレートのサ
イズ

フリートプロビジョニ
ングテンプレートの最
大サイズ (KB)。フリー
トプロビジョニングテ
ンプレートを使用する
と、デバイスが AWS 
IoT に安全に接続する
ための証明書とプライ
ベートキーを生成でき
ます。

10 KB

AWS IoT Core メッセージブローカーとプロトコルの制限とクォータ
Note

下の表に記されている制限は、AWS リージョン あたりのものです。

AWS IoT Core メッセージブローカーの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Client ID size

クライアント ID 
のサイズ (UTF-8 
エンコード文字の 
128 バイト)。

128 バイト 128 バイト いいえ

Connect 
requests per 

アカウントごと
の 1 秒あたりの 
MQTT CONNECT 
リクエストの最大
数。

500 100 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E2D9C89C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

second per 
account

Connect 
requests per 
second per 
client ID

AWS IoT Core で
は、accountId と 
clientId が同一の 
MQTT CONNECT 
リクエストは、1 
秒あたり 1 MQTT 
CONNECT オペ
レーションに制限
されます。

1 1 いいえ

Connection 
inactivity 
(keep-alive 
interval)

デフォルトのキー
プアライブ間隔
は 1,200 秒です。
これは、クライア
ントがキープアラ
イブ間隔に 0 を
リクエストした
場合に使用されま
す。クライアント
が 1,200 秒を超え
る間隔をリクエス
トした場合も、デ
フォルトの間隔が
使用されます。ク
ライアントが 30 
秒未満で 0 より
大きいキープアラ
イブ間隔をリクエ
ストすると、サー
バーはクライアン
トが 30 秒のキー
プアライブ間隔を
リクエストしたも
のとして処理しま
す。

1200 秒 1200 秒 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Inbound 
publish 
requests per 
second per 
account

インバウンド発行
リクエストのカウ
ントには、クライ
アントまたはルー
ルエンジンにルー
ティングする前に 
IoT Core が処理
するすべてのメッ
セージが含まれま
す。例えば、予約
済みトピックで 1 
つのメッセージを
発行すると、シャ
ドウ更新、シャド
ウドキュメント、
およびシャドウデ
ルタに対して 3 つ
の追加メッセージ
が発行される可能
性があるため、4 
つのリクエストと
してカウントされ
ます。一方、a/b 
のような予約され
ていないトピック
では、1 つのリク
エストとしてカウ
ントされます。

20000 2000 はい

MQTT payload 
size

すべてのパブリッ
シュリクエスト
のペイロードは 
128 KB を超える
ことができませ
ん。AWS IoT Core 
は、このサイズよ
り大きい発行リク
エストや接続リク
エストを拒否しま
す。

128 KB 128 KB いいえ

Maximum MQTT5 
Content Type 
size

MQTT5 コンテン
トタイプの最大サ
イズ (UTF-8 スト
リング)。

256 バイト 256 バイト いいえ

Maximum MQTT5 
Correlation 
Data size

MQTT5 コリレー
ションデータの最
大サイズ。

8 KB 8 KB いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-13573643
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-13573643
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-037A5A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-037A5A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-037A5A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E9783FF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E9783FF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E9783FF
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Maximum MQTT5 
Topic Alias 
value

クライアントが許
可された接続ご
とに指定できる 
MQTT 5 トピック
エイリアストピッ
クの最大値。クラ
イアントがトピッ
クエイリアスト
ピックを最大値よ
り大きくして公開
しようとすると、
クライアントとの
接続が切断されま
す。

8 8 はい

Maximum MQTT5 
packet size

MQTT5 パケット
の最大サイズ (可
変ヘッダーとペイ
ロード)

146 KB 146 KB いいえ

Maximum 
Message Expiry 
Interval

メッセージの最大 
MQTT5 有効期間 
(秒単位)。

604800 秒 604800 秒 いいえ

Maximum User 
Properties 
total size

MQTT5 ユーザー
プロパティのキー
と値のパケットあ
たりの最大合計サ
イズ (KB 単位)。

8 KB 8 KB いいえ

Maximum 
concurrent 
client 
connections 
per account

アカウントあたり
に許可される同時
接続の最大数

500000 100000 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-78413E12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-78413E12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD70FE3A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD70FE3A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD70FE3A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7201B389
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7201B389
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7201B389
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75CAB723
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75CAB723
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75CAB723
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75CAB723
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75CAB723
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75CAB723
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Maximum 
inbound 
unacknowledged 
QoS 1 publish 
requests

AWS IoT Core で
は、クライアン
トあたりの未確認
インバウンドパブ
リッシュリクエス
トの数が制限され
ます。このクォー
タに達すると、
サーバーによって 
PUBACK メッセー
ジが返されるま
で、このクライア
ントからの新しい
パブリッシュリク
エストは承認され
ません。

100 100 いいえ

Maximum number 
of retained 
messages per 
account

アカウントあたり
の保存される保持
メッセージの数。
この制限に達す
ると、このアカウ
ントの新しい保持
メッセージは保存
されず、ペイロー
ドが 0 バイトを
超えるすべての保
持されたパブリッ
シュがスロットリ
ングされます。

5000 500 はい

Maximum number 
of slashes 
in topic and 
topic filter

パブリッシュリク
エストまたはサブ
スクライブリクエ
ストのトピックの
フォワードスラッ
シュ (/) は 7 つま
でです。基本的な
取り込みのトピッ
クにおいて必須セ
グメントの最初の 
3 つのスラッシュ
はこれに含まれま
せん ($AWS/rules/
rule-name/)。

7 7 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8736D8E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8736D8E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8736D8E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8736D8E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8736D8E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AD5A8D4F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AD5A8D4F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AD5A8D4F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AD5A8D4F
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Maximum 
outbound 
unacknowledged 
QoS 1 publish 
requests

AWS IoT Core で
は、クライアン
トあたりの未確
認アウトバウン
ドパブリッシュリ
クエストの数が制
限されます。この
クォータに達する
と、クライアント
でパブリッシュリ
クエストを確認す
るまで、新しいパ
ブリッシュリクエ
ストはクライアン
トに送信されませ
ん。

100 100 いいえ

Maximum retry 
interval for 
delivering QoS 
1 messages

AWS IoT Core で
は、クライアン
トに未確認のクオ
リティオブサー
ビス 1 (QoS 1) の
パブリッシュリ
クエストの再配信
を MQTT 3 のサ
ブスクライバーで
あれば最大 1 時
間、MQTT 5 のサ
ブスクライバーで
あれば最大 5 分
間試行し、その後
パブリッシュリク
エストを中断しま
す。

300 秒 300 秒 いいえ

Maximum 
subscriptions 
per subscribe 
request

1 つの 
SUBSCRIBE リク
エストは、8 つの
サブスクリプショ
ンがクォータにな
ります。

8 8 いいえ

Minimum MQTT5 
maximum packet 
size

MQTT5 の最大パ
ケットサイズと
してクライアント
が指定できる最小
値。値が小さいク
ライアントは接続
できません。

512 バイト 512 バイト いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DD80F19
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DD80F19
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DD80F19
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DD80F19
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DD80F19
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64BE4C6D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64BE4C6D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64BE4C6D
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Outbound 
publish 
requests per 
second per 
account

アウトバウンド発
行リクエストの
カウントには、ク
ライアントのサブ
スクリプションに
一致するすべての
メッセージが含ま
れます。例えば、2 
つのクライアント
がトピックフィル
ター a/b にサブス
クライブしている
とします。トピッ
ク a/b に対する 1 
つのインバウンド
発行リクエストに
よって、合計 2 つ
のアウトバウンド
発行リクエストが
発生します。

20000 2000 はい

Persistent 
session expiry 
period

メッセージブロー
カーが MQTT 永
続的セッション
を保存する期間。
有効期間は、メッ
セージブローカー
がセッションを検
出し、切断された
ときに開始され
ます。有効期間が
経過すると、メッ
セージブローカー
はセッションを
終了し、関連付け
られたキューメッ
セージを破棄しま
す。1 時間から 7 
日までで値を調整
できます。

3600 秒 3600 秒 はい
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Publish 
requests per 
second per 
connection

AWS IoT Core で
は、各クライアン
ト接続は、1 秒あ
たりのインバウン
ド発行リクエスト
数およびアウトバ
ウンド発行リクエ
スト数の最大数に
制限されます。こ
の制限には、オフ
ラインの永続セッ
ションに送信さ
れるメッセージが
含まれます。この
クォータを超える
発行リクエストは
破棄されます。

100 100 いいえ

Queued 
messages per 
second per 
account

AWS IoT Core は
アカウントを、1 
秒あたりにキュー
登録されるメッ
セージのアカウン
トごとの最大数に
制限します。この
制限は、AWS IoT 
Core がオフライン
永続セッションに
送信するメッセー
ジをストアする
場合に適用されま
す。

500 500 はい

Retained 
message 
inbound 
publish 
requests per 
second per 
account

RETAIN フラグが
設定された MQTT 
メッセージのイン
バウンド発行リク
エストを AWS IoT 
Core で受け入れる
ことができる最大
レート。このレー
トには、HTTP と 
MQTT のどちらの
プロトコルで呼び
出されたかに関係
なく、すべてのイ
ンバウンド発行リ
クエストが含まれ
ます。

500 50 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BAFC6221
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BAFC6221
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BAFC6221
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BAFC6221


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Retained 
message 
inbound 
publish 
requests per 
second per 
topic

1 秒間に同じト
ピックに対して行
われた RETAIN フ
ラグが設定された 
MQTT/HTTP 発行
リクエスト。

1 1 いいえ

Shared 
Subscription 
groups per 
account

アカウントあたり
の共有サブスクリ
プショングループ
の最大数。

100 100 いいえ

Shared 
Subscriptions 
per group

共有サブスクリプ
ショングループ
内のサブスクリプ
ションの最大数。

100 100 いいえ

Subscribe and 
unsubscribe 
requests per 
second per 
group

共有サブスクリプ
ショングループで 
AWS IoT Core が 1 
秒ごとに受け入れ
ることのできるサ
ブスクライブおよ
びサブスクライブ
解除リクエストの
最大数。

100 100 いいえ

Subscriptions 
per account

AWS IoT Core で
は、アカウント
は、すべてのアク
ティブな接続のサ
ブスクリプション
の最大数に制限さ
れます。

500000 100000 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-771FD74A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-771FD74A
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EB813241
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-757705D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-757705D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-757705D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-757705D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-757705D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52CBB99B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52CBB99B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52CBB99B


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Subscriptions 
per connection

AWS IoT Core 
は、接続あたり 
50 のサブスクリ
プションをサポー
トします。同じ
接続に対して、
この数を超える
サブスクリプショ
ンリクエストが
あると、AWS IoT 
Core はリクエス
トを拒否して接
続を閉じる場合
があります。ク
ライアントは、サ
ブスクリプション
リクエストが正常
に処理されるよう
に、SUBACK メッ
セージを検証しま
す。

50 50 いいえ

Subscriptions 
per second per 
account

AWS IoT Core で
は、アカウント
は、1 秒あたり
のサブスクリプ
ションの最大数
に制限されます。
例えば、1 秒以内
に 2 つの MQTT 
SUBSCRIBE リ
クエストが送信さ
れ、それぞれに 3 
つのサブスクリプ
ション (トピック
フィルター) があ
る場合、AWS IoT 
Core はこれらを 6 
つのサブスクリプ
ションとしてカウ
ントします。

500 200 はい

Throughput 
per second per 
connection

クライアント接続
経由で受信また
は送信されたデー
タは、最大スルー
プットレートで処
理されます。最大
スループットを超
えるデータは処理
が遅れます。

512 Kilobytes 512 Kilobytes いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-45957C13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-45957C13
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D9C66F9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D9C66F9D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

Topic size

発行リクエスト
の送信時に AWS 
IoT Core に渡すト
ピックには、256 
バイトより大きい 
UTF-8 エンコー
ド文字を使用でき
ません。基本的な
取り込みのトピッ
クにおいて最初の 
3 つの必須セグメ
ントはこれに含ま
れません ($AWS/
rules/rule-name/)。

256 バイト 256 バイト いいえ

WebSocket 
connection 
duration

WebSocket 接続
の存続時間は 24 
時間です。存続
時間を過ぎると 
WebSocket 接続は
閉じられます。

86400 秒 86400 秒 いいえ

*一部の AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、中東 (UAE)、欧州 (パリ)、アジア
パシフィック (香港)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニ
ア)、カナダ (中部)、中国 (寧夏)

AWS IoT Core 認証情報プロバイダーの制限とクォータ

AWS IoT Core 認証情報の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

AssumeRoleWithCertificate 
API TPS

AssumeRoleWithCertificate 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

50 100 はい

Maximum number 
of AWS IoT 
Core role 
aliases

AWS アカウント 
に登録された AWS 
IoT Core ロール
エイリアスの最大
数。AWS IoT ロー
ルエイリアスは、
接続されたデバイ
スが X.509 証明書
を使用して AWS 
IoT への認証を行
い、ロールエイリ
アスに関連付けら

100 100 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-ECD9BEEF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3F401592
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8AF17D80


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

れた IAM ロールか
ら短期間の AWS 
認証情報を取得
できるようにしま
す。

*一部の AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)

Note

大規模リージョンの制限が適用される AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 
(オレゴン)、欧州 (アイルランド)

AWS IoT Core のセキュリティとアイデンティティの制限とクォータ

AWS IoT Core のセキュリティとアイデンティティの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Configurable 
endpoints: maximum 
number of domain 
configurations per 
account

設定可能なエンドポイ
ント: アカウントごとの
ドメイン設定の最大数

10 はい

Custom 
authentication: 
maximum number of 
active authorizers 
per account

カスタム認証: AWS ア
カウント でアクティ
ブにできるオーソライ
ザーの最大数。

32 いいえ

Custom 
authentication: 
maximum number of 
authorizers per 
account

カスタム認証: AWS ア
カウント に登録できる
オーソライザーの最大
数。オーソライザーに
は、カスタム認証と承
認を実装する Lambda 
関数があります。

100 いいえ

Maximum number of 
CA certificates 
with the same 
subject field 
allowed per AWS 
account per Region

リージョンごとに許
可される、同じ件名
フィールドを持つ CA 証
明書の AWS アカウント 
あたりの最大数。同一
のサブジェクトフィー
ルドを持つ複数の CA 証
明書がある場合は、登
録されているデバイス
証明書の署名に使用さ

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-89635276
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-89635276
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
れた CA 証明書を指定す
る必要があります。

Maximum number 
of device 
certificates that 
can be registered 
per second

1 秒あたりの登録できる
デバイス証明書の最大
数。登録するファイル
は最大 15 個まで選択で
きます。

15 はい

Maximum number 
of domain 
configurations per 
account per region

AWS アカウント あたり
の AWS リージョン ご
とのドメイン設定の最
大数。

10 はい

Maximum number of 
fleet provisioning 
template versions 
per template

テンプレートあたりの
フリートプロビジョニ
ングテンプレートバー
ジョンの最大数。各テ
ンプレートバージョン
には、フリートプロビ
ジョニングを使用して 
AWS IoT に接続するデ
バイスのバージョン ID 
と作成日が含まれてい
ます。

5 いいえ

Maximum number of 
fleet provisioning 
templates per 
customer

お客様あたりのフリー
トプロビジョニングテ
ンプレートの最大数。
フリートプロビジョニ
ングテンプレートを使
用して、デバイスが 
AWS IoT に安全に接続
するための証明書とプ
ライベートキーを生成
します。

256 いいえ

Maximum number 
of named policy 
versions

名前付きポリシーバー
ジョンの最大数。管理 
AWS IoT ポリシーは最
大 5 つのバージョンを
持つことができます。
ポリシーを更新する
には、新しいポリシー
バージョンを作成しま
す。ポリシーに 5 つの
バージョンがある場合
は、新しいバージョン
を作成する前に、既存
のバージョンを削除す
る必要があります。

5 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3E927DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3E927DFC
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-71FA7EC4
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-71FA7EC4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5F6C2444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5F6C2444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5F6C2444


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Core

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Maximum number 
of policies that 
can be attached 
to a certificate 
or Amazon Cognito 
identity

クライアント証明書ま
たは Amazon Cognito 
アイデンティティにア
タッチできるポリシー
の最大数 (10)。Amazon 
Cognito アイデンティ
ティを使用すると、モ
バイルアプリケーショ
ンやウェブアプリケー
ションで使用するため
の、権限が制限された
一時的な AWS 認証情報
を作成できます。

10 いいえ

Maximum number 
of provisioning 
claims that can 
be generated per 
second by trusted 
user

信頼できるユーザー
が 1 秒あたりに生成で
きるプロビジョニング
クレームの最大数。信
頼できるユーザーは、
モバイルアプリケー
ションまたはウェブア
プリケーションを使用
して、デプロイされた
場所でデバイスを設定
するエンドユーザーま
たはインストール技術
者とすることができま
す。

10 いいえ

Maximum policy 
document size

ポリシードキュメント
の最大サイズ (スペース
を除く 2048 文字)。

2048 いいえ

Maximum size of 
fleet provisioning 
template

フリートプロビジョニ
ングテンプレートの最
大サイズ (KB) フリー
トプロビジョニングテ
ンプレートを使用する
と、デバイスが AWS 
IoT に安全に接続する
ための証明書とプライ
ベートキーを生成でき
ます。

10 KB いいえ

AWS IoT Core のセキュリティの追加の制限

リソース 説明 デフォルト 調整可能

サーバー証明書あたりの
ドメイン名の最大数

AWS IoT カスタムドメイン設定用にサー
バー証明書を提供する場合、証明書のドメ
イン名は最大 4 つまでです。

4 いいえ

カスタム認証: 
最小接続時間 

カスタムオーソライザーの Lambda 関
数は、DisconnectAfterInSecs パラ

300 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BC2638B3
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3B9C1B78
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3B9C1B78
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リソース 説明 デフォルト 調整可能
(DisconnectAfterInSecs
の値)

メータを使用して AWS IoT Core ゲート
ウェイへの接続の最大時間 (秒) を示しま
す。この値を超えると、接続は終了しま
す。DisconnectAfterInSecs の最小値は 
300 です。この値が 300 未満の場合は、ク
ライアントは AWS IoT Core によって切断
される可能性があります。接続は 300 秒 (最
小値) 未満にすることはできません。

カスタム認証: 
最大接続時間 
(DisconnectAfterInSecs
の値)

カスタムオーソライザーの Lambda 関
数は、DisconnectAfterInSecs パラ
メータを使用して AWS IoT Core ゲート
ウェイへの接続の最大時間 (秒) を示しま
す。この値を超えると、接続は終了しま
す。DisconnectAfterInSecs の最大値
は 86,400 です。この値が 86,400 を超える
場合は、クライアントは AWS IoT Core に
よって切断される可能性があります。接続
は 86,400 秒 (最大値) を超えることはでき
ません。これはすべてのカスタム認証接続 
(MQTT および WSS) に適用されます。

86,400 いいえ

カスタム認証: ポリ
シーの最小更新レート 
(RefreshAfterInSecs
の値)

カスタムオーソライザーの Lambda 関数
は、RefreshAfterInSeconds パラメータ
を使用して AWS IoT Core ゲートウェイへ
の接続時におけるポリシー更新の時間間隔 
(秒) を示します。この時間間隔が経過する
と、AWS IoT Core が Lambda 関数を呼び出
してポリシーの更新を許可します。

300 いいえ

カスタム認証: ポリ
シーの最大更新レート 
(RefreshAfterInSecs
の値)

AWS IoT Core ゲートウェイへの接続時
におけるポリシー更新の最大時間間隔
で、RefreshAfterInSeconds の値で定義
されます。

86,400 いいえ

MQTT ベースのファイル配信

MQTT ベースのファイル配信のリソースのクォータ

リソース 説明 デフォル
ト

調整可能

アカウントあたりのスト
リーム数

アカウントあたりのストリームの最大数。 10,000* いいえ

ストリームあたりのファ
イル数

ストリームあたりの最大ファイル数。 10 いいえ

ファイルサイズ 最大ファイルサイズ (MB)。 24 MB いいえ

最大データブロックサイ
ズ

最大データブロックサイズ。 128 KB いいえ

最小データブロックサイ
ズ

最小データブロックサイズ。 256 バイ
ト

いいえ
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リソース 説明 デフォル
ト

調整可能

ストリームファイルリク
エストで指定された最大
ブロックオフセット

ストリームファイルリクエストで指定された
最大ブロックオフセット。

98,304 いいえ

ストリームファイルリク
エストごとに要求できる
最大ブロック数

ストリームファイルリクエストごとにリクエ
ストできるブロックの最大数。

98,304 いいえ

最大ブロックビットマッ
プサイズ

最大ブロックビットマップサイズ。 12,288 バ
イト

いいえ

* 詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「デバイスでの AWS IoT MQTT ベースのファイル配信
の使用」を参照してください。

MQTT ベースのファイル配信スロットル

API 1 秒あたりのトランザクション数

CreateStream 15 TPS

DeleteStream 15 TPS

DescribeStream 15 TPS

ListStreams 15 TPS

UpdateStream 15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor の制限とクォータ
AWS IoT Core Device Advisor の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Concurrently 
connected devices

1 つのテストスイートの
実行で同時に接続でき
るテストデバイスの最
大数。

1 いいえ

Concurrently 
running test 
suites

AWS アカウント で同時
に実行できるスイート
の最大数。

1 いいえ

Connections per 
test endpoint

アカウント固有のテス
トエンドポイントへの
接続の最大数。

5 いいえ

MQTT CONNECT 
requests per 
account

テストデバイスから 
1 秒間に送信される 
MQTT CONNECT リク
エストのアカウントあ
たりの最大数。

5 いいえ
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

MQTT CONNECT 
requests per 
client ID

テストデバイスから 
1 秒間に送信される 
MQTT CONNECT リク
エストのクライアント 
ID あたりの最大数。

1 いいえ

Rate of 
CreateSuiteDefinition 
API requests

1 秒あたりに実行でき
る CreateSuiteDefinition 
API リクエストの最大
数。

1 いいえ

Rate of 
DeleteSuiteDefinition 
API requests

1 秒あたりに実行でき
る DeleteSuiteDefinition 
API リクエストの最大
数。

10 いいえ

Rate of 
GetSuiteDefinition 
API requests

1 秒あたりに実行できる 
GetSuiteDefinition API 
リクエストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
GetSuiteRun API 
requests

1 秒あたりに実行できる 
GetSuiteRun API リクエ
ストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
GetSuiteRunReport 
API requests

1 秒あたりに実行できる 
GetSuiteRunReport API 
リクエストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
ListSuiteDefinitions 
API requests

1 秒あたりに実行できる 
ListSuiteDefinitions API 
リクエストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
ListSuiteRuns API 
requests

1 秒あたりに実行できる 
ListSuiteRuns API リク
エストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
ListTagsForResource 
API requests

1 秒あたりに実行でき
る ListTagsForResource 
API リクエストの最大
数。

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-A93693EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-A93693EE
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-E1EAD877
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-E1EAD877
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-E1EAD877
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-D87936C6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-3BBA7D5E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-3BBA7D5E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-3BBA7D5E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-ACC4886B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-ACC4886B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-ACC4886B
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Rate of 
ListTestCases API 
requests

1 秒あたりに実行できる 
ListTestCases API リク
エストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
StartSuiteRun API 
requests

1 秒あたりに実行できる 
StartSuiteRun API リク
エストの最大数。

1 いいえ

Rate of 
TagResource API 
requests

1 秒あたりに実行できる 
TagResource API リク
エストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
UntagResource API 
requests

1 秒あたりに実行できる 
UntagResource API リ
クエストの最大数。

10 いいえ

Rate of 
UpdateSuiteDefinition 
API requests

1 秒あたりに実行でき
る UpdateSuiteDefinition 
API リクエストの最大
数。

10 いいえ

Test case 
execution time

テストケースが完了し
なかった場合に失敗す
るまでの最大時間。

10800 秒 いいえ

Test cases per 
test suite

1 つのテストスイートに
含まれるテストケース
の最大数。

50 いいえ

AWS IoT Device Defender エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-AB741764
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-F1F720AA
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-5DB0F1ED
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サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
AWS IoT Device Defender の監査の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Scheduled audits

スケジュールによる監
査の最大数。

5 いいえ

Simultaneous in 
progress on-demand 
audits

同時進行のオンデマン
ド監査の最大数。

10 いいえ

Storage duration 
for audit findings

報告後に監査結果を保
存する最大日数。

90 いいえ

緩和アクションと監査緩和アクションタスクには、以下のサービスクォータが適用されます。

AWS IoT Device Defender の緩和の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Mitigation actions

緩和アクションの最大
数。

100 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0D30EFBA
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監査緩和アクションの制限

リソース 制限

同時に実行される監査緩和アクションタスクの数 10 のタスク

監査緩和アクションタスクの保持期間 90 日間

AWS IoT Device Defender の検出の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Behavior metric 
value elements 
for each security 
profile

各セキュリティプロ
ファイルの動作メト
リクス値要素 (カウン
ト、IP アドレス、ポー
ト) の最大数。

1,000 いいえ

Behaviors for each 
security profile

各セキュリティプロ
ファイルの動作の最大
数。

100 いいえ

Custom metrics

検出カスタムメトリク
スの最大数。

100 はい

Device metric 
minimum delay

メトリクスレポートを
送信するまでにデバイ
スが待機する必要があ
る最小時間 (秒)。

300 秒 はい

Device metric peak 
reporting rate for 
an account

アカウントのすべての
デバイスから 1 秒間に
送信できるデバイス側
のメトリクスレポート
の最大数。

3500 はい

Metric dimensions

検出メトリクスディメ
ンションの最大数。

10 いいえ

Security profiles 
for each target

各ターゲット (AWS ア
カウント のモノまたは
モノのグループ) のセ
キュリティプロファイ
ルの最大数。

5 いいえ

Storage duration 
for detect metrics

検出メトリクスが取り
込み後に保存される最
大日数。

14 いいえ

Storage duration 
for detect 
violations

検出違反が生成後に保
存される最大日数。

30 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-971FA845
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-971FA845
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2F1C9734
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2F1C9734
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-53A90E98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-53A90E98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7BF41710
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7BF41710
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7BF41710
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B5F47E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FF03CD81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FF03CD81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2B367AAD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2B367AAD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8D2DE05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8D2DE05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8D2DE05


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Defender

ML 検出の制限

リソース クォータ 調整可能

同時に実行できる検出緩和アク
ションタスクの数

最大 5 はい

検出緩和アクションタスクの保
持期間

最大 90 日 はい

モデルの保持期間 (モデルが期限
切れになるまでの時間)

最大 30 日 いいえ

AWS IoT Device Defender API スロットリングの制限

この表は、AWS IoT Device Defender API の各アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大数を示しています。

AWS IoT Device Defender API スロットリングの制限

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

AttachSecurityProfile 
API TPS

AttachSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

CancelAuditMitigationActionsTask 
API TPS

CancelAuditMitigationActionsTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

CancelAuditTask 
API TPS

CancelAuditTask API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

CancelDetectMitigationActionsTask 
API TPS

CancelDetectMitigationActionsTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

CreateAuditSuppression 
API TPS

CreateAuditSuppression 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

CreateCustomMetric 
API TPS

CreateCustomMetric 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E9111144
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E9111144
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-03D9A452
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-03D9A452
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3AA926CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3AA926CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B49C07
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B49C07
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0C3BA39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0C3BA39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E68D12E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E68D12E6


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Defender

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

CreateMitigationAction 
API TPS

CreateMitigationAction 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

CreateScheduledAudit 
API TPS

CreateScheduledAudit 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

CreateSecurityProfile 
API TPS

CreateSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

DeleteAccountAuditConfiguration 
API TPS

DeleteAccountAuditConfiguration 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

DeleteAuditSuppression 
API TPS

DeleteAuditSuppression 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

DeleteCustomMetric 
API TPS

DeleteCustomMetric API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

DeleteDimension 
API TPS

DeleteDimension API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

DeleteMitigationAction 
API TPS

DeleteMitigationAction 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

DeleteScheduledAudit 
API TPS

DeleteScheduledAudit 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

Version 1.0
550

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EFA916AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EFA916AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60251A2B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60251A2B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A2577F1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A2577F1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6AA7145
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6AA7145
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E70CF14E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E70CF14E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CD7FC91A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CD7FC91A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C002DA39
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C002DA39
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5C712B10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5C712B10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C0B717A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C0B717A


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Defender

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

DeleteSecurityProfile 
API TPS

DeleteSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

DescribeAccountAuditConfiguration 
API TPS

DescribeAccountAuditConfiguration 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

DescribeAuditFinding 
API TPS

DescribeAuditFinding 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

25 いいえ

DescribeAuditMitigationActionsTask 
API TPS

DescribeAuditMitigationActionsTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

25 いいえ

DescribeAuditSuppression 
API TPS

DescribeAuditSuppression 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

DescribeAuditTask 
API TPS

DescribeAuditTask API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

25 いいえ

DescribeCustomMetric 
API TPS

DescribeCustomMetric 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

25 いいえ

DescribeDetectMitigationActionsTask 
API TPS

DescribeDetectMitigationActionsTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

DescribeDimension 
API TPS

DescribeDimension API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A6ABB02F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A6ABB02F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-01C40691
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-01C40691
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A19A60F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A19A60F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-32F19277
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-32F19277
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-ADA44585
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-ADA44585
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-146D20C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-146D20C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6F3753D8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6F3753D8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DCAEF14C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DCAEF14C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-002E66AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-002E66AE


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Defender

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

DescribeMitigationAction 
API TPS

DescribeMitigationAction 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

25 いいえ

DescribeScheduledAudit 
API TPS

DescribeScheduledAudit 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

DescribeSecurityProfile 
API TPS

DescribeSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

25 いいえ

DetachSecurityProfile 
API TPS

DetachSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListActiveViolations 
API TPS

ListActiveViolations API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

ListAuditFindings 
API TPS

ListAuditFindings API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

ListAuditMitigationActionsExecutions 
API TPS

ListAuditMitigationActionsExecutions 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListAuditMitigationActionsTasks 
API TPS

ListAuditMitigationActionsTasks 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListAuditSuppressions 
API TPS

ListAuditSuppressions 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145287EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145287EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-42A0EE7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-42A0EE7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8AEAB7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8AEAB7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CF4F23BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CF4F23BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6891CC02
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6891CC02
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0321A666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0321A666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6D7A02D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6D7A02D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-08C28D29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-08C28D29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9227E25C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9227E25C


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Defender

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

ListAuditTasks API 
TPS

ListAuditTasks API に対
して実行できる 1 秒あ
たりのトランザクショ
ン (TPS) の最大数。

10 いいえ

ListCustomMetrics 
API TPS

ListCustomMetrics API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

ListDetectMitigationActionsExecutions 
API TPS

ListDetectMitigationActionsExecutions 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListDetectMitigationActionsTasks 
API TPS

ListDetectMitigationActionsTasks 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListDimensions API 
TPS

ListDimensions API に対
して実行できる 1 秒あ
たりのトランザクショ
ン (TPS) の最大数。

10 いいえ

ListMetricValues 
API TPS

ListMetricValues API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

15 はい

ListMitigationActions 
API TPS

ListMitigationActions 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListScheduledAudits 
API TPS

ListScheduledAudits API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

5 いいえ

ListSecurityProfiles 
API TPS

ListSecurityProfiles API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B78A9E08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B78A9E08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D45EEF28
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D45EEF28
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8D3E8509
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8D3E8509
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D18738F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D18738F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0A17A254
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0A17A254
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62C55F58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62C55F58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-016FB677
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-016FB677
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DACF0EDE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DACF0EDE


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Defender

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

ListSecurityProfilesForTarget 
API TPS

ListSecurityProfilesForTarget 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListTargetsForSecurityProfile 
API TPS

ListTargetsForSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ListViolationEvents 
API TPS

ListViolationEvents API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

PutVerificationStateOnViolation 
API TPS

PutVerificationStateOnViolation 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

StartAuditMitigationActionsTask 
API TPS

StartAuditMitigationActionsTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

StartDetectMitigationActionsTask 
API TPS

StartDetectMitigationActionsTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

StartOnDemandAuditTask 
API TPS

StartOnDemandAuditTask 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

UpdateAccountAuditConfiguration 
API TPS

UpdateAccountAuditConfiguration 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

UpdateAuditSuppression 
API TPS

UpdateAuditSuppression 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9299DD15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9299DD15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-014BF26E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-014BF26E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-56E94C1D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-56E94C1D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46522656
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46522656
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-81189B2F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-81189B2F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-670D7C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-670D7C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-471C1537
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-471C1537
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F62705AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F62705AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CA8BDEFC
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

UpdateCustomMetric 
API TPS

UpdateCustomMetric 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

UpdateDimension 
API TPS

UpdateDimension API 
に対して実行できる 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の最大
数。

10 いいえ

UpdateMitigationAction 
API TPS

UpdateMitigationAction 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

UpdateScheduledAudit 
API TPS

UpdateScheduledAudit 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

5 いいえ

UpdateSecurityProfile 
API TPS

UpdateSecurityProfile 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

ValidateSecurityProfileBehaviors 
API TPS

ValidateSecurityProfileBehaviors 
API に対して実行でき
る 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最
大数。

10 いいえ

AWS IoT Device Management エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
トピック

• AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイント (p. 556)
• AWS IoT Core – データプレーンエンドポイント (p. 557)
• AWS IoT Device Management – ジョブデータエンドポイント (p. 559)
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• AWS IoT Device Management - Secure Tunneling API エンドポイント (p. 561)
• AWS IoT FIPS エンドポイント (p. 564)

AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイント

次の表に、AWS IoT Core - コントロールプレーンオペレーション向けの AWS リージョン固有のエンドポ
イントを示します。AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイントでサポートされるオペレーショ
ンの詳細については、AWS IoT API リファレンスの「AWS IoT オペレーション」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Core – データプレーンエンドポイント

AWS IoT Core - データプレーンエンドポイントは、各 AWS アカウントと AWS リージョンに固有で
す。AWS アカウントと AWS リージョンの AWS IoT Core - データプレーンエンドポイントを検索するに
は、ここに記載されている describe-endpoint CLI コマンド、または DescribeEndpoint REST API を使
用します。

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

このコマンドは、Data Plane API エンドポイントを次の形式で返します。

account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

AWS IoT Core - データプレーンエンドポイントでサポートされるアクションの詳細については、AWS IoT 
API リファレンスの「AWS IoT データプレーンオペレーション」を参照してください。

次の表に、AWS IoT Core がサポートする各 AWS リージョンの AWS アカウント固有のエンドポイント
の一般的な表現を示します。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、アカウント固有のエンドポイントの
account-specific-prefix が一般的なエンドポイント表現に示されている data を置き換えます。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Device Management – ジョブデータエンドポイント
AWS IoT Device Management - ジョブデータエンドポイントは、各 AWS アカウントと AWS リー
ジョンに固有です。AWS アカウントと AWS リージョンの AWS IoT Device Management - ジョブデー
タエンドポイントを検索するには、ここに記載されている describe-endpoint CLI コマンド、または
DescribeEndpoint REST API を使用します。

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

このコマンドは、ジョブデータプレーン API エンドポイントを次の形式で返します。

account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

AWS IoT Device Management - ジョブデータエンドポイントでサポートされるアクションの詳細について
は、AWS IoT API リファレンスの「AWS IoT ジョブデータプレーンオペレーション」を参照してくださ
い。

次の表に、ジョブデータオペレーションのために AWS IoT Core がサポートする AWS リージョン固有
のエンドポイントを示します。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、エンドポイントを一般的に表した
prefix の代わりにアカウント固有のエンドポイントである account-specific-prefix を使用しま
す。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 prefix.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 prefix.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 prefix.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 prefix.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 prefix.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 prefix.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

prefix.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

prefix.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

prefix.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

prefix.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

prefix.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 prefix.jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

prefix.jobs.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

prefix.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 prefix.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 prefix.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 prefix.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 prefix.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

prefix.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

prefix.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 prefix.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

prefix.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management - Secure Tunneling API エンドポイント

AWS IoT は、セキュアトンネリング用の追加のエンドポイントをサポートします。

セキュアなトンネリング管理 API エンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

セキュアトンネリングデバイス接続エンドポイント
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2 wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (バー
ジニア北部)

us-east-1 wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北カ
リフォルニア)

us-west-1 wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 wss://data.tunneling.iot.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 wss://data.tunneling.iot.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック (東京)

ap-northeast-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック (香港)

ap-east-1 wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 wss://data.tunneling.iot.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 wss://data.tunneling.iot.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

中国 (寧夏) cn-northwest-1 wss://data.tunneling.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 wss://data.tunneling.iot.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンドン) eu-west-2 wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストック
ホルム)

eu-north-1 wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパウ
ロ)

sa-east-1 wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (バーレー
ン)

me-south-1 wss://data.tunneling.iot.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

中東 (アラブ首
長国連邦)

me-central-1 wss://data.tunneling.iot.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud 
(米国東部)

us-gov-east-1 wss://data.tunneling.iot.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud 
(米国西部)

us-gov-west-1 wss://data.tunneling.iot.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoT FIPS エンドポイント
AWS IoTは、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2をサポートするエンドポイントを供給します。AWS リージョ
ンで AWS IoT の機能にアクセスするには、「サービス別の FIPS エンドポイント」から該当する FIPS 準
拠のエンドポイントを選択してください。AWS IoT で提供される FIPS エンドポイントの詳細について
は、「Connecting to AWS IoT FIPS endpoints」( FIPS エンドポイントへの接続) を参照してください。

Service Quotas
内容

• AWS IoT Core のモノのリソース制限とクォータ (p. 564)
• AWS IoT Core のモノのグループのリソース制限とクォータ (p. 565)
• AWS IoT Core のモノの一括登録の制限とクォータ (p. 567)
• AWS IoT Core の課金グループの制約 (p. 567)
• AWS IoT Device Management API アクションの制限 (p. 568)
• AWS IoT フリートのインデックス作成 (p. 573)
• AWS IoT ジョブ (p. 575)
• AWS IoT セキュアトンネリング (p. 579)
• AWS IoT Device Management のフリートハブ (p. 581)

AWS IoT Core のモノのリソース制限とクォータ

AWS IoT Core のモノの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Maximum number of 
thing attributes 
for a thing with a 
thing type

モノのタイプがあるモ
ノのモノ属性の最大
数。モノのタイプはオ
プションで、モノを見
つけやすくします。モ
ノのタイプが関連付け
られたモノの場合は、
最大 50 個の属性を指定
できます。

50 はい

Maximum number of 
thing attributes 

モノのタイプがないモ
ノのモノ属性の最大
数。モノのタイプが関

3 いいえ
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http://aws.amazon.com/compliance/fips/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/#FIPS_Endpoints_by_Service
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
for a thing 
without a thing 
type

連付けられていないモ
ノの場合は、最大 3 個
の属性を指定できま
す。

Maximum thing name 
size

モノの名前の最大サイ
ズ (UTF-8 エンコード文
字で 128 バイト)。

128 バイト いいえ

Number of thing 
types that can be 
associated with a 
thing

モノを関連付けること
ができるモノのタイプ
の数。0 または 1 にする
ことができます。モノ
のタイプはオプション
ですが、使用するとモ
ノを検出しやすくなり
ます。

1 いいえ

Size of thing 
attributes per 
thing

モノあたりのモノの属
性のサイズ (47 KB)。モ
ノの属性はオプション
の名前と値のペアで、
モノに関する情報を
保存します。これによ
り、モノの検出が容易
になります。

47 KB はい

Note

モノのタイプ

AWS アカウントに定義できるモノのタイプの数に制限はありません。モノのタイプを使用する
と、同じタイプに関連付けられているすべてのモノに共通した説明および設定情報を保存できま
す。

AWS IoT Core のモノのグループのリソース制限とクォータ

AWS IoT Core のモノのグループの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Maximum depth 
of a thing group 
hierarchy

モノのグループの階層
の最大深度。グループ
の階層を構築すると、
親グループにアタッ
チされたポリシーは、
その子グループによっ
て、およびグループと
その子グループ内のす
べてのモノによって継
承されます。これによ
り、多数のモノの許可
の管理が簡単になりま
す。

7 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Maximum number 
of attributes 
associated with a 
thing group

モノのグループに関連
付けられた属性の最
大数。属性は、グルー
プに関する情報を格納
するのに使用できる名
前と値のペアです。グ
ループの属性を追加、
削除、または更新でき
ます。

50 いいえ

Maximum number 
of direct child 
groups

モノのグループの階層
内で、モノのグループ
が持つことができる直
接の子グループの最大
数。

100 いいえ

Maximum number of 
dynamic groups

動的グループの最大
数。

100 いいえ

Maximum number of 
thing groups a 
thing can belong 
to

モノは、最大 10 個のモ
ノのグループに追加で
きます。ただし､同じ階
層の複数のグループに
モノを追加することは
できません。つまり、
共通の親を共有する 2 
つのグループにモノを
追加することはできま
せん。

10 いいえ

Maximum size of 
a thing group 
attribute name, in 
chars

モノのグループの属性
名の最大サイズ (文字
数)。

128 いいえ

Maximum size of 
a thing group 
attribute value, 
in chars

モノのグループの属性
値の最大サイズ (文字
数)。

800 いいえ

Maximum thing 
group name size

モノのグループ名の最
大サイズ。

128 バイト いいえ

Note

モノのグループの割り当て

モノのグループに割り当てることができるモノの最大数に制限はありません。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9D744041
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9D744041
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9D744041
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB07D58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB07D58
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AWS IoT Core のモノの一括登録の制限とクォータ

AWS IoT Core のモノの一括登録

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Allowed 
registration tasks

どの AWS アカウント 
でも、一度に実行でき
る一括登録タスクは 1 
つだけです。

1 いいえ

Data retention 
policy

一括登録タスク (長期間
存続可能) が完了する
と、モノの一括登録に
関連するデータは 30 日
後に完全に削除されま
す。

2,592,000 秒 いいえ

Maximum line 
length

Amazon S3 入力 JSON 
ファイルの各行の長さ
は 256K を超えることは
できません。

256000 いいえ

Registration task 
termination

保留中または未完了の
一括登録タスクは、30 
日後に終了されます。

2,592,000 秒 いいえ

一括登録に使用される JSON ファイルの詳細については、「Amazon S3 入力 JSON ファイル」を参照し
てください。

AWS IoT Core の課金グループの制約

• モノが属することができる請求グループは 1 つだけです。
• モノのグループとは異なり、請求グループを階層で整理することはできません。
• タグ付けまたは請求のために使用状況を登録するデバイスは、以下の要件を満たしている必要がありま

す。
• AWS IoT Core にモノとして登録されている。
• MQTT のみを使用して AWS IoT Core と通信している。
• クライアント ID としてモノの名前のみを使用して AWS IoT Core で認証されている。
• X.509 証明書または Amazon Cognito ID を使用して認証されている。

詳細については、「AWS IoT によるデバイスの管理」、「認証」、および「デバイスプロビジョニン
グ」を参照してください。AttachThingPrincipal API オペレーションを使用して、証明書または他の認証
情報をモノにアタッチできます。

• AWS アカウントあたりの請求グループの最大数は 20,000 です。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E0945F24
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E0945F24
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https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_AttachThingPrincipal.html
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AWS IoT Device Management API アクションの制限

AWS IoT Device Management API アクションの制限

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

AddThingToBillingGroup 
API TPS

AddThingToBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

60 60 はい

AddThingToThingGroup 
API TPS

AddThingToThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 60 はい

AttachThingPrincipal 
API TPS

AttachThingPrincipal 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 50 はい

CreateBillingGroup 
API TPS

CreateBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

25 25 はい

CreateDynamicThingGroup 
API TPS

CreateDynamicThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 はい

CreateThing 
API TPS

CreateThing API 
に対して 1 秒あ
たりに実行できる
トランザクション 
(TPS) の最大数。

100 50 はい

CreateThingGroup 
API TPS

CreateThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

25 25 はい

CreateThingType 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき

15 15 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1F4BE39E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1F4BE39E
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F64D1AA6
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64CBACAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64CBACAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64CBACAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-512F449C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-512F449C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-512F449C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
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制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

CreateThingType 
API TPS

るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

DeleteBillingGroup 
API TPS

DeleteBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

DeleteDynamicThingGroup 
API TPS

DeleteDynamicThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 はい

DeleteThing 
API TPS

DeleteThing API 
に対して 1 秒あ
たりに実行できる
トランザクション 
(TPS) の最大数。

100 50 はい

DeleteThingGroup 
API TPS

DeleteThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

DeleteThingType 
API TPS

DeleteThingType 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

DeprecateThingType 
API TPS

DeprecateThingType 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

DescribeBillingGroup 
API TPS

DescribeBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 15 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-889800F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FCAB1AF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FCAB1AF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FCAB1AF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFBDB489
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFBDB489
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFBDB489
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

DescribeThing 
API TPS

DescribeThing API 
に対して 1 秒あ
たりに実行できる
トランザクション 
(TPS) の最大数。

350 50 はい

DescribeThingGroup 
API TPS

DescribeThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 100 はい

DescribeThingType 
API TPS

DescribeThingType 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 50 はい

DetachThingPrincipal 
API TPS

DetachThingPrincipal 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 50 はい

ListBillingGroups 
API TPS

ListBillingGroups 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListPrincipalThings 
API TPS

ListPrincipalThings 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListTagsForResource 
API TPS

ListTagsForResource 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListThingGroups 
API TPS

ListThingGroups 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52E1E197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52E1E197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52E1E197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DDCF8E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DDCF8E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DDCF8E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B5EE4A16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B5EE4A16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B5EE4A16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BB923BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BB923BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BB923BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1E5260D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1E5260D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1E5260D6


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

ListThingGroupsForThing 
API TPS

ListThingGroupsForThing 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 50 はい

ListThingPrincipals 
API TPS

ListThingPrincipals 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListThingTypes 
API TPS

ListThingTypes 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

ListThings API 
TPS

ListThings API に
対して 1 秒あた
りに実行できるト
ランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

ListThingsInBillingGroup 
API TPS

ListThingsInBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

25 25 はい

ListThingsInThingGroup 
API TPS

ListThingsInThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

25 25 はい

RegisterThing 
API TPS

RegisterThing API 
に対して 1 秒あ
たりに実行できる
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

RemoveThingFromBillingGroup 
API TPS

RemoveThingFromBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75F129AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75F129AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75F129AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC3EF4D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC3EF4D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC3EF4D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9EBF527
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9EBF527
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9EBF527
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57AAC135
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57AAC135
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57AAC135
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E8797DCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E8797DCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E8797DCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D33FD5F9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D33FD5F9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D33FD5F9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0B2EF8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0B2EF8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0B2EF8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FAF5733F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FAF5733F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FAF5733F


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 一部の AWS リー
ジョンにおけるデ
フォルト値*

調整可能

RemoveThingFromThingGroup 
API TPS

RemoveThingFromThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

100 50 はい

TagResource 
API TPS

TagResource API 
に対して実行でき
る 1 秒あたりの
トランザクション 
(TPS) の最大数。

10 10 はい

UntagResource 
API TPS

UntagResource 
API に対して実行
できる 1 秒あたり
のトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

10 10 はい

UpdateBillingGroup 
API TPS

UpdateBillingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

UpdateDynamicThingGroup 
API TPS

UpdateDynamicThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

5 5 はい

UpdateThing 
API TPS

UpdateThing API 
に対して 1 秒あ
たりに実行できる
トランザクション 
(TPS) の最大数。

100 50 はい

UpdateThingGroup 
API TPS

UpdateThingGroup 
API に対して 1 秒
あたりに実行でき
るトランザクショ
ン (TPS) の最大
数。

15 15 はい

*一部の AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、中東 (UAE)、欧州 (パリ)、アジア
パシフィック (香港)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニ
ア)、カナダ (中部)、中国 (寧夏)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A81A394
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A81A394
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A81A394
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06E76376
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06E76376
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06E76376
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8996ACA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8996ACA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8996ACA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-88CA286A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-88CA286A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-88CA286A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E06BBD5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E06BBD5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E06BBD5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-211F680E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-211F680E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-211F680E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5D84F9FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5D84F9FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5D84F9FE


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

AWS IoT フリートのインデックス作成

AWS IoT Device Management フリートインデックス作成の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Maximum length of 
a custom field 
name

カスタムフィールド名
の最大長。

1024 はい

Maximum length of 
a query

UTF-8 でエンコードさ
れた文字におけるクエ
リの最大長。

1,000 はい

Maximum number 
of * wildcard 
operators per 
query term

クエリ用語あたりの * ワ
イルドカード演算子の
最大数。

2 いいえ

Maximum number 
of ? wildcard 
operators per 
query term

クエリ用語あたりの ? 
ワイルドカード演算子
の最大数。

5 いいえ

Maximum number of 
custom fields in 
AWS thing groups 
index

AWS のモノのグルー
プインデックスのカス
タムフィールドの最大
数。

5 はい

Maximum number of 
custom fields in 
AWS things index

AWS のモノのインデッ
クスのカスタムフィー
ルドの最大数。

5 はい

Maximum number of 
dynamic groups

カスタマーあたりの動
的グループの最大数。

100 はい

Maximum number of 
fleet metrics

カスタマーあたりのフ
リートメトリクスの最
大数。

100 はい

Maximum number 
of names in the 
named shadow names 
filter

名前付きシャドウ名
フィルター内の名前の
最大数

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C3993A6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C3993A6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C3993A6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A5B47E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A5B47E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A5B47E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Maximum number of 
percentile values 
per fleet metric

フリートメトリクスあ
たりのパーセンタイ
ル集計タイプ値の最大
数。

5 いいえ

Maximum number of 
query terms per 
dynamic group

動的グループあたりの
クエリ用語の最大数。

5 はい

Maximum number of 
query terms per 
fleet metric

フリートメトリクスあ
たりのクエリ用語の最
大数。

12 はい

Maximum number of 
query terms per 
query

クエリあたりのクエリ
用語の最大数。

12 はい

Maximum number of 
results per search 
query

検索クエリあたりの検
索結果の最大数。

500 いいえ

Maximum period of 
a fleet metric

フリートメトリクスの
最大期間 (秒)。

86400 秒 いいえ

Minimum period of 
a fleet metric

フリートメトリクスの
最小期間 (秒)。

60 秒 いいえ

AWS IoT Device Management フリートインデックス作成 API の制限

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

DescribeIndex rate

1 秒あたりの 
DescribeIndex 呼び出し
の最大数。

10 はい

GetCardinality 
rate

1 秒あたりの 
GetCardinality 呼び出し
の最大数。

15 はい

1 秒あたりの 
GetIndexingConfiguration 
呼び出しの最大数。

20 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-24513B55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-24513B55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-24513B55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9BEEA3F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9BEEA3F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9BEEA3F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FC067223
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FC067223
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4B5EBCAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4B5EBCAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23B1CFB2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23B1CFB2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B359270D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B359270D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B359270D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4F362163


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
GetIndexingConfiguration 
rate

GetPercentiles 
rate

1 秒あたりの 
GetPercentiles 呼び出し
の最大数。

15 はい

GetStatistics rate

1 秒あたりの 
GetStatistics 呼び出しの
最大数。

15 はい

ListIndices rate

1 秒あたりの ListIndices 
呼び出しの最大数。

5 はい

SearchIndex rate

1 秒あたりの 
SearchIndex 呼び出しの
最大数。

15 はい

UpdateIndexingConfiguration 
rate

1 秒あたりの 
UpdateIndexingConfiguration 
呼び出しの最大数。

1 はい

AWS IoT ジョブ

AWS IoT Device Management ジョブの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Active continuous 
jobs

AWS アカウントでの
リージョンあたりのア
クティブなジョブの最
大数。この制限値は、
アクティブなスナップ
ショットジョブとアク
ティブな連続ジョブの
両方を集計したもので
す。

100000 はい

Active snapshot 
jobs

AWS アカウントでの
リージョンあたりのア
クティブなジョブの最
大数。この制限値は、
アクティブなスナップ
ショットジョブとアク
ティブな連続ジョブの
両方を集計したもので
す。

100000 はい

Comment length

コメントの最大長 (文字
数)。

2028 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4F362163
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4F362163
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4627F3A5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4627F3A5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4627F3A5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-090EA78D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-090EA78D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C0894219
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C0894219
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-908D0FBE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-908D0FBE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-632CA122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-632CA122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-632CA122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4E068A30
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4E068A30
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4E068A30
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D80B05DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D80B05DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D80B05DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3123807D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Concurrent jobs

AWS アカウント での
リージョンあたりの連
続ジョブの最大数。

500 はい

CreateJobTemplate 
throttle limit

CreateJobTemplate の
スロットル制限。

10 はい

Data retention

無効なジョブ 
(IN_PROGRESS ではな
いジョブ) のジョブデー
タとジョブ実行データ
を保持する最大日数。

730 いいえ

DeleteJobTemplate 
throttle limit

DeleteJobTemplate のス
ロットル制限。

10 はい

DescribeJobExecution/
GetPendingJobExecutions 
throttle limit

DescribeJobExecution 
や 
GetPendingJobExecutions 
を呼び出すと発生する
可能性がある読み取り
トランザクションのア
カウントごとの 1 秒あ
たりの最大合計数。コ
ントロールプレーンで
は、DescribeJobExecution 
は呼び出しごと 10 TPS 
に制限されています。

200 いいえ

DescribeJobTemplate 
throttle limit

DescribeJobTemplate 
のスロットル制限。

10 はい

DocumentSource 
length

ジョブドキュメント
ソースの最大文字数。

1350 いいえ

In Progress 
timeout

進行中のジョブの最大
タイムアウト値 (分)。

10080 いいえ

Job Targets

ジョブに割り当てるこ
とができるターゲット
の最大数。

100 いいえ

Job Template 
description length

ジョブテンプレートの
説明の最大文字数。

2028 いいえ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBF5CD89
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBF5CD89
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-224318E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-224318E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-224318E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B475FD53
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-99780C4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-99780C4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-99780C4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62AE8B9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62AE8B9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62AE8B9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D3020048
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D3020048
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D3020048
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B86658
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B86658
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A6494DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A6494DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9D1E0A0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CEAD881C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CEAD881C


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Job description 
length

ジョブの説明の最大文
字数。

2028 いいえ

Job execution roll 
out rate

1 分あたりにロールアウ
トできるジョブ実行の
最大数。

1,000 はい

JobId Length

ジョブ ID の最大文字
数。

64 いいえ

JobTemplateId 
Length

ジョブテンプレート ID 
の最大文字数。

64 いいえ

List results per 
page

1 ページあたりのリスト
結果の最大数。

250 いいえ

ListJobTemplates 
throttle limit

ListJobTemplates のス
ロットル制限。

10 はい

Maximum number of 
job templates

所有できるジョブテン
プレートの最大数。

100 はい

Minimum job 
execution roll out 
rate

1 分あたりにロールアウ
トできるジョブ実行の
最小数。

1 いいえ

Minimum pre-signed 
URL lifetime

事前署名 URL の最小有
効期間 (秒)。

60 秒 いいえ

Pre-signed URL 
lifetime

事前署名 URL の最大有
効期間 (秒)。

3600 秒 いいえ

S3 job document 
length

AWS IoT デバイスに送
信できる S3 ジョブド
キュメントの最大長 (バ
イト)。

32,768 バイト はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-94973834
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-94973834
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-026DF298
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-026DF298
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-026DF298
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E41D2F60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3470FAF6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3470FAF6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-786CEEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-786CEEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-59178860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-59178860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-59178860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B2C87795
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B2C87795
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B2C87795
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-22D1A126
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-22D1A126
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-22D1A126
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EC6F1940
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EC6F1940
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBBB476F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBBB476F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C5B0274
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C5B0274
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C5B0274


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

StartNextPendingJobExecution/
UpdateJobExecution 
throttle limit

StartNextPendingJobExecution 
や 
UpdatePendingJobExecution 
を呼び出すと発生する
可能性がある書き込み
トランザクションのア
カウントごとの 1 秒あ
たりの最大合計数。

200 いいえ

StatusDetail map 
key length

StatusDetail マップキー
の最大長 (文字数)。

128 いいえ

StatusDetail map 
key-value pairs

StatusDetail マップに含
めることができるキー
と値のペアの最大数。

10 いいえ

StatusDetail map 
value length

StatusDetail マップ値の
最大長 (文字数)。

1024 いいえ

Step Timer

ジョブ実行ステップの
最大タイムアウト値 
(分)。

10080 いいえ

AWS IoT Device Management ジョブ API アクションの制限

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

AssociateTargetsWithJob 
throttle limit

AssociateTargetsWithJob 
のスロットル制限。

10 はい

CancelJob throttle 
limit

CancelJob のスロット
ル制限。

10 はい

CancelJobExecution 
throttle limit

CancelJobExecution の
スロットル制限。

10 はい

CreateJob throttle 
limit

CreateJob のスロットル
制限。

10 いいえ

DeleteJob throttle 
limit

DeleteJob のスロットル
制限。

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8F5F7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8F5F7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8F5F7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-85B5C2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-85B5C2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-95D5D7AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-95D5D7AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-36FC3065
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-36FC3065
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-717A207E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D7A534B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D7A534B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D7A534B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DEC656C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DEC656C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DEC656C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5D01DB62
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5D01DB62
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5D01DB62
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23F244D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23F244D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46C255C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46C255C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46C255C8


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

DeleteJobExecution 
throttle limit

DeleteJobExecution の
スロットル制限。

10 はい

DescribeJob 
throttle limit

DescribeJob のスロット
ル制限。

10 はい

DescribeJobExecution 
throttle limit

DescribeJobExecution 
のスロットル制限。

10 はい

GetJobDocument 
throttle limit

GetJobDocument のス
ロットル制限。

10 はい

ListJobExecutionsForJob 
throttle limit

ListJobExecutionsForJob 
のスロットル制限。

10 はい

ListJobExecutionsForThing 
throttle limit

ListJobExecutionsForThing 
のスロットル制限。

10 はい

ListJobs throttle 
limit

ListJobs のスロットル制
限。

10 はい

UpdateJob throttle 
limit

UpdateJob のスロット
ル制限。

10 はい

† データプレーンとコントロールプレーンの定義については、AWS IoT Core のよくある質問の「AWS IoT 
Core にアクセスするにはどうすればよいですか?」を参照してください。

AWS IoT セキュアトンネリング

AWS IoT Device Management セキュアトンネリングの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

CloseTunnel API 
throttle limit

CloseTunnel を呼び出す
と発生する可能性があ
るトランザクションの
アカウントごとの 1 秒
あたりの最大数。

1 はい

DescribeTunnel を呼び
出すと発生する可能性

10 はい

Version 1.0
579

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4AB367B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4AB367B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4AB367B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-609D00CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-609D00CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-609D00CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B731A266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B731A266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B731A266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-86FC5D66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-86FC5D66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-86FC5D66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9CCB5F90
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9CCB5F90
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9CCB5F90
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-10F35433
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-10F35433
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-10F35433
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145FD0E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145FD0E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145FD0E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7365ADF8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7365ADF8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7365ADF8
http://aws.amazon.com/iot-core/faqs/
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4C86F053
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4C86F053
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4C86F053
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-382CCFC0


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Device Management

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
DescribeTunnel API 
throttle limit

があるトランザクショ
ンのアカウントごとの 1 
秒あたりの最大数。

ListTagsForResource 
API throttle limit

ListTagsForResource を
呼び出すと発生する可
能性があるトランザク
ションのアカウントご
との 1 秒あたりの最大
数。

10 はい

ListTunnels API 
throttle limit

ListTunnels を呼び出す
と発生する可能性があ
るトランザクションの
アカウントごとの 1 秒
あたりの最大数。

10 はい

Maximum bandwidth 
per tunnel

トンネルあたりの最大
帯域幅 (kbps)。

800 いいえ

Maximum connection 
rate

トンネルに接続するた
めのトランザクション
の 1 秒あたりの最大
数。

10 はい

Maximum number of 
tags per resource

リソースあたりの使用
可能なタグの最大数。

50 いいえ

Maximum tag key 
length

タグキーの Unicode 文
字の最大数。各リソー
スとタグキーは、それ
ぞれ一意である必要が
あります。

128 いいえ

Maximum tag value 
length

タグ値の Unicode 文字
の最大数。各タグキー
が保持できる値は 1 つ
です。

256 いいえ

Maximum tunnel 
lifetime

トンネルの最大存続期
間 (時間)。トンネルに到
達後、この期間が過ぎ
ると、トンネルは閉鎖
されます。

12 いいえ

OpenTunnel API 
throttle limit

OpenTunnel を呼び出す
と発生する可能性があ
るトランザクションの
アカウントごとの 1 秒
あたりの最大数。

1 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-382CCFC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-382CCFC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60A7ED34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60A7ED34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60A7ED34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B7CAF86D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B7CAF86D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B7CAF86D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6D2A593E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6D2A593E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00511A32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00511A32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00511A32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CE4D15EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CE4D15EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47B4076F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47B4076F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B8CB01EA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B8CB01EA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-465123DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-465123DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E72C1C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E72C1C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E72C1C85


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Events

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TagResource API 
throttle limit

TagResource を呼び出
すと発生する可能性が
あるトランザクション
のアカウントごとの 1 
秒あたりの最大数。

10 はい

UntagResource API 
trottle limit

UntagResource を呼び
出すと発生する可能性
があるトランザクショ
ンのアカウントごとの 1 
秒あたりの最大数。

10 はい

AWS IoT Device Management のフリートハブ

フリートハブの制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

Number of 
applications per 
Region per AWS 
account

AWS アカウント ごとの
リージョンあたりのア
プリケーションの最大
数。

10 はい

フリートハブ API スロットリング制限

リソース クォータ 調整可能

Alarms リージョンごと、アカウントご
とに 100

はい

CreateApplication 10 TPS はい

DeleteApplication 10 TPS はい

DescribeApplication 10 TPS はい

ListApplications 10 TPS はい

ListTagsForResource 10 TPS はい

TagResource 10 TPS はい

UntagResource 10 TPS はい

UpdateApplication 10 TPS はい

AWS IoT Events エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5755407D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5755407D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5755407D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-BF877B05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-BF877B05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-BF877B05
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot-core
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
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「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
コントロールプレーンエンドポイント

次の表には、AWS IoT Events がコントロールプレーンオペレーション向けにサポートする AWS リージョ
ン固有のエンドポイントが記載されています。詳細については、AWS IoT Events API リファレンスの
「AWS IoT Events オペレーション」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iotevents.us-east-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iotevents.us-east-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iotevents.us-west-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iotevents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iotevents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iotevents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 iotevents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

データプレーンエンドポイント

次の表には、AWS IoT Events がデータプレーンオペレーション向けにサポートする AWS リージョン固有
のエンドポイントが記載されています。詳細については、AWS IoT Events API リファレンスの「AWS IoT 
Events データオペレーション」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

探知器モデルの定義サイズ サポートされている
各リージョン: 512 
KB

いい
え

探知器モデルの定義の最大
サイズ (KB)。

探知器モデルのバージョン サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントの 1 つの探
知器モデルのバージョンの
最大数。

デテクターモデル サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントのディテク
ターモデルの最大数。

入力あたりの探知器モデル サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

単一の入力に関連付けられ
るディテクターモデルの最
大数。

探知器モデルあたりの探知器 サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい ディテクターモデルで作成
されるディテクターの最大
数。

入力 サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントの入力の最
大数。

アラームモデルあたりの最大アクション数 サポートされている
各リージョン: 10

はい アラームモデルにおけるア
クションの最大数。

イベントあたりの最大アクション サポートされている
各リージョン: 10

はい ディテクターモデルのイベ
ントにおけるアクションの
最大数。

アラームモデルあたりの最大アラームモデ
ルバージョン数

サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントの単一の
ディテクターモデルのバー
ジョンの最大数。

アカウントあたりの最大アラームモデル数 サポートされている
各リージョン: 200

はい このアカウントのアラーム
モデルの最大数。

Version 1.0
584

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-1B3BA3EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-279A67DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-3ED590C1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-C031B6B8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-EB687A61
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-4E41133E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-2FA8EFB5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-134442DD
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

入力あたりの最大アラームモデル数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

単一の入力に関連付けられ
るアラームモデルの最大
数。

アラームモデルあたりの最大アラーム数 サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい アラームモデルで作成され
るアラームの最大数。

状態あたりの最大イベント サポートされている
各リージョン: 20

はい ディテクターモデルの特定
の状態におけるイベントの
最大数。

アラームあたりの最大メッセージ数/秒 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

アラームに送信できる 1 秒
あたりのメッセージの最大
数。

AWS IoT SiteWise アセットモデルのプロ
パティあたりのアラームモデルの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS IoT SiteWise アセット
モデルの特定のプロパティ
に対して作成できるアラー
ムモデルの最大数

アラームモデル内の通知アクションあたり
の最大受信者数

サポートされている
各リージョン: 10

はい アラームモデルの通知アク
ションで指定できる受信者
の最大数

1 秒あたりに評価される最大メッセージ数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントのすべての
ディテクターおよびアラー
ムについての 1 秒あたりの
メッセージ評価の最大数。

状態あたりの最大移行イベント サポートされている
各リージョン: 20

はい ディテクターモデルの特定
の状態における移行イベン
トの最大数。

メッセージサイズ サポートされている
各リージョン: 1 KB

はい メッセージの最大サイズ 
(KB)。

1 秒あたりの探知器ごとのメッセージ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ディテクターに送信される 
1 秒あたりのメッセージの
最大数。

最小タイマー時間 サポートされている
各リージョン: 60 秒

はい ディテクターモデルタイ
マーの設定可能な最小時間 
(秒)。

RUNNING 状態にあるディテクターモデル
解析の数

サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの 
RUNNING 状態のディテク
ターモデル解析の最大数。

探知器モデルの定義あたりの状態変数 サポートされている
各リージョン: 50

はい 探知器モデルの定義におけ
る状態変数の最大数。

ディテクターモデルあたりの状態 サポートされている
各リージョン: 20

はい ディテクターモデルにおけ
る状態の最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-52F0DBB4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-C0F716CA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-EBDD79FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-DE2C2CBE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-41C77D73
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-FCDB3431
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-1EE1AE32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-D86BAB00
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-18935129
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-46EA5101
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-0B548925
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

探知器ごとにスケジュールされたタイマー サポートされている
各リージョン: 5

はい ディテクターでスケジュー
ルされるタイマーの最大
数。

トリガー式 サポートされている
各リージョン: 20

はい 状態ごとのトリガー式の最
大数

詳細については、AWS IoT Events ユーザーガイドの「AWS IoT Events のクォータ」を参照してくださ
い。

AWS IoT FleetWise エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
AWS Control Tower の制限は 5,000 TPS です。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS リージョンにおける各アカウントの
キャンペーン数

サポートされている
各リージョン: 20

はい AWS リージョンにおける各
アカウントのキャンペーン
の最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの
モデルマニフェストのデコーダーマニフェ
スト数

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS リージョンにおける
各アカウントのモデルマニ
フェストのデコーダーマニ
フェストの最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの
モデルマニフェスト数

サポートされている
各リージョン: 150

はい AWS リージョンにおける
各アカウントのモデルマニ
フェストの最大数
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotevents/quotas/L-89B1F2C1
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https://docs.aws.amazon.com/iotevents/latest/developerguide/iotevents-quotas.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotfleetwise/quotas/L-17D821A8
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotfleetwise/quotas/L-72103FA9
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS リージョンにおける各アカウントの
シグナルカタログのノード数

サポートされている
各リージョン: 5,000

はい AWS リージョンにおける各
アカウントのシグナルカタ
ログのノードの最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの
シグナルカタログ数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

AWS リージョンにおける各
アカウントのシグナルカタ
ログの最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの
キャンペーンのシグナル数

サポートされている
各リージョン: 500

はい AWS リージョンにおける各
アカウントのキャンペーン
のシグナルの最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの
フリートの車両数

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい AWS リージョンにおける各
アカウントのフリートの車
両の最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの 
API リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 20

はい AWS リージョンにおける各
アカウントに、1 秒あたり
に送信できる API リクエス
トの最大数

AWS リージョンにおける各アカウントの
メッセージ取り込みレート

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS リージョンにおける
各アカウントに、AWS IoT 
FleetWise が 1 秒あたりに
取り込むことができるメッ
セージの最大数

AWS リージョンにおけるの各車両のメッ
セージ取り込みレート

サポートされている
各リージョン: 1

はい AWS リージョンにおけ
る各車両に、AWS IoT 
FleetWise が 1 秒あたりに
取り込むことができるメッ
セージの最大数

Note

AWS IoT FleetWise は、取り込みレートがデフォルトのクォータを超えると、車両からメッセー
ジをドロップします。キャンペーンとフリートの定義を見直して、予想されるメッセージ数を調
整してください。ドロップしたメッセージは復旧できません。

AWS IoT Wireless エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
次のセクションでは、AWS IoT Wireless のサービスエンドポイントについて説明します。AWS IoT Core 
for Amazon Sidewalk は、AWS リージョン us-east-1 でのみ使用できます。これらのエンドポイント
は、AWS IoT Wireless API リファレンスにあるオペレーションの実行に使用できます。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotfleetwise/quotas/L-FE285ED4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotfleetwise/quotas/L-86E70888
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参考情報:

• LoRaWAN ゲートウェイとデバイスへの接続と使用については、AWS IoT デベロッパーガイドの「ゲー
トウェイとデバイスの AWS IoT Core for LoRaWAN への接続」を参照してください。

• Amazon Sidewalk エンドデバイスに接続して使用するには、「AWS IoT デベロッパーガイド」の
「Sidewalk エンドデバイスを AWS IoT Core for Amazon Sidewalk に接続する」を参照してください。

トピック
• AWS IoT Core for LoRaWAN - コントロールプレーンエンドポイント (p. 588)
• AWS IoT Core for LoRaWAN – データプレーンエンドポイント (p. 588)

AWS IoT Core for LoRaWAN - コントロールプレーンエンドポイント

次の表に、AWS IoT Core for LoRaWAN - コントロールプレーンオペレーション向けの AWS リージョン固
有のエンドポイントを示します。

Note

AWS IoT Core for Amazon Sidewalk の場合は、us-east-1 AWS リージョン のエンドポイント
を使用します。

AWS IoT Wireless - コントロールプレーンエンドポイントでサポートされるオペレーションの詳細につい
ては、AWS IoT Wireless API リファレンスの「AWS IoT Wireless API オペレーション」を参照してくださ
い。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 api.iotwireless.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック 
(シドニー)

ap-southeast-2 api.iotwireless.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サンパウロ) sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN – データプレーンエンドポイント

AWS IoT Core for LoRaWAN - データプレーンエンドポイントは、各 AWS アカウントと AWS リージョン
に固有です。AWS IoT Core for LoRaWAN - AWS アカウント と AWS リージョン のデータプレーン API 
エンドポイントを検索するには、ここに記載されている「get-service-endpoint」CLI コマンド、または
「GetServiceEndpoint」REST API を使用します。

aws iotwireless get-service-endpoint
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このコマンドは、次の情報を返します。

• エンドポイント情報を取得するサービスタイプ。CUPS または LNS である場合があります。
• CUPS または LNS サーバー (指定されたエンドポイントによる) の信頼証明書。
• 次の形式のデータプレーン API エンドポイント:

account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com

ここで、service は cups または lns である場合があります。

次の表は、AWS IoT Core for LoRaWAN がサポートする各リージョンの AWS アカウント固有のエンドポ
イントの一般的な表現を示しています。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、アカウント固有のエンドポ
イントの account-specific-prefix が一般的なエンドポイント表現に示されている#######を置き換
えます。

LNS エンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 #######.lns.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com

WSS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 #######.lns.lorawan.us-
west-2.amazonaws.com

WSS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 #######.lns.lorawan.eu-
west-1.amazonaws.com

WSS

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 prefix.lns.lorawan.eu-
central-1.amazonaws.com

WSS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 #######.lns.lorawan.ap-
northeast-1.amazonaws.com

WSS

アジアパシフィック 
(シドニー)

ap-southeast-2 #######.lns.lorawan.ap-
southeast-2.amazonaws.com

WSS

南米 (サンパウロ) ap-east-1 prefix.lns.lorawan.sa-
east-1.amazonaws.com

WSS

次の表は、AWS IoT Core がサポートする各リージョンの AWS アカウント固有の CUPS エンドポイント
の一般的な表現を示しています。[Endpoint] (エンドポイント) 列では、アカウント固有のエンドポイント
の account-specific-prefix が一般的なエンドポイント表現に示されている#######を置き換えま
す。

CUPS エンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 #######.cups.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 #######.cups.lorawan.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 #######.cups.lorawan.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 prefix.cups.lorawan.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 #######.cups.lorawan.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック 
(シドニー)

ap-southeast-2 #######.cups.lorawan.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サンパウロ) ap-east-1 prefix.cups.lorawan.sa-
east-1.amazonaws.com

WSS

AWS IoT Wireless - データプレーンエンドポイントでサポートされるアクションの詳細については、AWS 
IoT Wireless API リファレンスの「AWS IoT Wireless APIプレーンオペレーション」を参照してくださ
い。

Service Quotas
次の表は、AWS IoT Wireless API の各アクションに対して実行できる 1 秒あたりのトランザクション 
(TPS) の最大数を示しています。これには、AWS IoT Core for LoRaWAN とAWS IoT Core for Amazon 
Sidewalk が含まれます。

内容
• ワイヤレスデバイスとデバイスデータのクォータ (p. 513)
• LoRaWAN ゲートウェイ API スロットリング (p. 592)
• プロファイルと送信先 API スロットリング (p. 594)
• FUOTA タスクとマルチキャストグループ API スロットリング (p. 595)
• Sidewalk とログ記録 API スロットリング (p. 595)
• ネットワークアナライザーとワイヤレスイベント API スロットリング (p. 597)
• タグ付けとエンドポイント API スロットリング (p. 597)
• AWS IoT Core デバイスの位置と追加の AWS IoT Wireless API 制限 (p. 597)

ワイヤレスデバイスとデバイスデータのクォータ

次のサービスクォータは、LoRaWAN および Sidewalk デバイスに適用されます。また、ワイヤレスデバイ
ス、ゲートウェイ、およびクラウド間で送信されるデバイスデータのクォータも含まれます。

AWS IoT Wireless デバイス API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

AssociateWirelessDeviceWithThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

CreateNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

CreateWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
CreateWirelessDevice

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

DeleteNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

DeleteWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

DisassociateWirelessDeviceFromThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

GetEventConfigurationByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessDevice

GetWirelessDevice の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

GetWirelessDeviceStatistics 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListEventConfigurations

ListEventConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

ListNetworkAnalyzerConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListWirelessDevices

ListWirelessDevices の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

SendDataToWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
TestWirelessDevice

TestWirelessDevice の 
TPS 制限

10 はい
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

UpdateEventConfigurationByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

UpdateWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

LoRaWAN ゲートウェイ API スロットリング

次の表には、LoRaWAN ゲートウェイで使用される API の最大 TPS を示しています。ゲートウェイ
は、LoRaWAN デバイスと AWS IoT Core for LoRaWAN 間でメッセージをルーティングします。

AWS IoT Wireless ゲートウェイ API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

AssociateWirelessGatewayWithCertificate 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithThing

AssociateWirelessGatewayWithThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateWirelessGateway

CreateWirelessGateway 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTask

CreateWirelessGatewayTask 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

CreateWirelessGatewayTaskDefinition 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
DeleteWirelessGateway

DeleteWirelessGateway 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTask

DeleteWirelessGatewayTask 
の TPS 制限

10 いいえ

DeleteWirelessGatewayTaskDefinition 
の TPS 制限

10 いいえ
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

DisassociateWirelessGatewayFromCertificate 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

DisassociateWirelessGatewayFromThing 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessGateway

GetWirelessGateway の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetWirelessGatewayCertificate

GetWirelessGatewayCertificate 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

GetWirelessGatewayFirmwareInformation 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayStatistics

GetWirelessGatewayStatistics 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTask

GetWirelessGatewayTask 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

GetWirelessGatewayTaskDefinition 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

ListWirelessGatewayTaskDefinitions 
の TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListWirelessGateways

ListWirelessGateways 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateWirelessGateway

UpdateWirelessGateway 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Wireless

プロファイルと送信先 API スロットリング

この表は、メッセージを他の AWS サービスにルーティングできるデバイスプロファイル、サービスプロ
ファイル、および送信先の最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless デバイスプロファイルと送信先 API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
CreateDestination

CreateDestination の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateDeviceProfile

CreateDeviceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateServiceProfile

CreateServiceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteDestination

DeleteDestination の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteDeviceProfile

DeleteDeviceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteServiceProfile

DeleteServiceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetDestination

GetDestination の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
GetDeviceProfile

GetDeviceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetServiceProfile

GetServiceProfile の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListDestinations

ListDestinations の TPS 
制限

10 はい

ListDeviceProfiles の 
TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Wireless

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
ListDeviceProfiles

TPS limit for 
ListServiceProfiles

ListServiceProfiles の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateDestination

UpdateDestination の 
TPS 制限

10 はい

FUOTA タスクとマルチキャストグループ API スロットリング

この表は、マルチキャストグループおよび FUOTA タスクで使用される API の最大 TPS を示しています。
マルチキャストグループを使用して、ダウンリンクメッセージを LoRaWAN デバイスのグループに送信で
きます。FUOTA タスクを使用すると、個々のデバイスまたはマルチキャストグループ内のデバイスのグ
ループでファームウェアアップデートを実行できます。

Sidewalk とログ記録 API スロットリング

この表は、Amazon Sidewark API およびリソースタイプに基づいてログレベル用に使用される API の最大 
TPS を示しています。

AWS IoT Wireless Sidewalk とログ記録 API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

AssociateAwsAccountWithPartnerAccount 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteWirelessDeviceImportTask

DeleteWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeregisterWirelessDevice

DeregisterWirelessDevice 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetLogLevelsByResourceTypes

GetLogLevelsByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetPartnerAccount

GetPartnerAccount の 
TPS 制限

10 はい

GetResourceLogLevel 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Wireless

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
GetResourceLogLevel

TPS limit for 
GetWirelessDeviceImportTask

GetWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

ListDevicesForWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListPartnerAccounts

ListPartnerAccounts の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListWirelessDeviceImportTasks

ListWirelessDeviceImportTasks 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
PutResourceLogLevel

PutResourceLogLevel 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ResetAllResourceLogLevels

ResetAllResourceLogLevels 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ResetResourceLogLevel

ResetResourceLogLevel 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

StartSingleWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartWirelessDeviceImportTask

StartWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

UpdateLogLevelsByResourceTypes 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdatePartnerAccount

UpdatePartnerAccount 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT Wireless

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
UpdateWirelessDeviceImportTask

UpdateWirelessDeviceImportTask 
の TPS 制限

10 はい

ネットワークアナライザーとワイヤレスイベント API スロットリング

この表は、ネットワークアナライザーと AWS IoT Wireless リソースのイベントで使用される API の最大 
TPS を示しています。ネットワークアナライザーを使用すると、LoRaWAN リソースをリアルタイムでモ
ニタリングおよびトラブルシューティングできます。

タグ付けとエンドポイント API スロットリング

この表では、GetServiceEndpoint API およびリソースのタグ付けに使用される API の最大 TPS を示
しています。

AWS IoT Wireless タグ付けと GetServiceEndpoint API スロットリング

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
GetServiceEndpoint

GetServiceEndpoint の 
TPS 制限

10 いいえ

TPS limit for 
ListTagsForResource

ListTagsForResource の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
TagResource

TagResource の TPS 制
限

10 はい

TPS limit for 
UntagResource

UntagResource の TPS 
制限

10 はい

AWS IoT Core デバイスの位置と追加の AWS IoT Wireless API 制限

この表は、その他の追加の AWS IoT Wireless API スロットリングの最大 TPS を示しています。

AWS IoT Wireless の制限とクォータ

制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

AssociateMulticastGroupWithFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能
TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CancelMulticastGroupSession

CancelMulticastGroupSession 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateFuotaTask

CreateFuotaTask の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
CreateMulticastGroup

CreateMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteFuotaTask

DeleteFuotaTask の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteMulticastGroup

DeleteMulticastGroup の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DeleteQueuedMessages

DeleteQueuedMessages 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
GetFuotaTask

GetFuotaTask の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
GetMulticastGroup

GetMulticastGroup の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetMulticastGroupSession

GetMulticastGroupSession 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

GetNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetPosition

GetPosition の TPS 制限 10 はい

TPS limit for 
GetPositionConfiguration

GetPositionConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetPositionEstimate

GetPositionEstimate の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetResourceEventConfiguration

GetResourceEventConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
GetResourcePosition

GetResourcePosition の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListFuotaTasks

ListFuotaTasks の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
ListMulticastGroups

ListMulticastGroups の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

ListMulticastGroupsByFuotaTask 
の TPS 制限

10 はい
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
ListPositionConfigurations

ListPositionConfigurations 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
ListQueuedMessages

ListQueuedMessages の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
PutPositionConfiguration

PutPositionConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
SendDataToMulticastGroup

SendDataToMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartFuotaTask

StartFuotaTask の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
StartMulticastGroupSession

StartMulticastGroupSession 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
StartNetworkAnalyzerStream

StartNetworkAnalyzerStream 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateFuotaTask

UpdateFuotaTask の 
TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateMulticastGroup

UpdateMulticastGroup 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

UpdateNetworkAnalyzerConfiguration 
の TPS 制限

10 はい
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制限の表示名 説明 デフォルト値 調整可能

TPS limit for 
UpdatePosition

UpdatePosition の TPS 
制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateResourceEventConfiguration

UpdateResourceEventConfiguration 
の TPS 制限

10 はい

TPS limit for 
UpdateResourcePosition

UpdateResourcePosition 
の TPS 制限

10 はい

AWS IoT Greengrass V1 エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
コントロールプレーンオペレーション

次の表に、グループ管理オペレーションのために AWS がサポートする AWS IoT Greengrass リージョン
固有のエンドポイントを示します。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 greengrass.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 greengrass.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 greengrass.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 greengrass.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 greengrass.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 greengrass.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT と 
HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

MQTT と 
HTTPS

HTTPS

AWS IoT デバイスオペレーション

シャドウ同期などの AWS IoT デバイス管理オペレーション用の AWS リージョン固有の Amazon Trust 
Services (ATS) エンドポイントを次の表に示します。これはデータプレーン API です。

アカウント固有エンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS コ
マンドを使用します。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2 prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

米国東部（バー
ジニア北部）

us-east-1 prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1 prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1 prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (東京)

ap-northeast-1 prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

中国 (北京) cn-north-1 prefix-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS、MQTT

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (ロンドン) eu-west-2 prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

AWS GovCloud 
(米国西部)

us-gov-west-1 prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

AWS GovCloud 
(米国東部)

us-gov-east-1 prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

Note

レガシー Verisign エンドポイントは、現在、一部のリージョン (p. 604)でサポートされていま
すが、ATS ルート認証機関 (CA) 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めしま
す。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

検出オペレーション

AWS検出 API を使用したデバイス検出オペレーションのための AWS IoT Greengrass リージョン固有の 
ATSエンドポイントを次の表に示します。これはデータプレーン API です。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2 greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (バー
ジニア北部)

us-east-1 greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1 greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1 greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-northeast-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (米
国西部)

us-gov-west-1 greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (米
国東部)

us-gov-east-1 greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

Note

レガシー Verisign エンドポイントは、現在のところ一部のリージョン (p. 604)でサポートされ
ていますが、ATS ルート CA 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。
詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

サポートされているレガシーエンドポイント

前述の表に示されている ATS ルート証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。
下位互換性のため、AWS IoT Greengrass では現在のところ次の AWS リージョンでレガシー Verisign 
エンドポイントがサポートされています。このサポートは、将来に終了する予定です。詳細について
は、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

レガシー Verisign エンドポイントを使用する場合、Verisign ルート CA 証明書を使用する必要がありま
す。
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AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バー
ジニア北部)

us-east-1 prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-northeast-1 prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アカウント固有のレガシーエンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type 
iot:Data コマンドを使用します。

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニア北
部)

us-east-1 greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-northeast-1 greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
AWS IoT Greengrass Cloud API

説明 デフォルト

AWS IoT グループあたりの AWS IoT Greengrass 
デバイスの最大数。

2500

1 グループあたりの Lambda 関数の最大数。 200

Lambda 関数あたりのリソースの最大数。 20

グループあたりのリソースの最大数。 200

AWS IoT Greengrass API での 1 秒あたりのトラン
ザクション (TPS) の最大数。

「」を参照してくださいthe section called 
“TPS” (p. 606)

1 グループあたりのサブスクリプションの最大数。 10000

1 グループあたりの Cloud をソースとして指定す
るサブスクリプションの最大数。

50

コアのモノ名の最大長。 UTF-8 エンコード文字で 124 バイト。

TPS

AWS IoT Greengrass API における 1 秒あたりの最大トランザクション数のデフォルトのクォータは、API 
および AWS を使用する AWS IoT Greengrass リージョンによって異なります。

ほとんどの API とサポートされる AWS リージョン (p. 601)では、デフォルトクォータが 30 になってい
ます。次の表に例外を示します。

API の例外

API デフォルト

CreateDeployment 20

AWS リージョンの例外

AWS リージョン デフォルト

中国 (北京) 10

AWS GovCloud (米国西部) 10

AWS GovCloud (米国東部) 10

このクォータは、AWS アカウント単位で適用されます。例えば、米国東部 (バージニア北部) リージョン
では、各アカウントに 30 TPS のデフォルトのクォータがあります。各 API (CreateGroupVersion や
ListFunctionDefinitions など) のクォータは 30 TPS です。これには、コントロールプレーンやデー
タプレーンオペレーションが含まれます。アカウントまたは API のクォータを超えるリクエストはスロッ
トリングされます。アカウントおよび API のクォータの引き上げ (特定の API のクォータなど) をリクエス
トする場合は、AWS エンタープライズサポートの担当者までお問い合わせください。
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AWS IoT Greengrass Core

説明 デフォルト

ソースとして Cloud を指定するルーティングテー
ブルエントリの最大数。

50 (AWS IoT サブスクリプションのクォータに一
致)

AWS IoT デバイスによって送信されるメッセージ
の最大サイズ。

128 KB (AWS IoT メッセージサイズのクォータに
一致)

Greengrass コアルーターのメッセージキューの最
小サイズ。

256 KB

トピック文字列の最大長。 UTF-8 エンコード文字で 256 バイト。

トピックまたはトピックのフィルター内のスラッ
シュ (/) の最大数。

7

Greengrass コアソフトウェアを実行するために必
要な最小ディスク容量。

128 MB

OTA 更新使用時 400 MB

Greengrass コアソフトウェアを実行するための最
小 RAM。

128 MB

ストリームマネージャー使用時 198 MB

Greengrass コアソフトウェアでは、Greengrass コアデバイスの IP アドレスを検出するサービスが提供さ
れています。この情報は AWS IoT Greengrass クラウドサービスに送信され、AWS IoT デバイスが接続す
る Greengrass コアの IP アドレスをダウンロードできます。

次のいずれかに当てはまる場合は、この機能を使用しないでください。

• Greengrass コアデバイスの IP アドレスが頻繁に変更される。
• Greengrass コアデバイスがグループ内の AWS IoT デバイスで常に使用できるわけではない。
• Greengrass コアに複数の IP アドレスがあり、AWS IoT デバイスが使用するアドレスを確実に特定でき

ない。
• 組織のセキュリティポリシーでは、デバイスの IP アドレスを AWS クラウドに送信することはできませ

ん。

AWS IoT Greengrass V2 エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
コントロールプレーンオペレーション

次の表に、AWS がコンポーネント、デバイス、およびデプロイを管理するオペレーションをサポートする 
AWS IoT Greengrass V2 リージョン固有のエンドポイントを示します。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 greengrass.us-east-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 greengrass.us-east-1.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 greengrass.us-west-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 greengrass.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

greengrass.ca-central-1.amazonaws.com

greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 greengrass.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 greengrass.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT と 
HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT と 
HTTPS

AWS IoT デバイスオペレーション
シャドウ同期などの AWS IoT デバイス管理オペレーション用の AWS リージョン固有の Amazon Trust 
Services (ATS) エンドポイントを次の表に示します。これはデータプレーン API です。

アカウント固有エンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS コ
マンドを使用します。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2 prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

米国東部（バー
ジニア北部）

us-east-1 prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1 prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1 prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (東京)

ap-northeast-1 prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

カナダ (中部) ca-central-1 prefix-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

中国 (北京) cn-north-1 prefix-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS、MQTT

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (ロンドン) eu-west-2 prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

AWS GovCloud 
(米国西部)

us-gov-west-1 prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

AWS GovCloud 
(米国東部)

us-gov-east-1 prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

Note

レガシー Verisign エンドポイントは、現在、一部のリージョン (p. 611)でサポートされていま
すが、ATS ルート認証機関 (CA) 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めしま
す。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

データプレーンオペレーション

次の表には、ResolveComponentCandidates などのデータプレーン API オペレーションのAWSリージョン
固有の ATS エンドポイントが含まれます 。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2 greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (バー
ジニア北部)

us-east-1 greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1 greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1 greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-northeast-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (米
国西部)

us-gov-west-1 greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (米
国東部)

us-gov-east-1 greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

Note

レガシー Verisign エンドポイントは、現在のところ一部のリージョン (p. 611)でサポートされ
ていますが、ATS ルート CA 証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。
詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

サポートされているレガシーエンドポイント

前述の表に示されている ATS ルート証明書を持つ ATS エンドポイントを使用することをお勧めします。
下位互換性のため、AWS IoT Greengrass V2 では現在のところ次の AWS リージョンでレガシー Verisign 
エンドポイントがサポートされています。このサポートは、将来に終了する予定です。詳細について
は、AWS IoT デベロッパーガイドの「サーバー認証」を参照してください。

レガシー Verisign エンドポイントを使用する場合、Verisign ルート CA 証明書を使用する必要がありま
す。

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バー
ジニア北部)

us-east-1 prefix。iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2 プレフィックスiot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 プレフィックスiot.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS、MQTT

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-northeast-1 プレフィックスiot.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS、MQTT

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1 プレフィックスiot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1 prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS、MQTT
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アカウント固有のレガシーエンドポイントを参照するには、aws iot describe-endpoint --endpoint-type 
iot:Data コマンドを使用します。

Data Plane Operations (Legacy Endpoints)

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニア北
部)

us-east-1 greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-northeast-1 greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
次の表では、AWS IoT Greengrass V2 のクォータについて説明します。これらのクォータの詳細および
クォータの引き上げをリクエストする方法については、AWS サービスクォータ (p. 8) を参照してくだ
さい。

コアデバイスのクォータ

リソース クォータ 調整可能

コアデバイスのモノ名の最大
長。

UTF-8 エンコード文字で 124 バ
イト。

いいえ

コンポーネントのクォータ

リソース クォータ 調整可能 コメント

コンポーネントの最大
数

リージョンあたり 5,000 
コンポーネント

はい  

コンポーネントバー
ジョンの最大数

リージョンごとのコン
ポーネントあたり 5,000 
バージョン

はい  

コンポーネントレシピ
の最大サイズ

16 KB いいえ  

コンポーネントアー
ティファクトの最大合
計サイズ

2 GB いいえ このクォータは、コン
ポーネントのすべての
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リソース クォータ 調整可能 コメント
アーティファクトの合
計に適用されます。

デプロイのクォータ

リソース クォータ 調整可能 コメント

モノのデプロイのため
のデプロイドキュメン
トの最大サイズ (大規模
な設定サポートなし)

7 KB いいえ デプロイドキュメント
には、コンポーネン
トの構成、デプロイ設
定、およびペイロード
オーバーヘッドが含ま
れています。

モノグループのデプロ
イのためのデプロイド
キュメントの最大サイ
ズ (大規模な設定サポー
トなし)

31 KB いいえ デプロイドキュメント
には、コンポーネン
トの構成、デプロイ設
定、およびペイロード
オーバーヘッドが含ま
れています。

大規模な設定サポート
を伴うデプロイドキュ
メントの最大サイズ

6 MB いいえ デプロイドキュメント
には、コンポーネン
トの構成、デプロイ設
定、およびペイロード
オーバーヘッドが含ま
れています。

API オペレーションのクォータ

リソース クォータ 調整可能 メモ

CreateComponentVersion 
のリクエストレート

リージョンあたり 1 秒
ごとに 1 リクエスト

いいえ  

その他の API オペレー
ションのリクエスト率

1 秒あたり、1 リージョ
ンあたり 30 リクエス
ト。

いいえ このクォータは、すべ
てのコントロールプ
レーンオペレーション
の API リクエストの合
計に適用されます。

例外

• 中国 (北京) – 1 秒、1 
リージョンあたり 10 
リクエスト

• AWS GovCloud (米国
西部) – 1 秒あたり、1 
リージョンあたり 10 
リクエスト

• AWS GovCloud (米国
東部) – 1 リージョン
ごとに 1 秒あたり 10 
リクエスト
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AWS IoT RoboRunner エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 iotroborunner.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 iotroborunner.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

送信先 サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きる送信先の最大数。

CreateDestination リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateDestination リクエス
トの最大数。

CreateSite リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateSite リクエストの最
大数。

CreateWorker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateWorker リクエストの
最大数。

CreateWorkerFleet リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateWorkerFleet リクエ
ストの最大数。

DeleteDestination リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteDestination リクエス
トの最大数。

DeleteSite リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteSite リクエストの最
大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteWorker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteWorker リクエストの
最大数。

DeleteWorkerFleet リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteWorkerFleet リクエス
トの最大数。

GetDestination リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
GetDestination リクエスト
の最大数。

GetSite リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
GetSite リクエストの最大
数。

GetWorker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
GetWorker リクエストの最
大数。

GetWorkerFleet リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
GetWorkerFleet リクエスト
の最大数。

ListDestinations リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListDestinations リクエスト
の最大数。

ListSites リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListSites リクエストの最大
数。

ListWorkerFleets リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListWorkerFleets リクエス
トの最大数。

ListWorkers リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListWorkers リクエストの最
大数。

UpdateDestination リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateDestination リクエス
トの最大数。

UpdateSite リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateSite リクエストの最
大数。

UpdateWorker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateWorker リクエスト
の最大数。

UpdateWorkerFleet リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateWorkerFleet リクエ
ストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

サイト サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きるサイトの最大数。

ワーカーフリート サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きるワーカーフリートの最
大数。

ワーカー サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きるワーカーの最大数。

AWS IoT SiteWise エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「AWS IoT SiteWise エンドポイント」を参照
してください。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アセットモデル階層ツリーの深さ サポートされている
各リージョン: 30

はい アセットモデル階層ツリー
の最大深度。

ゲートウェイあたりの OPC UA ソース数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ゲートウェイあたりの 
OPC-UA ソースの最大数。

1 リージョン、1 AWS アカウントあたりア
セットモデルの数

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントあたりの
リージョン単位でのアセッ
トモデルの最大数。

階層ツリーあたりのアセットモデル数 サポートされている
各リージョン: 100

はい 階層ツリーあたりのアセッ
トモデルの最大数。

アセットモデルあたりのアセット数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アセットモデルあたりのア
セットの最大数。

親アセットあたりの子アセット数 サポートされている
各リージョン: 2,000

はい 親アセットあたりの子ア
セットの最大数。

プロジェクトあたりのダッシュボード数 サポートされている
各リージョン: 100

はい プロジェクトあたりのダッ
シュボードの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アセットプロパティ、データ品質ごとの 1 
秒あたりのデータポイント数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

各アセットプロパティの
データ品質ごとの同じタ
イムスタンプ (秒) を持つ
データポイントの最大数。
各アセットプロパティにつ
いて、任意の秒に対して、
品質適合、品質不明、およ
び品質不良のデータポイン
トをこの数まで保存できま
す。

GetInterpolatedAssetPropertyValues の、
過去の開始日から今日までの日数

サポートされている
各リージョン: 28

はい 開始日から今日までの
最大日数。このクォータ
は、GetInterpolatedAssetPropertyValues 
リクエストの開始日
を過去に指定した場
合、startTimeInSeconds パ
ラメータに適用されます。

プロパティ式ごとの関数の数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つのプロパティ式で使用
できる関数の最大数。

1 リージョン、1 AWS アカウントあたりの
ゲートウェイの数

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたりの
リージョン単位でのゲート
ウェイの最大数。

アセットモデルあたりの階層定義数 サポートされている
各リージョン: 30

はい アセットモデルあたりの階
層定義の最大数。

ダッシュボードによる可視化あたりのメト
リクス数

サポートされている
各リージョン: 5

はい ダッシュボードによる可視
化あたりのメトリクスの最
大数。

子アセットモデルあたりの親アセットモデ
ル数。

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 子アセットモデルあたりの
親アセットモデルの最大
数。

1 リージョン、1 AWS アカウントあたりの
ポータル数

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたりの
リージョン単位でのポータ
ルの最大数。

ポータルあたりのプロジェクト数 サポートされている
各リージョン: 100

はい ポータルあたりのプロジェ
クトの最大数。

アセットモデルあたりのプロパティ数 サポートされている
各リージョン: 500

はい アセットモデルあたりのプ
ロパティの最大数。

1 つのプロパティに依存するプロパティの
数

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

すべてのプロパティ式の定
義に従って 1 つのプロパ
ティに直接または間接的に
依存するプロパティの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 つのプロパティに直接依存するプロパ
ティの数

サポートされている
各リージョン: 20

はい すべてのプロパティ式の定
義に従って 1 つのプロパ
ティに直接依存するプロパ
ティの最大数。

プロパティ式あたりのプロパティ変数の数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つのプロパティ式で使用
できるプロパティ変数の最
大数。

GetInterpolatedAssetPropertyValues リク
エストあたりの結果の数

サポートされている
各リージョン: 10

はい ページ割りされた 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
リクエストあたりの返す結
果の最大数。

プロジェクトあたりのルートアセット数 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

プロジェクトあたりの関連
付けられるルートアセット
の最大数。

ダッシュボードあたりの可視化数 サポートされている
各リージョン: 10

はい ダッシュボードあたりの可
視化の最大数。

アセットプロパティあたりの取り込まれる 
BatchPutAssetPropertyValue エントリの
レート

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

AWS アカウントあたり
のリージョン単位での
各アセットプロパティ
で 1 秒間に取り込まれる 
BatchPutAssetPropertyValue 
エントリの最大数。

アセットプロパティあたりの 
GetAssetPropertyAggregates リクエストと 
BatchGetAssetPropertyAggregates エント
リのクエリのレート

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

AWS アカウントあたり
のリージョン単位での
各アセットプロパティ
に対する 1 秒あたりの 
GetAssetPropertyAggregates 
リクエストと 
BatchGetAssetPropertyAggregates 
エントリの合計の最大数。

アセットプロパティあたりの 
GetAssetPropertyValue リクエストと 
BatchGetAssetPropertyValue エントリのク
エリのレート

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

AWS アカウントあたり
のリージョン単位での
各アセットプロパティ
に対する 1 秒あたりの 
GetAssetPropertyValue 
リクエストと 
BatchGetAssetPropertyValue 
エントリの合計の最大数。

アセットプロパティあたりの 
GetAssetPropertyValueHistory リクエスト
と BatchGetAssetPropertyValueHistory エ
ントリのクエリのレート

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

AWS アカウントあたり
のリージョン単位での
各アセットプロパティ
に対する 1 秒あたりの 
GetAssetPropertyValueHistory 
リクエストと 
BatchGetAssetPropertyValueHistory 
エントリの合計の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetInterpolatedAssetPropertyValues リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
リクエストの最大数。

取り込まれたデータポイントの割合 サポートされている
各リージョン: 5,000

はい AWS アカウントあたりの
リージョン単位での 1 秒間
に取り込まれるタイムスタ
ンプ品質値 (TQV) データポ
イントの最大数。

AssociateAssets のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
AssociateAssets に対する 1 
秒あたりの最大リクエスト
数。

AssociateTimeSeriesToAssetProperty のリ
クエストレート

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
AssociateTimeSeriesToAssetProperty 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

BatchGetAssetPropertyAggregates のリク
エストレート

サポートされている
各リージョン: 200

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
BatchGetAssetPropertyAggregates 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

BatchGetAssetPropertyValue のリクエスト
レート

サポートされている
各リージョン: 500

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
BatchGetAssetPropertyValue 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

BatchGetAssetPropertyValueHistory のリク
エストレート

サポートされている
各リージョン: 200

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
BatchGetAssetPropertyValueHistory 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

BatchPutAssetPropertyValue のリクエスト
レート

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
BatchPutAssetPropertyValue 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

CreateAsset のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
CreateAsset に対する 1 秒
あたりの最大リクエスト
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateAssetModel のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
CreateAssetModel に対する 
1 秒あたりの最大リクエス
ト数。

DeleteAsset のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 50

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DeleteAsset に対する 1 秒
あたりの最大リクエスト
数。

DeleteAssetModel のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DeleteAssetModel に対する 
1 秒あたりの最大リクエス
ト数。

DeleteTimeSeries のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DeleteTimeSeries に対する 
1 秒あたりの最大リクエス
ト数。

DescribeAsset のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 150

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeAsset に対する 1 
秒あたりの最大リクエスト
数。

DescribeAssetModel のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 150

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeAssetModel に対す
る 1 秒あたりの最大リクエ
スト数。

DescribeAssetProperty のリクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 150

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeAssetProperty に対
する 1 秒あたりの最大リク
エスト数。

DescribeDefaultEncryptionConfiguration の
リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeDefaultEncryptionConfiguration 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

DescribeLoggingOptions のリクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 150

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeLoggingOptions に
対する 1 秒あたりの最大リ
クエスト数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT SiteWise

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeStorageConfiguration のリクエス
トレート

サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeStorageConfiguration 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

DescribeTimeSeries のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 150

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DescribeTimeSeries に対す
る 1 秒あたりの最大リクエ
スト数。

DisassociateAssets のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DisassociateAssets に対す
る 1 秒あたりの最大リクエ
スト数。

DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty 
のリクエストレート

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

GetAssetPropertyAggregates のリクエスト
レート

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
GetAssetPropertyAggregates 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

GetAssetPropertyValue のリクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
GetAssetPropertyValue に
対する 1 秒あたりの最大リ
クエスト数。

GetAssetPropertyValueHistory のリクエス
トレート

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
GetAssetPropertyValueHistory 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

ListAssetModels のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
ListAssetModels に対する 1 
秒あたりの最大リクエスト
数。

ListAssetRelationships のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 30

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
ListAssetRelationships に対
する 1 秒あたりの最大リク
エスト数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT SiteWise

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListAssets のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 30

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
ListAssets に対する 1 秒あ
たりの最大リクエスト数。

ListAssociatedAssets のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 30

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
ListAssociatedAssets に対
する 1 秒あたりの最大リク
エスト数。

ListTagsForResource のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
ListTagsForResource に対
する 1 秒あたりの最大リク
エスト数。

ListTimeSeries のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 30

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
ListTimeSeries に対する 1 
秒あたりの最大リクエスト
数。

PutDefaultEncryptionConfiguration のリク
エストレート

サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
PutDefaultEncryptionConfiguration 
に対する 1 秒あたりの最大
リクエスト数。

PutLoggingOptions のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 30

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
PutLoggingOptions に対す
る 1 秒あたりの最大リクエ
スト数。

PutStorageConfiguration のリクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
PutStorageConfiguration に
対する 1 秒あたりの最大リ
クエスト数。

TagResource のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
TagResource に対する 1 
秒あたりの最大リクエスト
数。

UntagResource のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
UntagResource に対する 1 
秒あたりの最大リクエスト
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT TwinMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateAsset のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
UpdateAsset に対する 1 秒
あたりの最大リクエスト
数。

UpdateAssetModel のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
UpdateAssetModel に対す
る 1 秒あたりの最大リクエ
スト数。

UpdateAssetProperty のリクエストレート サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントあたり
のリージョン単位での 
UpdateAssetProperty に対
する 1 秒あたりの最大リク
エスト数。

詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの「AWS IoT SiteWise のクォータ」を参照してくだ
さい。

AWS IoT TwinMaker エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
624

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotsitewise/quotas/L-5ABA0B04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotsitewise/quotas/L-A2DC172E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotsitewise/quotas/L-0ED7CAC0
https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/quotas.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS IoT TwinMaker

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

親エンティティあたりの子エンティティ サポートされている
各リージョン: 100

はい エンティティ階層ツリーに
おける 1 つのエンティティ
の直接の子の最大数。

ワークスペースあたりのコンポーネントタ
イプ

サポートされている
各リージョン: 150

はい ワークスペースあたりの一
意のコンポーネントタイプ
の最大数。

エンティティあたりのコンポーネント サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 つのエンティティで定義
できるコンポーネントの最
大数。

コンポーネントタイプ階層の深さ サポートされている
各リージョン: 10

はい コンポーネントタイプ階層
ツリーの最大深度。

エンティティ階層の深さ サポートされている
各リージョン: 10

はい エンティティ階層ツリーの
最大深度。

ワークスペースあたりのエンティティ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい ワークスペースあたりのエ
ンティティの最大数。

子コンポーネントタイプあたりの親コン
ポーネントタイプ

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 つのコンポーネントタ
イプに含めることがで
きる複数継承の親コン
ポーネントタイプまたは
「extendsFrom」関係の最
大数。

コンポーネントタイプまたはコンポーネン
トあたりのプロパティ

サポートされている
各リージョン: 200

はい コンポーネントタイプで定
義するか特定のコンポーネ
ントインスタンスに追加で
きるプロパティの最大数。

ワークスペースあたりのシーン サポートされている
各リージョン: 100

はい ワークスペース内のシーン
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon IVS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ARN を持つ任意のリソース 
(ワークスペース、エンティ
ティ、コンポーネントタイ
プなど) に配置できるタグの
最大数。

このアカウントの現在のリージョンにおけ
るワークスペース

サポートされている
各リージョン: 15

はい このアカウントの現在の
リージョンにおけるワーク
スペースの最大数。

AWS IoT TwinMaker API スロットリングの制限
このトピックは、AWS アカウント毎に AWS IoT TwinMaker API アクションに対して実行できる 1 秒あた
りのトランザクション (TPS) の最大数を示しています。

• モデルとシーン API オペレーションのリクエストレート制限:AWS アカウントあたり 10 TPS。
• データの読み取りおよび書き込み API オペレーションのリクエストレート制限:AWS アカウントあたり 

100 TPS。

Note

TPS 制限はすべてのリージョンに適用され、調整できません。

Amazon Interactive Video Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon IVS は、API を使用して、IVS ストリーミングアプリケーションおよびステージを設定および構
成します。Amazon IVS Chat は、メインチャット API を使用してチャットルームをセットアップして管理
し、チャットメッセージング API を使用してチャットメッセージを送受信します。

IVS エンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコ
ル

米国東部 (バージニア
北部)

us-east-1 ivs.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 ivs.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ivs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon IVS

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコ
ル

アジアパシフィック 
(ソウル)

ap-northeast-2 ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 ivs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 ivs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

IVS ステージエンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコ
ル

米国東部 (バージニア
北部)

us-east-1 ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(ソウル)

ap-northeast-2 ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

IVS チャットエンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコ
ル

米国東部 (バージニア
北部)

us-east-1 ivschat.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 ivschat.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ivschat.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(ソウル)

ap-northeast-2 ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon IVS

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコ
ル

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 ivschat.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 ivschat.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

IVS チャットメッセージングエンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコ
ル

米国東部 (バージニア
北部)

us-east-1 edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com WSS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com WSS

アジアパシフィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com WSS

アジアパシフィック 
(ソウル)

ap-northeast-2 edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com WSS

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com WSS

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com WSS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com WSS

Service Quotas
詳細については、「Amazon IVS ユーザーガイド」の「Service Quotas」を参照してください。

不一致がある場合は、「ユーザーガイド」の説明に従ってください。

IVS クォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

チャネル 5,000 はい AWS リージョン あたりの最大チャネル数。

同時実行ストリーム 100 はい AWS リージョン ごとに同時にストリーミング可能
なチャネルの最大数。このしきい値を超えると、
ストリームは拒否されます。

同時実行ビュー 15,000 はい AWS リージョンの全チャネルでライブチャネルを
同時に再生できる視聴の最大数。(視聴は、動画を
アクティブにダウンロードまたは再生している固
有の視聴セッションです。)

取り込みビットレート 
(チャネルタイプ BASIC)

1.5 Mbps 
または 3.5 
Mbps

いいえ type が BASIC であるチャネルにストリーミング
できる最大ビット/秒。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon IVS

名前 デフォルト 調整可能 説明
• 入力ビデオ品質が 480p 以下の場合、デフォルト

のクォータは 1.5 Mbps です。
• 入力ビデオ品質が 480p 以上の場合、デフォルト

のクォータは 3.5 Mbps です。

警告: このしきい値を超えると、ストリームは
ただちに切断される可能性があります。チャネ
ルの type の詳細については、Amazon IVS API 
Reference を参照してください。

取り込みビットレー
ト (チャネルタイプ
STANDARD)

8.5 Mbps いいえ type が STANDARD であるチャネルにストリーミ
ングできる最大ビット/秒 (デフォルト)。警告: この
しきい値を超えると、ストリームはただちに切断
される可能性があります。チャネルの type の詳
細については、Amazon IVS API Reference を参照
してください。

Ingest Resolution 1080p (合
計 210 万
ピクセ
ル、1920 
ピクセル/
エッジ)

いいえ チャネルにストリーミングできる最大解像度 (そ
の type に関係なく)。関連するしきい値には、合
計ピクセルとエッジあたりピクセルの 2 つがあり
ます。警告: いずれかのしきい値を超えると、スト
リームはただちに切断される可能性があります。
チャネルの type の詳細については、Amazon IVS 
API Reference を参照してください。

メタデータのペイロー
ド

1 KB いいえ PutMetadata リクエストペイロードの最大サイズ 
(Amazon IVS API)。

参加者の発行またはサ
ブスクライブ期間

24 いいえ 参加者がステージを発行またはサブスクライブし
続けることができる最大期間 (時間)。

再生認証キーペア 3 いいえ AWS リージョン ごとの再生認証キーペアの最大
数。

再生トークンのサイズ 2 KB いいえ 再生の開始に使用される JSON Web Token (JWT) 
の最大サイズ。

チャンネルあたりの 
PutMetadata レート

5 いいえ チャネルごとの 1 秒あたりの PutMetadata トラ
ンザクションの最大数。

記録設定 20 はい AWS リージョン あたりの録画設定の最大数。

ステージ参加者 12 いいえ 一度にステージに接続できる参加者の最大数。

ステージ 100 はい AWS リージョン あたりのステージの最大数。

ストリームキー 1 いいえ チャネルあたりのストリームキーの最大数。

IVS チャットのクォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

同時チャット接続 50,000 はい アカウントごとに、AWS リージョン のすべての
ルームで同時接続できるチャットの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Kendra

名前 デフォルト 調整可能 説明

ログ作成設定 10 はい 現在の AWS リージョン のアカウントごとに作成
できるログ作成設定の最大数。

メッセージレビューハ
ンドラのタイムアウト
期間

200 いいえ 現在の AWS リージョン のすべてのメッセージ
レビューハンドラのタイムアウト期間 (ミリ秒単
位)。これを超えると、メッセージレビューハンド
ラ用に設定した fallbackResult フィールドの
値に応じて、メッセージが許可または拒否されま
す。

すべてのルームでの 
DeleteMessage リクエ
ストのレート

100 はい すべてのルームで 1 秒あたりに実行できる
DeleteMessage リクエストの最大数。リクエス
トは、Amazon IVS Chat API または Amazon IVS 
Chat メッセージング API (WebSocket) のいずれか
から送信できます。

すべてのルームでの 
DisconnectUser リクエ
ストのレート

100 はい すべてのルームで 1 秒あたりに実行できる
DisconnectUser リクエストの最大数。リクエス
トは、Amazon IVS Chat API または Amazon IVS 
Chat メッセージング API (WebSocket) のいずれか
から送信できます。

接続あたりのメッセー
ジングリクエストの
レート

10 いいえ チャット接続が実行できる 1 秒あたりのメッセー
ジングリクエストの最大数。

すべてのルームでの 
SendMessage リクエス
トのレート

1,000 はい すべてのルームで 1 秒あたりに実行できる
SendMessage リクエストの最大数。これらのリク
エストは、Amazon IVS Chat メッセージング API 
(WebSocket) から送信されます。

ルームあたりの 
SendMessage リクエス
トのレート

100 いいえ いずれかのルームで 1 秒あたりに実行でき
る SendMessage リクエストの最大数。
これは、[Create Room] (ルームの作成) 
および [Update Room] (ルームの更新) の
maximumMessageRatePerSecond フィールドで
設定できます。これらのリクエストは、Amazon 
IVS Chat メッセージング API (WebSocket) から送
信されます。

ルーム 50,000 はい アカウントあたり、AWS リージョン あたりの
チャットルームの最大数。

Amazon Kendra エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Kendra

サービスエンドポイント
Amazon Kendra

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kendra.us-east-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kendra.us-east-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kendra.us-west-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kendra.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kendra.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kendra.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Amazon Kendra インテリジェントランキング

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kendra-ranking.us-east-2.api.aws HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kendra-ranking.us-east-1.api.aws HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Kendra

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kendra-ranking.us-west-2.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kendra-ranking.ap-south-1.api.aws HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kendra-ranking.ca-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kendra-ranking.eu-west-1.api.aws HTTPS

Service Quotas

Amazon Kendra

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クエリテキストの文字 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい クエリテキストの最大文字
数。

データソース (デベロッパー版) サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

デベロッパーエディション
インデックスあたりのデー
タソースの最大数。

データソース (エンタープライズエディ
ション)

サポートされている
各リージョン: 50

はい エンタープライズエディ
ションインデックスあたり
のデータソースの最大数。

デベロッパーエディションインデックス サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントごとに作成でき
るデベロッパーエディショ
ンインデックスの最大数。

Enterprise エディションのインデックス サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントごとに作成でき
るエンタープライズエディ
ションインデックスの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Kendra

名前 デフォルト 調整
可能

説明

抽出された文字サイズ サポートされている
各リージョン: 5 MB

はい 取り込み可能なファイルか
ら抽出されるテキストの最
大サイズ (MB)。

よくある質問 サポートされている
各リージョン: 30

はい インデックスごとに作成で
きるよくある質問の最大
数。

注目の結果セットあたりの注目のドキュメ
ント

サポートされている
各リージョン: 4

はい 注目の結果セットあたりの
注目のドキュメントの最大
数。

インデックスあたりの注目の結果セット サポートされている
各リージョン: 50

はい インデックスあたりの主要
な結果セットの最大数。

ファイルサイズ サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

はい 取り込み可能なファイルの
最大サイズ (MB)。

取り込み属性文字列リストのサイズ サポートされている
各リージョン: 10

はい 取り込み属性あたりの文字
列リストの最大サイズ。

クエリ提案ブロックリストの項目 サポートされてい
る各リージョン: 
20,000

はい クエリ提案ブロックリスト
の項目の最大数。

クエリ属性ユーザーグループリストのサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 10

はい クエリ属性あたりのユー
ザーグループリストの最大
サイズ。

クエリキャパシティーユニット サポートされている
各リージョン: 100

はい インデックスあたりのクエ
リキャパシティユニットの
最大数。

クエリ提案ブロックリストのファイルサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 2 MB

はい クエリ提案ブロックリス
トファイルの最大サイズ 
(MB)。

クエリ提案ブロックリスト サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

インデックスあたりのクエ
リ提案ブロックリストの最
大数。

API で返されるクエリ提案 サポートされている
各リージョン: 10

はい GetQuerySuggestions API 
呼び出しで返されるクエリ
提案の最大数。

スペル修正クエリ提案 サポートされている
各リージョン: 1

はい クエリ API 呼び出しで返さ
れるスペル修正クエリ提案
の最大数。

ストレージキャパシティーユニット サポートされている
各リージョン: 100

はい インデックスあたりのスト
レージキャパシティユニッ
トの最大数。

シソーラスあたりのシノニムルール サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい シソーラスあたりのシノニ
ムルールの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Keyspaces

名前 デフォルト 調整
可能

説明

用語あたりのシノニム サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

インデックスにある全シ
ソーラスのシノニムの用語
あたりの最大数。

Thesauri サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

インデックスあたりのシ
ソーラスの最大数。

シソーラスファイルのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 MB

はい シソーラスファイルの最大
サイズ (MB)。

Amazon Kendra インテリジェントランキング

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 回の Rescore リクエストにつき、グルー
プあたりのドキュメントの最大数

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

再スコアリングの各リクエ
ストのグループあたりのド
キュメントの最大数。

実行計画あたりのリスコアキャパシティー
ユニットの最大数

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

実行プランあたりの再ス
コアリングキャパシティユ
ニットの最大数。

ドキュメント本文あたりのトークンの最大
数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

1 つのドキュメントの本文
に含まれるトークンの最大
数。

ドキュメントタイトルあたりのトークンの
最大数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 つのドキュメントのタイ
トルに含まれるトークンの
最大数。

Rescore リクエストあたりのユニークド
キュメントの最大数

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

再スコアリングリクエスト
あたりの一意のドキュメン
ト (または一意のグループ) 
の最大数。

アカウントあたりのリスコアキャパシ
ティーユニットの最大数

サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントあたりの再スコ
アリング実行プランの最大
数。

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) エンド
ポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Version 1.0
634

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kendra/quotas/L-C0EA1398
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kendra-ranking/quotas/L-B6E8F579


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Keyspaces

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cassandra.us-east-2.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cassandra.us-east-1.amazonaws.com

cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

TLS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cassandra.us-west-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cassandra.us-west-2.amazonaws.com

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS お
よび TLS

TLS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cassandra.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cassandra.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cassandra.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cassandra.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cassandra.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Keyspaces

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cassandra.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

欧州 (パリ) eu-west-3 cassandra.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cassandra.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cassandra.me-south-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cassandra.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS お
よび TLS

次の AWS リージョンでは、FIPS エンドポイントを使用できます。

リージョン
名

リージョン FIPS エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com TLS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com TLS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントレベルの読み込みスループット
クォータ (プロビジョニングモード)

サポートされてい
る各リージョン: 
80,000

はい 各リージョンのアカウ
ントに割り当てられる総
読み取りキャパシティユ
ニット (RCU) の最大数。
プロビジョニングされた
読み取り/書き込みキャ
パシティモードのテーブ
ルにのみ適用されます。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Keyspaces

名前 デフォルト 調整
可能

説明

quotas.html を参照してくだ
さい。

アカウントレベルの書き込みスループット
クォータ (プロビジョニングモード)

サポートされてい
る各リージョン: 
80,000

はい 各リージョンのアカウ
ントに割り当てられる総
書き込みキャパシティユ
ニット (WCU) の最大数。
プロビジョニングされた
読み取り/書き込みキャ
パシティモードのテーブ
ルにのみ適用されます。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

同時実行 DDL オペレーション サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リージョンごとに許可
される同時実行 DDL オ
ペレーションの最大数。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

リージョンあたりの Keyspaces サポートされている
各リージョン: 256

はい リージョンごとに作成でき
るキースペースの最大数。

最大スキーマサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
358,400 バイト

いい
え

テーブルスキーマ
の最大サイズ。詳細
については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

ポイントインタイムリカバリ (PITR) を使
用してリストアされるデータの最大量

サポートされている
各リージョン: 5 TB

はい 24 時間以内に PITR を使用
して復元できるデータの最
大サイズ。

クラスタリングキーの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 850 
バイト

いい
え

すべてのクラスタリン
グ列を合わせた最大サイ
ズ。メタデータの各クラ
スタリング列の生サイズ
に、最大 4 バイトのスト
レージが追加されます。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Keyspaces

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ポイントインタイムリカバリ (PITR) を使
用した最大同時実行テーブルリストア

サポートされている
各リージョン: 4

はい サブスクライバー 1 名あた
りの PITR による最大同時
テーブル復元数は 4 です。

パーティションキーの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 2,048 
バイト

いい
え

複合パーティションキーの
最大サイズ。メタデータ
のパーティションキーに
含まれる各列の生サイズ
に、最大 3 バイトのスト
レージが追加されます。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

最大行サイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

静的列データを除く
最大行サイズ。詳細
については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

論理パーティションあたりの最大静的デー
タ

サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

論理パーティション
内の静的データの最
大集計サイズ。詳細
については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

テーブルレベルの読み取りスループットの
クォータ

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい リージョン内のテーブル
に割り当て可能な最大読
み取りスループット (1 秒
あたりの RCU と RRU)。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。

テーブルレベルの書き込みスループットの
クォータ

サポートされてい
る各リージョン: 
40,000

はい リージョンごとのテーブル
に割り当て可能な最大書
き込みスループット (1 秒
あたりの WCU と WRU)。
詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html を参照してくだ
さい。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりのテーブル サポートされている
各リージョン: 256

はい キースペース全体でリー
ジョンごとに作成できる
テーブルの最大数。

詳細については、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) デベロッパーガイドの Amazon Keyspaces 
(Apache Cassandra 用) のクォータを参照してください。

AWS Key Management Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kms.us-east-2.amazonaws.com

kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kms.us-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 kms.us-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kms.us-west-2.amazonaws.com

kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 kms.af-south-1.amazonaws.com

kms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 kms.ap-east-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 kms.ap-south-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

kms.ap-southeast-3.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

kms.ap-southeast-4.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kms.ap-south-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

kms.ap-northeast-3.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

kms.ap-northeast-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kms.ap-southeast-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kms.ap-southeast-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kms.ap-northeast-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kms.ca-central-1.amazonaws.com

kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

kms.eu-central-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kms.eu-west-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 kms.eu-west-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 kms.eu-south-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (パリ) eu-west-3 kms.eu-west-3.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 kms.eu-south-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 kms.eu-north-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

kms.eu-central-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

kms.me-south-1.amazonaws.com

kms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

kms.me-central-1.amazonaws.com

kms-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 kms.sa-east-1.amazonaws.com

kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

kms.us-gov-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

kms.us-gov-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CMK あたりのエイリアス サポートされている
各リージョン: 50

はい この AWS アカウントの各 
AWS リージョンで許可さ
れるカスタマー作成エイ
リアスの CMK あたりの最
大数。AWS が aws/ プレ
フィックス付きでアカウ
ントに作成したエイリアス
は、このクォータにカウン
トされません。 エイリアス
は 、 カスタマーマスター
キー (CMK) のフレンドリ名
です。各エイリアスは 1 つ
の CMK に関連付けられま
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

すが、1 つの CMK に複数の
エイリアスを設定すること
ができます。

CancelKeyDeletion リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
CancelKeyDeletion リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このオペ
レーションのリクエストを
拒否します。

ConnectCustomKeyStore リクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
ConnectCustomKeyStore 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

CreateAlias リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの CreateAlias 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

CreateCustomKeyStore リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
CreateCustomKeyStore リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

CreateGrant リクエストレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりの CreateGrant 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

CreateKey リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの CreateKey リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Cryptographic operations (ECC) リクエス
トレート

サポートされている
各リージョン: 300/
秒

はい 1 秒あたりの ECC CMK に
よる署名および検証リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このタイ
プのリクエストを拒否しま
す。

Cryptographic operations (RSA) リクエスト
レート

サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 1 秒あたりの RSA CMK 
による暗号化操作のリ
クエストの最大数。この
共有クォータは、RSA 
CMK による暗号化、復号
化、ReEncrypt、署名、検証
のリクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。

暗号化オペレーション (対称) リクエスト
レート

us-east-1: 50,000/秒

us-east-2: 10,000/秒

us-west-2: 50,000/秒

ap-northeast-1: 
10,000/秒

ap-southeast-1: 
10,000/秒

ap-southeast-2: 
10,000/秒

eu-central-1: 10,000/
秒

eu-west-1: 50,000/秒

eu-west-2: 10,000/秒

他のサポートされて
いる各リージョン: 
5,500/秒

はい 1 秒あたりの対称 CMK 
による暗号化オペレー
ションのリクエストの
最大数。この共有クォー
タは、復号化、暗号
化、GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateMac、GenerateRandom、ReEncrypt、VerifyMac 
のリクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。

カスタムキーストア サポートされている
各リージョン: 10

はい この AWS アカウントの各 
AWS リージョンで許可さ
れるカスタムキーストアの
最大数。このクォータは、
接続状態に関係なく、AWS 
CloudHSM キーストアと外
部キーストアを含むカスタ
ムキーストアの総数に適用
されます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

カスタマーマスターキー (CMK) サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい この AWS アカウントの
各 AWS リージョンで許可
されるカスタマー管理の 
CMK の最大数。この制限
は、AWS 管理の CMK には
適用されません。

DeleteAlias リクエストレート サポートされている
各リージョン: 15/秒

はい 1 秒あたりの DeleteAlias 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

DeleteCustomKeyStore リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
DeleteCustomKeyStore リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

DeleteImportedKeyMaterial リクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
DeleteImportedKeyMaterial 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

DescribeCustomKeyStores リクエストレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
DescribeCustomKeyStores 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

DescribeKey リクエストレート サポートされてい
る各リージョン: 
2,000/秒

はい 1 秒あたりの DescribeKey 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

DisableKey リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの DisableKey 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DisableKeyRotation リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
DisableKeyRotation リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このオペ
レーションのリクエストを
拒否します。

DisconnectCustomKeyStore リクエスト
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
DisconnectCustomKeyStore 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

EnableKey リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの EnableKey リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

EnableKeyRotation リクエストレート サポートされている
各リージョン: 15/秒

はい 1 秒あたりの 
EnableKeyRotation リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このオペ
レーションのリクエストを
拒否します。

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) 
リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 25/秒

はい ECC_NIST_P256 データ
キーペアを生成するリク
エストの 1 秒あたりの
最大数。この共有クォー
タは、ECC_NIST_P256 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) 
リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい ECC_NIST_P384 データ
キーペアを生成するリク
エストの 1 秒あたりの
最大数。この共有クォー
タは、ECC_NIST_P384 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) 
リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい ECC_NIST_P521 データ
キーペアを生成するリク
エストの 1 秒あたりの
最大数。この共有クォー
タは、ECC_NIST_P521 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。

GenerateDataKeyPair 
(ECC_SECG_P256K1) リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 25/秒

はい ECC_SECG_P256K1 デー
タキーペアを生成するリ
クエストの 1 秒あたりの
最大数。この共有クォータ
は、ECC_SECG_P256K1 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GenerateDataKeyPair (RSA_2048) リクエ
ストレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

はい RSA_2048 データキーペア
を生成するリクエストの 1 
秒あたりの最大数。この共
有クォータは、RSA_2048 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。このクォータに達する
と、KMS はその間隔の残り
の間、このタイプのリクエ
ストを拒否します。

GenerateDataKeyPair (RSA_3072) リクエ
ストレート

サポートされている
各リージョン: 0.5/秒

はい RSA_3072 データキーペア
を生成するリクエストの 1 
秒あたりの最大数。この共
有クォータは、RSA_3072 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。デフォルトでは、KMS 
は 2 秒に 1 つのリクエスト
を許可します。このクォー
タに達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このタイ
プのリクエストを拒否しま
す。

GenerateDataKeyPair (RSA_4096) リクエ
ストレート

サポートされている
各リージョン: 0.1/秒

はい RSA_4096 データキーペア
を生成するリクエストの 1 
秒あたりの最大数。この共
有クォータは、RSA_4096 
データキーペアに対す
る GenerateDataKeyPair 
リクエストおよび 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
リクエストに適用されま
す。デフォルトでは、KMS 
は 10 秒に 1 つのリクエ
ストを許可します。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のタイプのリクエストを拒
否します。

GetKeyPolicy リクエストレート サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

はい 1 秒あたりの GetKeyPolicy 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetKeyRotationStatus リクエストレート サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

はい 1 秒あたりの 
GetKeyRotationStatus リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

GetParametersForImport リクエストレート サポートされている
各リージョン: 0.25/
秒

はい 1 秒あたりの 
GetParametersForImport 
リクエストの最大
数。KMS は、4 秒に 1 つ
の GetParametersForImport 
リクエストを許可します。
この間隔の間、追加でこの
オペレーションへのリクエ
ストを送っても拒否されま
す。

GetPublicKey リクエストレート サポートされてい
る各リージョン: 
2,000/秒

はい 1 秒あたりの GetPublicKey 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

CMK あたりの許可 サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

はい カスタマー管理の CMK ご
とに許可されるグラント
の最大数。このクォータに
は、AWS サービスによっ
て作成されたグラントが含
まれますが、AWS 管理の 
CMK には適用されません。

ImportKeyMaterial リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
ImportKeyMaterial リクエス
トの最大数。このクォータ
に達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このオペ
レーションのリクエストを
拒否します。

キーポリシードキュメントのサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
32,768 バイト

いい
え

各キーポリシードキュメン
トの最大バイト数。キーポ
リシードキュメントがこの
長さを超えた場合、キーポ
リシードキュメントを使用
してキーポリシーを設定ま
たは変更するオペレーショ
ンは失敗します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListAliases リクエストレート サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 1 秒あたりの ListAliases リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

ListGrants リクエストレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 1 秒あたりの ListGrants リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

ListKeyPolicies リクエストレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 1 秒あたりの 
ListKeyPolicies リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、KMS はその間隔
の残りの間、このオペレー
ションのリクエストを拒否
します。

ListKeys リクエストレート サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 1 秒あたりの ListKeys リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

ListResourceTags リクエストレート サポートされてい
る各リージョン: 
2,000/秒

はい 1 秒あたりの 
ListResourceTags リクエス
トの最大数。このクォータ
に達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このオペ
レーションのリクエストを
拒否します。

ListRetirableGrants リクエストレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 1 秒あたりの 
ListRetirableGrants リクエ
ストの最大数。このクォー
タに達すると、KMS はその
間隔の残りの間、このオペ
レーションのリクエストを
拒否します。

PutKeyPolicy リクエストレート サポートされている
各リージョン: 15/秒

はい 1 秒あたりの PutKeyPolicy 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS KMS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ReplicateKey リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの ReplicateKey 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

RetireGrant リクエストレート サポートされている
各リージョン: 30/秒

はい 1 秒あたりの RetireGrant 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

RevokeGrant リクエストレート サポートされている
各リージョン: 30/秒

はい 1 秒あたりの RevokeGrant 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

ScheduleKeyDeletion リクエストレート サポートされている
各リージョン: 15/秒

はい 1 秒あたりの 
ScheduleKeyDeletion リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

TagResource リクエストレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりの TagResource 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

UntagResource リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
UntagResource リクエスト
の最大数。このクォータに
達すると、KMS はその間隔
の残りの間、このオペレー
ションのリクエストを拒否
します。

UpdateAlias リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの UpdateAlias 
リクエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Analytics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateCustomKeyStore リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
UpdateCustomKeyStore リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

UpdateKeyDescription リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
UpdateKeyDescription リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

UpdatePrimaryRegion リクエストレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりの 
UpdatePrimaryRegion リ
クエストの最大数。この
クォータに達すると、KMS 
はその間隔の残りの間、こ
のオペレーションのリクエ
ストを拒否します。

Amazon Kinesis Data Analytics エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Analytics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Analytics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Apache Flink Kinesis 処理ユニット (KPU) サポートされている
各リージョン: 32

はい Apache Flink アプリケー
ションが使用できる Kinesis 
Processing Unit (KPU) の最
大数。

アプリケーション数 サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントごとのリージョ
ンあたりのアプリケーショ
ンの最大数。

SQL アプリケーションの入力ストリームで
の入力並列性

サポートされている
各リージョン: 64

いい
え

SQL アプリケーションのア
プリケーション内入力スト
リームの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Firehose

名前 デフォルト 調整
可能

説明

SQL Kinesis 処理ユニット (KPU) サポートされている
各リージョン: 8

はい SQL アプリケーション
が使用できる Kinesis 
Processing Unit (KPU) の最
大数。

詳細については、Apache Flink 用 Amazon Kinesis Data Analytics デベロッパーガイドのクォータを参照し
てください。

Amazon Kinesis Data Firehose エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 firehose.us-east-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 firehose.us-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 firehose.us-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 firehose.us-west-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 firehose.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 firehose.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 firehose.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Firehose

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 firehose.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

firehose.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

firehose.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 firehose.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 firehose.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 firehose.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 firehose.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 firehose.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Firehose

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 firehose.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

firehose.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

firehose.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

firehose.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 firehose.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

配信ストリーム サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きる配信ストリームの最大
数。

動的パーティション サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

現在のリージョンにおける
配信ストリームの動的パー
ティションの最大数。

CreateDeliveryStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
CreateDeliveryStream リク
エストの最大数。

DeleteDeliveryStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteDeliveryStream リク
エストの最大数。

DescribeDeliveryStream リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Firehose

名前 デフォルト 調整
可能

説明

行できる 1 秒あたりの 
DescribeDeliveryStream リ
クエストの最大数。

ListDeliveryStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListDeliveryStream リクエス
トの最大数。

ListTagsForDeliveryStream リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
ListTagsForDeliveryStream 
リクエストの最大数。

Put リクエストのレート us-east-1: 2,000

us-west-2: 2,000

eu-west-1: 2,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,000

いい
え

現在のリージョンにお
いて配信ストリームで実
行できる 1 秒あたりの 
PutRecord リクエストと 
PutRecordBatch リクエスト
の合計最大数。

StartDeliveryStreamEncryption リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
StartDeliveryStreamEncryption 
リクエストの最大数。

StopDeliveryStreamEncryption リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
StopDeliveryStreamEncryption 
リクエストの最大数。

TagDeliveryStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
TagDeliveryStream リクエ
ストの最大数。

UntagDeliveryStream リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
UntagDeliveryStream リク
エストの最大数。

UpdateDestination リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateDestination リクエス
トの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Streams

名前 デフォルト 調整
可能

説明

データのレート us-east-1: 5

us-west-2: 5

eu-west-1: 5

他のサポートされて
いる各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおける
配信ストリームの最大容量 
(1 秒あたりのメビバイト
数)。

レコードのレート us-east-1: 500,000

us-west-2: 500,000

eu-west-1: 500,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
100,000

いい
え

現在のリージョンにおける
配信ストリームの最大容量 
(1 秒あたりのレコード数)。

詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data Firehose 
クォータを参照してください。

Amazon Kinesis Data Streams エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kinesis.us-east-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kinesis.us-east-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 kinesis.us-west-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kinesis.us-west-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Streams

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 kinesis.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 kinesis.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 kinesis.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kinesis.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kinesis.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

kinesis.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis Data Streams

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kinesis.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 kinesis.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 kinesis.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 kinesis.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 kinesis.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 kinesis.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

kinesis.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

kinesis.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

kinesis.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 kinesis.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりのシャード us-east-1: 500

us-west-2: 500

eu-west-1: 500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
200

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる
シャードの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis ビデオストリーム

詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data Streams 
Quotas を参照してください。

Amazon Kinesis Video Streams エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis ビデオストリーム

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ConnectAsMaster GO_AWAY メッセージ
の猶予期間

サポートされている
各リージョン: 60 秒

いい
え

受信した GO_AWAY メッ
セージに続く猶予期間の最
大継続時間。この時間が経
過すると、現在のリージョ
ンでのこのアカウントのマ
スター接続が終了します。

ConnectAsMaster 接続時間 サポートされている
各リージョン: 3,600 
秒

いい
え

現在のリージョンでのこの
アカウントのシグナリング
チャネルあたりの最大マス
ター接続継続時間。

シグナリングチャネルあたりの 
ConnectAsMaster 接続

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンでのこの
アカウントのシグナリング
チャネルあたりの最大マス
ター接続数。

ConnectAsMaster アイドル接続のタイムア
ウト

サポートされている
各リージョン: 600 
秒

いい
え

現在のリージョンでこのア
カウントの接続がタイムア
ウトするまでのアイドル状
態マスター接続の最大継続
時間。

ConnectAsViewer GO_AWAY メッセージ
の猶予期間

サポートされている
各リージョン: 60 秒

いい
え

受信した GO_AWAY メッ
セージに続く猶予期間の最
大継続時間。この時間が経
過すると、現在のリージョ
ンでのこのアカウントの
ビューワー接続が終了しま
す。
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Kinesis ビデオストリーム

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ConnectAsViewer 接続時間 サポートされている
各リージョン: 3,600 
秒

いい
え

現在のリージョンでのこ
のアカウントのシグナリ
ングチャネルあたりの最大
ビューワー接続継続時間。

シグナリングチャネルあたりの 
ConnectAsViewer 接続

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでのこ
のアカウントのシグナリ
ングチャネルあたりの最大
ビューワー接続数。

ConnectAsViewer アイドル接続のタイムア
ウト

サポートされている
各リージョン: 600 
秒

いい
え

現在のリージョンでこのア
カウントの接続がタイムア
ウトするまでのアイドル状
態ビューワー接続の最大継
続時間。

GetClip ファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 100 
MB

いい
え

この AWS アカウントおよ
びリージョンで、GetClip 
API によって取得されるビ
デオファイルの最大サイズ 
(MB)。

GetClip フラグメント サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

この AWS アカウントおよ
びリージョンで、GetClip 
API によって取得されるビ
デオファイルに含めること
ができる最大フラグメント
数。

GetDASHManifestPlaylist フラグメント サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

現在のリージョンで
のこのアカウントの、
プレイリストごとの 
GetDASHManifestPlaylist リ
クエストあたりの最大フラ
グメント数。

GetHLSMediaPlaylist フラグメント サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

現在のリージョンで
のこのアカウントの、
プレイリストごとの 
GetHLSMediaPlaylist リク
エストあたりの最大フラグ
メント数。

GetMedia 帯域幅 サポートされている
各リージョン: 200 
Mb/秒

はい 現在のリージョンでのこの
アカウントの GetMedia リ
クエストの最大帯域幅 (Mb/
秒)。

ストリームあたりの GetMedia 同時接続 サポートされている
各リージョン: 3

はい このアカウントで現在の
リージョンに GetMedia を
使用して確立できるスト
リームあたりの最大同時接
続数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetMediaForFragmentList 帯域幅 サポートされている
各リージョン: 200 
MB/秒

はい 現在のリージョンで
のこのアカウントの 
GetMediaForFragmentList 
リクエストの最大帯域幅 
(Mb/秒)。

ストリームあたりの 
GetMediaForFragmentList 接続

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現
在のリージョンに 
GetMediaForFragmentList 
を使用して確立できるスト
リームあたりの最大同時接
続数。

GetMediaForFragmentList フラグメント サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョンで
のこのアカウントの 
GetMediaForFragmentList 
リクエストあたりの最大フ
ラグメント数。

シグナリングチャネルの数 us-east-1: 10,000

us-west-2: 10,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
5,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるシ
グナリングチャンネルの最
大数。

動画ストリームの数 us-east-1: 10,000

us-west-2: 10,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
5,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるビ
デオストリームの最大数。

PutMedia 帯域幅 サポートされている
各リージョン: 100 
Mb/秒

はい 現在のリージョンでのこの
アカウントの PutMedia リ
クエストの最大帯域幅 (Mb/
秒)。

ストリームあたりの PutMedia 同時接続 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンに PutMedia を
使用して確立できるスト
リームあたりの最大同時接
続数。

PutMedia フラグメント期間 サポートされている
各リージョン: 10 秒

はい 現在のリージョンでのこの
アカウントの PutMedia リ
クエストの最大フラグメン
ト継続時間 (秒)。

PutMedia フラグメントサイズ サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

いい
え

現在のリージョンでのこの
アカウントの PutMedia リ
クエストの最大フラグメン
トサイズ (MB)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

PutMedia 最小フラグメント期間 サポートされている
各リージョン: 1 秒

いい
え

現在のリージョンでのこの
アカウントの PutMedia リ
クエストの最小フラグメン
ト継続時間 (秒)。

PutMedia トラック サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントのこのストリーム
に、PutMedia を使用して
アップロードされるメディ
ア内のトラックの最大数。

シグナリングチャネルあたりの 
ConnectAsMasterAPI リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントでシグナ
リングチャネルごとに実
行できる 1 秒あたりの 
ConnectAsMaster リクエス
トの最大数。

シグナリングチャネルあたりの 
ConnectAsViewerAPI リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンで、
このアカウントでシグナ
リングチャネルごとに実
行できる 1 秒あたりの 
ConnectAsViewer バースト
リクエストの最大数。

CreateSignalingChannelAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
CreateSignalingChannel リ
クエストの最大数。

CreateStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの CreateStream 
リクエストの最大数。

DeleteSignalingChannelAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DeleteSignalingChannel リ
クエストの最大数。

シグナリングチャネルあたりの 
DeleteSignalingChannelAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでシグナ
リングチャネルごとに実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteSignalingChannel リ
クエストの最大数。

DeleteStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの DeleteStream リ
クエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ストリームあたりの DeleteStreamAPI リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の DeleteStream リクエスト
の最大数。

DescribeSignalingChannelAPI リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 300/
秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeSignalingChannel 
リクエストの最大数。

シグナリングチャネルあたりの 
DescribeSignalingChannelAPI リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでシグナ
リングチャネルごとに実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeSignalingChannel 
リクエストの最大数。

DescribeStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 300/
秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの DescribeStream 
リクエストの最大数。

ストリームあたりの DescribeStreamAPI リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の DescribeStream リクエ
ストの最大数。

セッションあたりの 
GetDASHManifestPlaylistAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでセッションご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetDASHManifestPlaylist 
リクエストの最大数。

ストリームあたりの 
GetDASHStreamingSessionURLAPI リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 25/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでス
トリームごとに実行
できる 1 秒あたりの 
GetDASHStreamingSessionURL 
リクエストの最大数。

GetDataEndpointAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 300/
秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
GetDataEndpoint リクエス
トの最大数。

ストリームあたりの GetDataEndpointAPI 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetDataEndpoint リクエ
ストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

セッションあたりの 
GetHLSMasterPlaylistAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでセッションご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetHLSMasterPlaylist リ
クエストの最大数。

セッションあたりの 
GetHLSMediaPlaylistAPI リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでセッションご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetHLSMediaPlaylist リ
クエストの最大数。

ストリームあたりの 
GetHLSStreamingSessionURLAPI リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 25/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでス
トリームごとに実行
できる 1 秒あたりの 
GetHLSStreamingSessionURL 
リクエストの最大数。

シグナリングチャネルあたりの 
GetICEServerConfigAPI リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントでこのシグナ
リングチャネルに対して
実行できる 1 秒あたりの 
GetICEServerConfig リクエ
ストの最大数。

セッションあたりの 
GetMP4InitFragmentAPI リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでセッションご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetMP4InitFragment リ
クエストの最大数。

セッションあたりの 
GetMP4MediaFragmentAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでセッションご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetMP4MediaFragment 
リクエストの最大数。

ストリームあたりの GetMediaAPI リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetMedia リクエストの
最大数。

GetSignalingChannelEndpointAPI リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 300/
秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
GetSignalingChannelEndpoint 
リクエストの最大数。
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Kinesis ビデオストリーム

名前 デフォルト 調整
可能

説明

シグナリングチャネルあたりの 
GetSignalingChannelEndpointAPI リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでシグナ
リングチャネルごとに実
行できる 1 秒あたりの 
GetSignalingChannelEndpoint 
リクエストの最大数。

セッションあたりの GetTSFragmentAPI リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 20/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでセッションご
とに実行できる 1 秒あたり
の GetTSFragment リクエ
ストの最大数。

ListSignalingChannelsAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ListSignalingChannels リク
エストの最大数。

ListStreamsAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの ListStreams リ
クエストの最大数。

ListTagsForResourceAPI リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ListTagsForResource リク
エストの最大数。

リソースあたりの ListTagsForResourceAPI 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでリソースごと
に実行できる 1 秒あたりの 
ListTagsForResource リク
エストの最大数。

ListTagsForStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ListTagsForStream リクエ
ストの最大数。

ストリームあたりの ListTagsForStreamAPI 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の ListTagsForStream リク
エストの最大数。

ストリームあたりの PutMediaAPI リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の PutMedia リクエストの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis ビデオストリーム

名前 デフォルト 調整
可能

説明

シグナリングチャネルあたりの 
SendAlexaOfferToMasterAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントでこのシグナ
リングチャネルに対して
実行できる 1 秒あたりの 
SendAlexaOfferToMaster リ
クエストの最大数。

WebSocket 接続あたりの 
SendICECandidateAPI リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 20/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで WebSocket ご
とに実行できる 1 秒あたり
の SendICECandidate リク
エストの最大数。

WebSocket 接続あたりの 
SendSDPAnswerAPI リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで WebSocket ご
とに実行できる 1 秒あたり
の SendSDPAnswer リクエ
ストの最大数。

WebSocket 接続あたりの 
SendSDPOfferAPI リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで WebSocket ご
とに実行できる 1 秒あたり
の SendSDPOffer リクエス
トの最大数。

TagResourceAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの TagResource リ
クエストの最大数。

リソースあたりの TagResourceAPI リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでリソースごと
に実行できる 1 秒あたりの 
TagResource リクエストの
最大数。

TagStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの TagStream リク
エストの最大数。

ストリームあたりの TagStreamAPI リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の TagStream リクエストの
最大数。

UntagResourceAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの UntagResource 
リクエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Kinesis ビデオストリーム

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リソースあたりの UntagResourceAPI リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでリソースごと
に実行できる 1 秒あたりの 
TagResource リクエストの
最大数。

UntagStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの UntagStream リ
クエストの最大数。

ストリームあたりの UntagStreamAPI リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の UntagStream リクエスト
の最大数。

UpdateDataRetentionAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
UpdateDataRetention リク
エストの最大数。

ストリームあたりの 
UpdateDataRetentionAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の UpdateDataRetention リ
クエストの最大数。

UpdateSignalingChannelAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
UpdateSignalingChannel リ
クエストの最大数。

シグナリングチャネルあたりの 
UpdateSignalingChannelAPI リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、
このアカウントでシグナ
リングチャネルごとに実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateSignalingChannel リ
クエストの最大数。

UpdateStreamAPI リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで実行できる 1 
秒あたりの UpdateStream 
リクエストの最大数。

ストリームあたりの UpdateStreamAPI リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とに実行できる 1 秒あたり
の UpdateStream リクエス
トの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lake Formation

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ストリームあたりのアーカイブされたフラ
グメントメディアのレート

サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリーム
ごとにリクエストできるフ
ラグメントメディアの最大
数。

ストリームあたりのアーカイブされたフラ
グメントメタデータのレート

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000/秒

はい 現在のリージョンで、この
アカウントでストリームご
とにリクエストできるフラ
グメントメタデータの最大
数。

SendICECandidate メッセージペイロード
サイズ

サポートされている
各リージョン: 10 KB

いい
え

SendICECandidate メッ
セージのペイロードの最大
サイズ (KB)。

SendSDPAnswer メッセージペイロードサ
イズ

サポートされている
各リージョン: 10 KB

いい
え

SendSDPAnswer メッセー
ジのペイロードの最大サイ
ズ (KB)。

SendSDPOffer メッセージペイロードサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 10 KB

いい
え

SendSDPOffer メッセージ
のペイロードの最大サイズ 
(KB)。

TURN セッション帯域幅 サポートされている
各リージョン: 5 Mb/
秒

いい
え

現在のリージョンで、この
アカウントで TURN セッ
ションごとにサポートされ
ている最大帯域幅 (Mb/秒)。

シグナリングチャネルあたりの TURN セッ
ション同時割り当て

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在のリージョンでのこの
アカウントのシグナリング
チャネルあたりの TURN 
セッション同時割り当て最
大数。

TURN セッションの有効期限 サポートされている
各リージョン: 300 
秒

いい
え

現在のリージョンでのこの
アカウントの TURN セッ
ション認証情報の最大有効
継続時間。

詳細については、Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイドの Kinesis Video Streams のクォー
タを参照してください。

AWS Lake Formation エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lake Formation

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 lakeformation.us-east-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 lakeformation.us-east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 lakeformation.us-west-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 lakeformation.us-west-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 lakeformation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lake Formation

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

lakeformation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

lakeformation.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

登録できるパスの長さ サポートされている
各リージョン: 700

はい カタログごとに登録できる
パスの最大長。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lambda

名前 デフォルト 調整
可能

説明

データレイク管理者の数 サポートされている
各リージョン: 30

はい カタログあたりのデータレ
イク管理者の最大数。

アカウントあたりの If タグの数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントあたりの If タグ
の最大数

リソースタイプごとのプリンシパルあたり
の If タグポリシーの数

サポートされている
各リージョン: 50

はい リソースタイプごとのプリ
ンシパルあたりの If タグポ
リシーの最大数

登録済みパスの数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい カタログあたりの登録済み
パスの最大数。

Amazon S3 パス内のサブフォルダの数 サポートされている
各リージョン: 20

はい カタログあたりの Amazon 
S3 パス内のサブフォルダの
最大数。

lf タグあたりのタグ値の数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい lf タグあたりのタグ値の最
大数。

AWS Lambda エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 lambda.us-east-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

lambda.us-east-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 lambda.us-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

lambda.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 lambda.us-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

lambda.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lambda

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 lambda.us-west-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

lambda.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 lambda.af-south-1.amazonaws.com

lambda.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 lambda.ap-east-1.amazonaws.com

lambda.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 lambda.ap-south-2.amazonaws.com

lambda.ap-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-4.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 lambda.ap-south-1.amazonaws.com

lambda.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

lambda.ca-central-1.amazonaws.com

lambda.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lambda

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

lambda.eu-central-1.amazonaws.com

lambda.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 lambda.eu-west-1.amazonaws.com

lambda.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 lambda.eu-west-2.amazonaws.com

lambda.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 lambda.eu-south-1.amazonaws.com

lambda.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 lambda.eu-west-3.amazonaws.com

lambda.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 lambda.eu-south-2.amazonaws.com

lambda.eu-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 lambda.eu-north-1.amazonaws.com

lambda.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

lambda.eu-central-2.amazonaws.com

lambda.eu-central-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

lambda.me-south-1.amazonaws.com

lambda.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

lambda.me-central-1.amazonaws.com

lambda.me-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 lambda.sa-east-1.amazonaws.com

lambda.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

lambda.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lambda

Service Quotas
Important

新規の AWS アカウントでは、同時実行性とメモリクォータが低くなっています。これらの
クォータは、使用状況に応じて AWS が自動的に引き上げます。また、クォータの引き上げをリ
クエストすることも可能です。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

非同期ペイロード サポートされている
各リージョン: 256 
KB

いい
え

受信非同期呼び出しリクエ
ストの最大サイズ。

バースト同時実行 us-east-1: 3,000

us-east-2: 1,000

us-west-2: 3,000

ap-northeast-1: 
1,000

eu-central-1: 1,000

eu-west-1: 3,000

他のサポートされ
ている各リージョ
ン:500

いい
え

急増する同時実行関数の最
大数。トラフィックのバー
ストが発生し、それに応じ
て関数がスケーリングされ
ると、急増する可能性があ
ります。最初にバーストが
発生すると、同時実行は同
時実行制限まで 1 分あたり 
500 個の実行ずつスケーリ
ングされます。

同時実行数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 現在のリージョン内で関数
が同時に処理できるイベン
トの最大数。

デプロイパッケージのサイズ (コンソール
エディタ)

サポートされている
各リージョン: 3 MB

いい
え

コンソールエディタを使用
してデプロイパッケージ
またはレイヤーアーカイブ
をアップロードする際の最
大サイズ。サイズの大きい
ファイルは Amazon S3 で
アップロードしてくださ
い。

デプロイパッケージのサイズ (直接アップ
ロード)

サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

いい
え

Lambda にデプロイパッ
ケージまたはレイヤーアー
カイブを直接アップロー
ドする際の最大サイズ。サ
イズの大きいファイルは 
Amazon S3 でアップロード
してください。

デプロイパッケージサイズ (解凍) サポートされている
各リージョン: 250 
MB

いい
え

デプロイパッケージまたは
レイヤーアーカイブを解凍
する際のコンテンツの最大
サイズ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lambda

名前 デフォルト 調整
可能

説明

VPC あたりの Elastic Network Interface の
数

サポートされている
各リージョン: 250

はい 関数がアタッチされた VPC 
用に Lambda が作成する
ネットワークインターフェ
イスの最大数。Lambda 
は、関数の接続先のサブ
ネットとセキュリティグ
ループの組み合わせごとに
ネットワークインターフェ
イスを作成します。

環境変数のサイズ サポートされている
各リージョン: 4 KB

いい
え

関数に設定されている環境
変数の最大合計サイズ。

ファイルディスクリプタ サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

関数が開くことができる
ファイルディスクリプタの
最大数。

関数とレイヤーストレージ サポートされてい
る各リージョン: 75 
GB

はい 現在のリージョンのデプロ
イパッケージとレイヤー
アーカイブに使用できるス
トレージの容量。

関数レイヤー サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

関数に追加できるレイヤー
の最大数。

関数メモリ (最大) サポートされてい
る各リージョン: 
10,240 MB

いい
え

関数に設定できるメモリの
最大容量。

関数メモリ (最小) サポートされている
各リージョン: 128 
MB

いい
え

関数に設定できるメモリの
最小容量。

関数リソースベースのポリシー サポートされている
各リージョン: 20 KB

いい
え

関数に設定されるリソース
ベースのポリシーの最大合
計サイズ。

関数タイムアウト サポートされている
各リージョン: 900

いい
え

関数に設定できる最大タイ
ムアウト。

プロセスとスレッド サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

関数が開くことができるプ
ロセスとスレッドの最大合
計数。

GetFunction API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 秒あたりの GetFunction 
API リクエストの最大数。

GetPolicy API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

1 秒あたりの GetPolicy API 
リクエストの最大数。

コントロールプレーン API リクエストの
レート (呼び出し、GetFunction、および 
GetPolicy リクエストを除く)

サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

1 秒あたりの API リク
エストの最大数 (呼び出
し、GetFunction、GetPolicy 
のリクエストを除く)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Launch Wizard

名前 デフォルト 調整
可能

説明

同期ペイロード サポートされている
各リージョン: 6 MB

いい
え

受信同期呼び出しリクエス
トまたは送信レスポンスの
最大サイズ。

一時ストレージ サポートされている
各リージョン: 512 
MB

いい
え

/tmp ディレクトリ内の関数
で使用可能なストレージ容
量。

テストイベント (コンソールエディタ) サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

コンソールエディタによる
関数のテストイベントの最
大数。

詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Lambda のクォータ」を参照してください。

AWS Launch Wizard エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 appwizard.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 appwizard.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 appwizard.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 appwizard.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 appwizard.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 appwizard.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Launch Wizard

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 appwizard.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

appwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

appwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

appwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

appwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

appwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

appwizard.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

appwizard.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 appwizard.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 appwizard.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 appwizard.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 appwizard.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 appwizard.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

appwizard.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 appwizard.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

appwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Lex

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

appwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクティブなアプリケーション サポートされている
各リージョン: 25

はい このアカウントの現在の
リージョンに保持できるス
テータスが IN_PROGRESS 
または COMPLETED のア
クティブなアプリケーショ
ンの最大数。

アプリケーション名の長さ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Launch Wizard でデプロイ
されるアプリケーションの
名前の最大文字数。

アプリケーション サポートされている
各リージョン: 150

はい このアカウントの現在の
リージョンに保持できるア
プリケーションの最大数。

並列デプロイ サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに並列デプロイ
できる IN_PROGRESS ア
プリケーションの最大数。

Amazon Lex エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

V2 サービスエンドポイント

モデル構築エンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Lex

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ランタイムエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
682



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Lex

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

V1 サービスエンドポイント

モデル構築エンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 models.lex.us-east-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 models.lex.us-west-2.amazonaws.com

models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Lex

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

models.lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 models.lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 models.lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ランタイムエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Lex

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ボットエイリアスあたりのボットチャネル
の関連付け (V2)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
ボットチャネル関連付けの
ボットエイリアスあたりの
最大数。

アカウントあたりのボット (V2) サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
ボットの最大数。

カスタムスロットタイプ値あたりの文字 
(V2)

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに保持できる文
字のカスタムスロットタイ
プ値あたりの最大数。

サンプル発話あたりの文字 (V2) サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに保持できる
文字のインテントまたはス
ロットのサンプル発話あた
りの最大数。

ボットロケールあたりのカスタムスロット
タイプ値とシノニム (V2)

サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに保持できるカ
スタムスロットタイプ値と
シノニムのロケールおよび
ボットあたりの最大数。

ボットロケールあたりのカスタムスロット
タイプ (V2)

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できるカ
スタムスロットタイプのロ
ケールおよびボットあたり
の最大数。

インテントあたりのサンプル発話 (V2) サポートされている
各リージョン: 1,500

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるサ
ンプル発話のインテントあ
たりの最大数。

スロットあたりのサンプル発話 (V2) サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるサ
ンプル発話のスロットあた
りの最大数。

ボットロケールあたりのスロット (V2) サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ライセンスマネージャー

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スロットのロケールおよび
ボットあたりの最大数。

インテントあたりのスロット (V2) サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できるス
ロットのインテントあたり
の最大数。

ボットロケールあたりのサンプル発話の合
計文字 (V2)

サポートされてい
る各リージョン: 
200,000

いい
え

このアカウントの現在の
リージョン内のすべてのイ
ンテントとスロットのサン
プル発話に使用できる文字
のロケールおよびボットあ
たりの最大数。

カスタムスロットタイプあたりの値とシノ
ニム (V2)

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに保持できる
値とシノニムのカスタムス
ロットタイプあたりの最大
数。

ボットあたりのバージョン (V2) サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
バージョンのボットあたり
の最大数。

AWS License Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
トピック

• ライセンスで使用するエンドポイント (p. 686)
• ユーザーベースのサブスクリプションで使用するエンドポイント (p. 688)
• Linux サブスクリプションで使用するエンドポイント (p. 690)

ライセンスで使用するエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 license-manager.us-east-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ライセンスマネージャー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 license-manager.us-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 license-manager.us-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 license-manager.us-west-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 license-manager.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 license-manager.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 license-manager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

license-manager.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

license-manager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ライセンスマネージャー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 license-manager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 license-manager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 license-manager.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 license-manager.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 license-manager.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

license-manager.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 license-manager.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ユーザーベースのサブスクリプションで使用するエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 license-manager-user-subscriptions.us-
east-2.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 license-manager-user-subscriptions.us-
east-1.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 license-manager-user-subscriptions.us-
west-1.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 license-manager-user-subscriptions.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ライセンスマネージャー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 license-manager-user-subscriptions.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 license-manager-user-subscriptions.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 license-manager-user-subscriptions.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

license-manager-user-subscriptions.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

license-manager-user-subscriptions.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

license-manager-user-subscriptions.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

license-manager-user-subscriptions.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

license-manager-user-subscriptions.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 license-manager-user-subscriptions.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Linux サブスクリプションで使用するエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 license-manager-linux-subscriptions.us-
east-2.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 license-manager-linux-subscriptions.us-
east-1.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 license-manager-linux-subscriptions.us-
west-1.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 license-manager-linux-subscriptions.us-
west-2.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 license-manager-linux-subscriptions.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 license-manager-linux-subscriptions.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 license-manager-linux-subscriptions.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 

ap-
southeast-3

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

(ジャカル
タ)

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 license-manager-linux-subscriptions.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 license-manager-linux-subscriptions.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ライセンスマネージャー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

license-manager-linux-subscriptions.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

license-manager-linux-subscriptions.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 license-manager-linux-subscriptions.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
トピック

• ライセンスで使用するクォータ (p. 692)
• ユーザーベースのサブスクリプションで使用するクォータ (p. 693)
• Linux サブスクリプションで使用するクォータ (p. 694)

ライセンスで使用するクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

消費トークンあたりのライセンス消費の拡
張

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

消費トークンに対して 1 
時間あたりに実行できる 
ExtendLicenseConsumption 
呼び出しの数。

GetAccessTokens 呼び出し サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ライセンスに対して 1 時
間あたりに実行できる 
GetAccessToken 呼び出し
の合計数。

リソースあたりのライセンス設定の関連付
け

サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 つのリソースに関連付け
ることができるライセンス
設定の数。

ライセンス設定 サポートされている
各リージョン: 25

はい アカウントで作成できるラ
イセンス設定の合計数。

リソースごとの 1 日あたりのライセンス変
換タスク。

サポートされている
各リージョン: 5

はい リソースごとに作成できる
ライセンス変換タスクの 1 
日あたりの数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ライセンスマネージャー

名前 デフォルト 調整
可能

説明

同時の組織許可アクティビティの最大数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

組織の同時グラントアク
ティビティの最大数。

レポートジェネレーターの数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

作成できるレポートジェネ
レーターの合計数。

1 日あたりのアカウント検出モード更新の
数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

アカウントの 1 日あたりの
アカウント検出モード更新
の最大数。

ライセンスあたりの許可数 サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

ライセンスあたりのアク
ティブなグラントの合計
数。

作成できるライセンスの数 サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

アカウントで作成できるラ
イセンスの合計数。

製品あたりの受信ライセンス数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

同じ製品 SKU で受け取った
ライセンスの合計数。

アカウントとライセンスあたりのトークン
数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

アカウントで作成できる
トークンのライセンスあた
りの合計数。

レポートジェネレータの更新数/日 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

特定のレポートジェネレー
ターに対する更新の 1 日あ
たりの最大数。

チェックアウトあたりのカウントされたエ
ンタイトルメントの総数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 回の CheckoutLicense 呼
び出しで指定できるカウン
トされたエンタイトルメン
トの合計数。

ライセンスあたりのカウントされたエンタ
イトルメントの総数

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

ライセンスごとに許可され
るカウントされたエンタイ
トルメントの合計数。

ライセンスあたりのカウントされないエン
タイトルメントの総数

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

ライセンスごとに許可され
るカウントされないエンタ
イトルメントの合計数。

ユーザーベースのサブスクリプションで使用するクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザーごとのインスタンスの関連付け サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに関連付けられる
インスタンスの最大数。

Office Professional Plus のユーザーベース
のサブスクリプション

サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる 
Office Professional Plus の
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lightsail

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザーベースのサブスク
リプションの最大数。

Visual Studio Enterprise のユーザーベース
のサブスクリプション

サポートされている
各リージョン: 30

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる 
Visual Studio Enterprise の
ユーザーベースのサブスク
リプションの最大数。

Visual Studio Professional のユーザーベー
スのサブスクリプション

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンにおい
て、このアカウントで作
成できる Visual Studio 
Professional のユーザー
ベースのサブスクリプショ
ンの最大数。

Linux サブスクリプションで使用するクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

検出されたリソースの数 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

検出および表示できるリ
ソース (EC2 インスタンス) 
の総数。

Amazon Lightsail エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Note

Lightsail for Research は、米国東部 (バージニア北部) リージョンを除いて、Amazon Lightsail 
サービスと同じ AWS リージョンで利用できます。また、Lightsail for Research は、Lightsail と
同じエンドポイントを使用します。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 lightsail.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 lightsail.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 lightsail.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 lightsail.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

lightsail.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

lightsail.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 lightsail.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 lightsail.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 lightsail.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 lightsail.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
新しい AWS アカウントが、ここで説明するクォータよりも低いクォータで開始する場合があります。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ディストリビューションのキャッシュ動作
あたりの許可された Cookie

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

キャッシュ動作ごとに許可
される Cookie の最大数。

ディストリビューションのキャッシュ動作
あたりの許可されたヘッダー

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

キャッシュ動作ごとに許可
されるヘッダーの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ディストリビューションのキャッシュ動作
あたりの許可されたクエリ文字列

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

キャッシュ動作ごとに許可
されるクエリ文字列の最大
数。

インスタンスあたりのブロックストレージ
ディスク

サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

インスタンスごとにアタッ
チできるブロックストレー
ジディスクの最大数。

コンテナサービス証明書 サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

コンテナサービスごとにア
タッチできる証明書の最大
数。

コンテナサービスのカスタムドメイン サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

コンテナサービスあたりの
カスタムドメインの最大
数。

コンテナサービスのデプロイコンテナ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

コンテナサービス上のコン
テナのデプロイあたりの最
大数。

コンテナサービスのデプロイバージョン サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

コンテナサービスあたりの
デプロイバージョンの最大
数。

コンテナサービスログの保管日数 サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

コンテナサービスログを保
存する最大日数。

コンテナサービスノード サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

コンテナサービスあたりの
ノードの最大数。

コンテナサービスに保存されたコンテナイ
メージ

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

コンテナサービスあたりの
格納されたコンテナイメー
ジの最大数。

コンテナサービス サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

リージョンあたりのコンテ
ナサービスの最大数。

ディストリビューションあたりのカスタム
ドメイン名

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ディストリビューションあ
たりのカスタムドメイン名
の最大数。Lightsail SSL/
TLS 証明書には、最大 10 
個のドメインを指定でき
ます。次に、その証明書を
使用して、Lightsail ディス
トリビューションでカスタ
ムドメインを有効にできま
す。

DNS ゾーン (またはドメイン) サポートされている
各リージョン: 6

いい
え

アカウントあたりの DNS 
ゾーン (またはドメイン) の
最大数。

ディストリビューションごとのデータ転送
レート

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

ディストリビューションあ
たりの最大データ転送速度 
(GB/秒)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

データベース サポートされている
各リージョン: 40

いい
え

リージョンあたりのデータ
ベースの最大数。

ディストリビューションあたりのデフォル
トの動作 (デフォルトのキャッシュ動作)

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ディストリビューションあ
たりのデフォルトの動作 (デ
フォルトのキャッシュ動作) 
の最大数。

ディストリビューションあたりのディレク
トリとファイルの上書き

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

ディストリビューションあ
たりのディレクトリとファ
イルの上書きの最大数。
ディレクトリとファイルの
上書きは最大 25 個作成で
き、上書きごとに 1 つの
キャッシュ動作を指定でき
ます。

ディストリビューション サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

アカウントあたりのディス
トリビューションの最大
数。

インスタンス サポートされている
各リージョン: 20

はい リージョンあたりのインス
タンスの最大数。

ロードバランサー サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

リージョンあたりのロード
バランサーの最大数。

アクティブ証明書 (最大) サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

アカウントごとのリージョ
ンあたりのアクティブな証
明書の最大数。

ブロックストレージの最大ディスク容量 サポートされてい
る各リージョン: 
16,000 GB

いい
え

ブロックストレージディス
クあたりの最大ディスク容
量 (GB)。

アカウントあたりの最大バケット サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

アカウントあたりのバケッ
トの最大数

最大証明書 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

過去 365 日間のアカウント
ごとのリージョンあたりの
証明書の最大数。

バケットあたりの最大キー サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

バケットあたりのキーの最
大数

ブロックストレージの最小ディスク容量 サポートされている
各リージョン: 8 GB

いい
え

ブロックストレージディス
クあたりの最小ディスク容
量 (GB)。

ディストリビューションあたりのオリジン サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ディストリビューションあ
たりのオリジンの最大数。
ディストリビューションご
とに 1 つのインスタンス
または 1 つのロードバラン
サーを指定できます。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ブラウザベースの RDP クライアントを使
用したパラレル RDP 接続

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ブラウザベースの RDP ク
ライアントを使用した並列 
RDP 接続のアカウントごと
のリージョンあたりの最大
数。

ブラウザベースの SSH クライアントを使
用したパラレル SSH 接続

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ブラウザベースの SSH ク
ライアントを使用した並列 
SSH 接続のアカウントごと
のリージョンあたりの最大
数。

ディストリビューションのオリジンあたり
の応答タイムアウト

サポートされている
各リージョン: 60 秒

いい
え

オリジンあたりのレスポ
ンスタイムアウト (4～60 
秒)。

静的 IP アドレス サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたりの静的 IP 
アドレスの最大数。

タグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リソースあたりのタグの最
大数

アタッチされたブロックストレージディス
ク容量の合計

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000 GB

いい
え

リージョンあたりのアタッ
チされたブロックストレー
ジディスクの最大容量 
(GB)。

Amazon Location Service エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon Location は、次の AWS リージョンで利用できます。エンドポイントの詳細については、次の表
の説明を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 geo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 geo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 geo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 geo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

geo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

geo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

geo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

geo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

geo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 geo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 geo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 geo.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 geo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

リージョンのエンドポイントについて

Amazon Location リージョンエンドポイントの一般的な構文は次のとおりです。

protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com

この構文内で、Amazon Location は次のサービスコードを使用します。

サービス サービスコード

Amazon Location Maps マップ

Amazon Location の場所 場所

Amazon Location Routes ルート

Amazon Location Geofences ジオフェンシング
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サービス サービスコード

Amazon Location トラッカー 追跡

例えば、米国東部 (バージニア北部) の Amazon Location Maps のリージョンエンドポイント
は、https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com です。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントごとの API キーリソース サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

各アカウントで持つことが
できる API キーリソース(ア
クティブまたは期限切れ) の
最大数。

アカウントあたりの Geofence Collection 
リソース

サポートされている
各リージョン: 1,500

はい アカウントあたりで作成で
きる Geofence Collection リ
ソースの最大数。

Geofence Collection あたりのジオフェンス サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

いい
え

Geofence Collection あたり
で作成できるジオフェンス
の最大数。

アカウントごとの Map リソース サポートされている
各リージョン: 40

はい アカウントごとに作成でき
る Map リソースの最大数。

アカウントごとの Place Index リソース サポートされている
各リージョン: 40

はい アカウントあたりで作成で
きる Place Index リソース
の最大数。

AssociateTrackerConsumer API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
AssociateTrackerConsumer 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

BatchDeleteDevicePositionHistory API リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
BatchDeleteDevicePositionHistory 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

BatchDeleteGeofence API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
BatchDeleteGeofence リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

BatchEvaluateGeofences API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
BatchEvaluateGeofences 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

BatchGetDevicePosition API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
BatchGetDevicePosition リ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

クエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

BatchPutGeofence API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
BatchPutGeofence リクエス
トの最大数。追加のリクエ
ストは調整されます。

BatchUpdateDevicePosition API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
BatchUpdateDevicePosition 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

CalculateRoute API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CalculateRoute リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

CalculateRouteMatrix API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CalculateRouteMatrix リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

CreateGeofenceCollection API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateGeofenceCollection 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

CreateKey API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateMap リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

CreateMap API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateMap リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

CreatePlaceIndex API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreatePlaceIndex リクエス
トの最大数。追加のリクエ
ストは調整されます。

CreateRouteCalculator API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateRouteCalculator リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

CreateTracker API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
CreateTracker リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteGeofenceCollection API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteGeofenceCollection 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

DeleteKey API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteKey リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

DeleteMap API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteMap リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

DeletePlaceIndex API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeletePlaceIndex リクエス
トの最大数。追加のリクエ
ストは調整されます。

DeleteRouteCalculator API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteRouteCalculator リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

DeleteTracker API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteTracker リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

DescribeGeofenceCollection API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeGeofenceCollection 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

DescribeKey API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeKey リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

DescribeMap API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeMap リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

DescribePlaceIndex API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribePlaceIndex リクエ
ストの最大数。追加のリク
エストは調整されます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Location Service

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeRouteCalculator API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeRouteCalculator 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

DescribeTracker API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeTracker リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

DisassociateTrackerConsumer API リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
DisassociateTrackerConsumer 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

GetDevicePosition API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetDevicePosition リクエス
トの最大数。追加のリクエ
ストは調整されます。

GetDevicePositionHistory API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetDevicePositionHistory 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

GetGeofence API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetGeofence リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

GetMapGlyphs API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetMapGlyphs リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

GetMapSprites API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetMapSprites リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

GetMapStyleDescriptor API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetMapStyleDescriptor リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

GetMapTile API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetMapTile リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Location Service

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetPlace API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
GetPlace リクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

ListDevicePositions API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListDevicePositions リクエ
ストの最大数。追加のリク
エストは調整されます。

ListGeofenceCollections API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListGeofenceCollections リ
クエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

ListGeofences API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListGeofences リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

ListKeys API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListKeys リクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

ListMaps API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListMaps リクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

ListPlaceIndexes API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListPlaceIndexes リクエス
トの最大数。追加のリクエ
ストは調整されます。

ListRouteCalculators API リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListRouteCalculators リクエ
ストの最大数。追加のリク
エストは調整されます。

ListTagsForResource API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListTagsForResource リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

ListTrackerConsumers API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListTrackerConsumers リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

ListTrackers API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListTrackers リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Location Service

名前 デフォルト 調整
可能

説明

PutGeofence API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
PutGeofence リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

SearchPlaceIndexForPosition API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
SearchPlaceIndexForPosition 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

SearchPlaceIndexForSuggestions API リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
SearchPlaceIndexForSuggestions 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

SearchPlaceIndexForText API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
SearchPlaceIndexForText 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

TagResource API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
TagResource リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

UntagResource API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UntagResource リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

UpdateGeofenceCollection API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateGeofenceCollection 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

UpdateKey API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateKey リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

UpdateMap API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateMap リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

UpdatePlaceIndex API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdatePlaceIndex リクエス
トの最大数。追加のリクエ
ストは調整されます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Equipment

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateRouteCalculator API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateRouteCalculator リク
エストの最大数。追加のリ
クエストは調整されます。

UpdateTracker API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 1 秒あたりに実行できる 
UpdateTracker リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

アカウントあたりの計算ツールリソースの
レート

サポートされている
各リージョン: 40

はい アカウントごとに作成でき
るルート計算ツールリソー
スの最大数。

トラッカーあたりの Tracker コンシュー
マー

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Tracker リソースを関連付
けることができる Geofence 
Collection の最大数。

アカウントあたりの Tracker リソース サポートされている
各リージョン: 500

はい アカウントあたりで作成で
きる Tracker リソースの最
大数。

詳細については、Amazon Location Service デベロッパーガイドの Amazon Location のサービスクォー
タを参照してください。

Amazon Lookout for Equipment エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Equipment

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

データセットあたりのコンポーネント サポートされている
各リージョン: 3,000

いい
え

データセットあたりのコン
ポーネントの最大数。

データセット サポートされている
各リージョン: 15

はい アカウントあたりのデータ
セットの最大数。

モデルあたりの推論スケジューラ サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

モデルあたりの推論スケ
ジューラの最大数。

ラベルグループ サポートされている
各リージョン: 15

はい アカウントあたりのラベル
グループの最大数。

コンポーネント名の文字数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

コンポーネント名の最大
長。

モデル サポートされている
各リージョン: 15

はい アカウントあたりのモデル
の最大数。

トレーニングデータ内のコンポーネント間
の列数 (タイムスタンプを除く)

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

トレーニングデータのコン
ポーネント全体で保持でき
る列の最大数 (タイムスタン
プを除く)。

データセットあたりのコンポーネント間の
列数 (タイムスタンプを除く)

サポートされている
各リージョン: 3,000

いい
え

データセットあたりのコン
ポーネント全体で保持でき
る列の最大数 (タイムスタン
プを除く)。

トレーニングデータのコンポーネント数 サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

トレーニングデータ内のコ
ンポーネントの最大数。

コンポーネントあたりのファイル数 (デー
タセットごと)

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

コンポーネントあたりの
ファイルの最大数 (データ
セットごと)。

コンポーネントあたりのファイル数 (推論
実行ごと)

サポートされている
各リージョン: 60

いい
え

コンポーネントあたりの
ファイルの最大数 (推論実行
ごと)。

ラベルグループあたりのラベルの数 サポートされている
各リージョン: 5,000

はい ラベルグループあたりのラ
ベルの最大数

評価データの行数 (リサンプリング後) サポートされてい
る各リージョン: 
1,500,000

いい
え

評価データの最大行数 (リサ
ンプリング後)。

リサンプリング後の推論入力データの行数 
(1 時間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン: 3,600

いい
え

リサンプリング後の推論入
力データの最大行数 (1 時間
のスケジューリング頻度)。

リサンプリング後の推論入力データの行数 
(10 分間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

リサンプリング後の推論入
力データの最大行数 (10 分
間のスケジューリング頻
度)。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Equipment

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リサンプリング後の推論入力データの行数 
(15 分間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン: 900

いい
え

リサンプリング後の推論入
力データの最大行数 (15 分
間のスケジューリング頻
度)。

リサンプリング後の推論入力データの行数 
(30 分間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン: 1,800

いい
え

リサンプリング後の推論入
力データの最大行数 (30 分
間のスケジューリング頻
度)。

リサンプリング後の推論入力データの行数 
(5 分間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

リサンプリング後の推論入
力データの最大行数 (5 分間
のスケジューリング頻度)。

トレーニングデータの行数 (リサンプリン
グ後)

サポートされてい
る各リージョン: 
1,500,000

いい
え

トレーニングデータの最大
行数 (リサンプリング後)。

保留中のデータ取り込みジョブ サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントあたりの保留中
のデータインジェストジョ
ブの最大数。

保留中のモデル サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントあたりの保留中
のモデルの最大数。

推論入力データの未加工データのサイズ (1 
時間のスケジューリング頻度)

サポートされてい
る各リージョン: 60 
MB

いい
え

推論入力データの未加工
データの最大サイズ (1 時間
のスケジューリング頻度)。

推論入力データの未加工データのサイズ 
(10 分間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン10 MB

いい
え

推論入力データの未加工
データの最大サイズ (10 分
間のスケジューリング頻
度)。

推論入力データの未加工データのサイズ 
(15 分間のスケジューリング頻度)

サポートされてい
る各リージョン: 15 
MB

いい
え

推論入力データの未加工
データの最大サイズ (15 分
間のスケジューリング頻
度)。

推論入力データの未加工データのサイズ 
(30 分間のスケジューリング頻度)

サポートされてい
る各リージョン: 30 
MB

いい
え

推論入力データの未加工
データの最大サイズ (30 分
間のスケジューリング頻
度)。

推論入力データの未加工データのサイズ (5 
分間のスケジューリング頻度)

サポートされている
各リージョン: 5 MB

いい
え

推論入力データの未加工
データの最大サイズ (5 分間
のスケジューリング頻度)。

データセットあたりのサイズ サポートされてい
る各リージョン: 50 
GB

いい
え

データセットあたりの最大
サイズ。

ファイルあたりのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

ファイルあたりの最大サイ
ズ。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Metrics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トレーニングデータのタイムスパン サポートされている
各リージョン: 180/
日

いい
え

トレーニングデータの最小
タイムスパン。

Amazon Lookout for Metrics エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Metrics

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アラート サポートされている
各リージョン: 10

はい 検出器に追加できるアラー
トの最大数。

履歴データ (バックテストモード) のデータ
サイズ

サポートされてい
る各リージョン: 
102,400

いい
え

バックテストモードの履歴
データで処理できるデータ
の最大サイズ (MB)。

履歴データ (連続モード) のデータサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
102,400

いい
え

連続モードの履歴データで
処理できるデータの最大サ
イズ (MB)。

間隔 (10m) ごとのデータサイズ サポートされている
各リージョン: 200 
MB

いい
え

10 分間隔で処理できるデー
タの最大サイズ (MB)。

間隔 (1d) ごとのデータサイズ サポートされている
各リージョン: 200 
MB

いい
え

1 日間隔で処理できるデー
タの最大サイズ (MB)。

間隔 (1h) ごとのデータサイズ サポートされている
各リージョン: 200 
MB

いい
え

1 時間間隔で処理できる
データの最大サイズ (MB)。

間隔 (5m) ごとのデータサイズ サポートされている
各リージョン: 200 
MB

いい
え

5 分間隔で処理できるデー
タの最大サイズ (MB)。

ディテクターごとのデータセットの数 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

検出器に追加できるデータ
セットの最大数。

データセットごとのデータソースの数 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

データセットに追加できる
データソースの最大数。

ディテクター サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントで現在の 
AWS リージョンに作成でき
る検出器の最大数。

データセットごとのディメンションフィル
ター

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

データセットに追加できる
ディメンションフィルター
の最大数。

データセットごとのディメンションの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

データセットに追加できる
ディメンションの最大数。

履歴データ内のファイル サポートされている
各リージョン: 3,000

いい
え

履歴データで処理できる
ファイルの最大数。

間隔 (10m) ごとのファイル数 サポートされている
各リージョン: 5

はい 10 分間隔で取り込むことが
できるファイルの最大数。

間隔 (1d) ごとのファイル数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 日間隔で取り込むことが
できるファイルの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Metrics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

間隔 (1h) ごとのファイル数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 1 時間間隔で取り込むこと
ができるファイルの最大
数。

間隔 (5m) ごとのファイル数 サポートされている
各リージョン: 5

はい 5 分間隔で取り込むことが
できるファイルの最大数。

履歴データ (バックテストモード) の間隔 サポートされている
各リージョン: 3,000

いい
え

バックテストモードの履歴
データで処理できる間隔の
最大数。

履歴データ (連続モード) の間隔 サポートされている
各リージョン: 2,500

いい
え

連続モードの履歴データで
処理できる間隔の最大数。

データセットごとのメジャーの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

データセットに追加できる
メジャーの最大数。

間隔 (10m) ごとのレコード数 サポートされてい
る各リージョン: 
24,000

はい 10 分間隔で処理できるレ
コードの最大数。

間隔 (1d) ごとのレコード数 サポートされてい
る各リージョン: 
150,000

はい 1 日間隔で処理できるレ
コードの最大数。

間隔 (1h) ごとのレコード数 サポートされてい
る各リージョン: 
150,000

はい 1 時間間隔で処理できるレ
コードの最大数。

間隔 (5m) ごとのレコード数 サポートされてい
る各リージョン: 
15,000

はい 5 分間隔で処理できるレ
コードの最大数。

スロットリングレート サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の 
AWS リージョンで 1 秒あた
りに実行できるリクエスト
の最大数。

スロットルレート 
(ActivateAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ActivateAnomalyDetector リ
クエストの最大数。

スロットルレート 
(BackTestAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
BackTestAnomalyDetector 
リクエストの最大数。

スロットルレート (CreateAlert) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在の 
AWS リージョンで 1 秒あた
りに実行できる CreateAlert 
リクエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Metrics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スロットルレート 
(CreateAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
CreateAnomalyDetector リ
クエストの最大数。

スロットルレート (CreateMetricSet) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
CreateMetricSet リクエスト
の最大数。

スロットルレート 
(DeactivateAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DeactivateAnomalyDetector 
リクエストの最大数。

スロットルレート (DeleteAlert) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在の 
AWS リージョンで 1 秒あた
りに実行できる DeleteAlert 
リクエストの最大数。

スロットルレート 
(DeleteAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DeleteAnomalyDetector リ
クエストの最大数。

スロットルレート (DescribeAlert) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DescribeAlert リクエストの
最大数。

スロットルレート 
(DescribeAnomalyDetectionExecutions)

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DescribeAnomalyDetectionExecutions 
リクエストの最大数。

スロットルレート 
(DescribeAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DescribeAnomalyDetector 
リクエストの最大数。

スロットルレート (DescribeMetricSet) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DescribeMetricSet リクエス
トの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Metrics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スロットルレート (DetectMetricSetConfig) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
DetectMetricSetConfig リク
エストの最大数。

スロットルレート (GetAnomalyGroup) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetAnomalyGroup リクエス
トの最大数。

スロットルレート (GetDataQualityMetrics) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetDataQualityMetrics リク
エストの最大数。

スロットルレート (GetFeedback) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetFeedback リクエストの
最大数。

スロットルレート (GetSampleData) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetSampleData リクエスト
の最大数。

スロットルレート (ListAlerts) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在の 
AWS リージョンで 1 秒あた
りに実行できる ListAlerts リ
クエストの最大数。

スロットルレート (ListAnomalyDetectors) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ListAnomalyDetectors リク
エストの最大数。

スロットルレート 
(ListAnomalyGroupRelatedMetrics)

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ListAnomalyGroupRelatedMetrics 
リクエストの最大数。

スロットルレート 
(ListAnomalyGroupSummaries)

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ListAnomalyGroupSummaries 
リクエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Metrics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スロットルレート 
(ListAnomalyGroupTimeSeries)

サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ListAnomalyGroupTimeSeries 
リクエストの最大数。

スロットルレート (ListMetricSets) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ListMetricSets リクエストの
最大数。

スロットルレート (ListTagsForResource) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
ListTagsForResource リク
エストの最大数。

スロットルレート (PutFeedback) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
PutFeedback リクエストの
最大数。

スロットルレート (TagResource) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
TagResource リクエストの
最大数。

スロットルレート (UntagResource) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
UntagResource リクエスト
の最大数。

スロットルレート 
(UpdateAnomalyDetector)

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
UpdateAnomalyDetector リ
クエストの最大数。

スロットルレート (UpdateMetricSet) サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
の AWS リージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
UpdateMetricSet リクエス
トの最大数。

間隔 (10m) ごとの時系列 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

10 分間隔で処理できる時系
列の最大数。

間隔 (1d) ごとの時系列 サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

はい 1 日間隔で処理できる時系
列の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Vision

名前 デフォルト 調整
可能

説明

間隔 (1h) ごとの時系列 サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

はい 1 時間間隔で処理できる時
系列の最大数。

間隔 (5m) ごとの時系列 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

5 分間隔で処理できる時系
列の最大数。

ディメンションフィルターごとの値フィル
ター

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ディメンションフィルター
に追加できる値フィルター
の最大数。

値の長さ サポートされている
各リージョン: 40 バ
イト

はい レコード内の値の最大長。

Amazon Lookout for Vision エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Lookout for Vision

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トレーニング画像またはテスト画像の最大
画像サイズ (ピクセル単位)

サポートされている
各リージョン: 4,096

いい
え

Amazon S3 バケットのト
レーニング画像またはテス
ト画像の最大画像サイズ (ピ
クセル単位)

トレーニング画像またはテスト画像の画像
ファイルの最大サイズ (MB 単位)

サポートされている
各リージョン: 8 メ
ガバイト

いい
え

Amazon S3 バケットに保
存されているトレーニング
画像またはテスト画像の最
大ファイルサイズ (MB 単
位)。

DetectAnomalies を除く 1 秒あたりの API 
リクエストの最大数

サポートされている
各リージョン: 5/秒

はい 現在の AWS リージョンに
おける、この AWS アカウ
ントで 1 秒あたりに実行で
きる、APIごとの API リク
エスト (DetectAnomalies を
除く) の最大数。

1 秒あたりの DetectAnomalies API リクエ
ストの最大数

サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在の AWS リージョンに
おける、この AWS アカウ
ントで 1 秒あたりに実行で
きる、DetectAnomalies API 
リクエストの最大数。

同時モデルパッケージジョブジョブの最大
数

サポートされている
各リージョン: 3

はい AWS アカウントあたりの
同時実行 Amazon Lookout 
for Vision モデルパッケージ
ジョブジョブの最大数。

同時トレーニングジョブの最大数。 サポートされている
各リージョン: 2

はい AWS アカウントあたりの同
時実行 Amazon Lookout for 
Vision トレーニングジョブ
の最大数。

同時トライアル検出タスクの最大数 サポートされている
各リージョン: 2

はい AWS アカウントあたりの同
時実行 Amazon Lookout for 
Vision トライアル検出タス
クの最大数。

テストデータセットあたりの画像の最大
数。

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

テストデータセットに含め
ることができる画像の最大
数。

トレーニングデータセットの画像の最大数 サポートされてい
る各リージョン: 
16,000

いい
え

トレーニングデータセット
に含めることができる画像
の最大数。

トライアル検出データセット内の画像の最
大数

サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

トライアル検出データセッ
ト内の画像の最大数

開始されたモデルあたりの推定単位の最大
数。

サポートされている
各リージョン: 5

はい 開始されたモデルあたりの
推定単位の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Macie

名前 デフォルト 調整
可能

説明

プロジェクトあたりのモデルの最大数。 サポートされている
各リージョン: 100

はい プロジェクトごとの 
Amazon Lookout for Vision 
モデルの最大数。

プロジェクトの最大数。 サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントごとの 
Amazon Lookout for Vision 
プロジェクトの最大数。

実行モデルの最大数 サポートされている
各リージョン: 2

はい AWS アカウントあたりの同
時実行 Amazon Lookout for 
Vision モデルの最大数。

トレーニング画像またはテスト画像の最大
画像サイズ (ピクセル単位)

サポートされている
各リージョン: 64

いい
え

Amazon S3 バケットのト
レーニング画像またはテス
ト画像の最大画像サイズ (ピ
クセル単位)

詳細については、Amazon Lookout for Vision のクォータを参照してください。

Amazon Macie エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 macie2.us-east-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 macie2.us-east-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 macie2.us-west-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 macie2.us-west-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 macie2.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Macie

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 macie2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 macie2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

macie2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

macie2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 macie2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 macie2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 macie2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 macie2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 macie2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

macie2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 macie2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Macie

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Apache Avro コンテナ (.avro) ファイルサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 8 GB

いい
え

Macie が分析できる個々の 
Apache Avro オブジェクト
コンテナ (.avro) ファイル
の最大サイズ (GB)。ファイ
ルが大きい場合、Macie は
ファイル内のデータを分析
しません。

Apache Parquet (.parquet) ファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 8 GB

いい
え

Macie が分析できる個々の 
Apache Parquet (.parquet) 
ファイルの最大サイズ 
(GB)。ファイルが大きい場
合、Macie はファイル内の
データを分析しません。

アカウントあたりのカスタムデータ識別子 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できるカ
スタムデータ識別子の最大
数。

機密データ検出ジョブあたりのカスタム
データ識別子

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

使用する機密データ検出
ジョブを設定できるカスタ
ムデータ識別子の最大数。

アーカイブバイトの抽出 サポートされてい
る各リージョン: 10 
GB

いい
え

Macie が圧縮ファイルまた
はアーカイブファイルで抽
出および分析できるデータ
の最大量 (GB)。Macie は、
このタイプのファイルの分
析を開始し、ファイルにこ
の量を超えるデータが含ま
れていると判断した場合、
ファイルの分析を停止し、
処理済みのデータのみを対
象に機密データの調査結果
と検出結果を作成します。

アーカイブファイルの抽出 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

いい
え

Macie がアーカイブファイ
ルで抽出および分析できる
ファイルの最大数。Macie 
は、アーカイブファイル内
のデータの分析を開始し、
アーカイブファイルに最大
数を超えるファイルが含ま
れていると判断した場合、
ファイル内のデータの分析
を停止し、処理済みのデー
タのみを対象に機密データ
の調査結果と検出結果を作
成します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Macie

名前 デフォルト 調整
可能

説明

調査結果ルール サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
フィルタルールおよび抑制
ルールの最大数。

フルネームの検出 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Macie が検出してレポート
できるファイル (個々のアー
カイブファイルを含む) のフ
ルネームの最大数。最大数
に達すると、Macie はフル
ネームのカウントとその場
所データのレポートを停止
します。

GNU Zip 圧縮アーカイブ (.gz または.gzip) 
ファイルのサイズ

サポートされている
各リージョン: 8 GB

いい
え

Macie が分析できる個々の 
GNU Zip 圧縮アーカイブ 
(.gz または .gzip) ファイル
の最大サイズ (GB)。ファイ
ルが大きい場合、Macie は
ファイル内のデータを分析
しません。

郵送先住所の検出 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Macie が検出してレポート
できるファイル (個々のアー
カイブファイルを含む) の郵
送先住所の最大数。最大数
に達すると、Macie は郵送
先住所のカウントとその場
所データのレポートを停止
します。

メンバーアカウント数 (招待による) サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

現在のリージョン内の招待
によって Macie 管理者アカ
ウントに関連付けることが
できるメンバーアカウント
の最大数。

AWS Organizations 経由のメンバーアカウ
ント

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

現在のリージョン内にあ
る AWS Organizations 組織
の Macie 管理者アカウント
に関連付けることができる
メンバーアカウントの最大
数。

Microsoft Excel ワークブック (.xls また
は .xlsx) ファイルのサイズ

サポートされている
各リージョン: 512 
MB

いい
え

Macie が分析できる個々の 
Microsoft Excel ワークブッ
ク (.xls または.xlsx) ファイ
ルの最大サイズ (MB)。ファ
イルが大きい場合、Macie 
はファイル内のデータを分
析しません。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Macie

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Microsoft Word ドキュメント (.doc また
は .docx) ファイルのサイズ

サポートされている
各リージョン: 512 
MB

いい
え

Macie が分析できる個々
の Microsoft Word ドキュ
メント (.doc または.docx) 
ファイルの最大サイズ 
(MB)。ファイルが大きい場
合、Macie はファイル内の
データを分析しません。

ネストレベル サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Macie がアーカイブファイ
ルで分析できるネストレ
ベルの最大数。ファイル
に最大数を超えるネスト
レベルが含まれていること
がアーカイブファイルのメ
タデータに示されている場
合、Macie はファイル内の
データを抽出または分析し
ません。

構造化データ内のネストレベル サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

Macie が JSON (.json) ファ
イルまたは JSON Lines 
(.jsonl) ファイルで分析でき
るネストレベルの最大数。
ファイルに最大数を超え
るネストレベルが含まれて
いる場合、Macie はファイ
ル内のデータを分析しませ
ん。

非バイナリテキストファイルのサイズ サポートされてい
る各リージョン: 20 
GB

いい
え

Macie が分析できる個々の
非バイナリテキストファイ
ルの最大サイズ (GB)。ファ
イルが大きい場合、Macie 
はファイル内のデータを分
析しません。

ポータブルドキュメントフォーマット 
(.pdf) ファイルのサイズ

サポートされている
各リージョン: 1,024 
MB

いい
え

Macie が分析できる個々の
ポータブルドキュメント
フォーマット (.pdf) ファイ
ルの最大サイズ (MB)。ファ
イルが大きい場合、Macie 
はファイル内のデータを分
析しません。

機密データ検出ジョブあたりの S3 バケッ
ト

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

分析する機密データ検出
ジョブ用に明示的に選択
できる S3 バケットの最大
数。組織の Macie 管理者と
して従事している場合、組
織内の最大 1,000 個のアカ
ウントにまたがるバケット
を保持できます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Mainframe Modernization

名前 デフォルト 調整
可能

説明

機密データ検出の出現 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Macie が検出して詳細な場
所データを検出結果に出力
できる機密データの各タイ
プの最大出現回数。

月ごとのアカウントあたりの機密データ検
出

サポートされている
各リージョン: 5 TB

はい このアカウントの現在の
リージョンで機密データ検
出ジョブを実行することに
よって分析できるデータの
最大量 (TB)。

機密データ調査結果の出現 サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

Macie が機密データ調査結
果で提供できる検出場所の
最大数。

TAR アーカイブ (.tar) ファイルのサイズ サポートされてい
る各リージョン: 20 
GB

いい
え

Macie が分析できる個々
の TAR アーカイブ (.tar) 
ファイルの最大サイズ 
(GB)。ファイルが大きい場
合、Macie はファイル内の
データを分析しません。

ZIP 圧縮アーカイブ (.zip) ファイルのサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 8 GB

いい
え

Macie が分析できる個々
の ZIP 圧縮アーカイブ 
(.zip) ファイルの最大サイズ 
(GB)。ファイルが大きい場
合、Macie はファイル内の
データを分析しません。

詳細については、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「Amazon Macie quotas」(Amazon Macie クォー
タ) を参照してください。

AWS Mainframe Modernization エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 m2.us-east-2.amazonaws.com

m2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Mainframe Modernization

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 m2.us-east-1.amazonaws.com

m2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 m2.us-west-1.amazonaws.com

m2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 m2.us-west-2.amazonaws.com

m2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 m2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

m2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

m2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

m2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

m2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

m2.ca-central-1.amazonaws.com

m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

m2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 m2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 m2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 m2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 m2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS アカウントあたりのアプリケーショ
ンの最大数

サポートされている
各リージョン: 20

はい AWS アカウントあたりのア
プリケーションの最大数

AWS アカウントあたりの環境の最大数 サポートされている
各リージョン: 20

はい AWS アカウントあたりの環
境の最大数

高可用性環境あたりのインスタンスの最大
数

サポートされている
各リージョン: 12

はい 高可用性環境あたりのイン
スタンスの最大数

環境あたりの EFS ファイルシステムの最
大数

サポートされている
各リージョン: 1

はい 環境あたりの EFS ファイル
システムの最大数

環境あたりの FSX ファイルシステムの最
大数

サポートされている
各リージョン: 1

はい 環境あたりの FSX ファイル
システムの最大数

Amazon Machine Learning エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 machinelearning.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

バッチ予測入力レコード サポートされてい
る各リージョン: 
100,000,000

はい バッチ予測入力のレコード
の最大数。

バッチサイズの予測入力 サポートされている
各リージョン: 1 TB

はい バッチ予測入力の最大サイ
ズ (TB)。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/m2/quotas/L-00464274
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/m2/quotas/L-6851C542
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/m2/quotas/L-24ACBEAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/m2/quotas/L-5D943D0B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/m2/quotas/L-C1C41257
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-8914BECD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-C02552ED


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Managed Blockchain

名前 デフォルト 調整
可能

説明

マルチクラス ML モデルのクラス サポートされている
各リージョン: 100

はい 複数クラスの ML モデルの
クラスの最大数。

ジョブランタイム サポートされている
各リージョン: 7

いい
え

任意のジョブの最大実行時
間 (日数)。

ML モデルサイズ サポートされている
各リージョン: 2 GB

いい
え

ML モデルの最大サイズ 
(GB)。

観測サイズ サポートされている
各リージョン: 100 
KB

はい 各観測の最大サイズ (KB)。

エンドポイントあたりのリアルタイム予測
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 200

はい 各リアルタイム予測エンド
ポイントで 1 秒あたりに実
行できるリクエストの最大
数。

レシピの複雑さ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい レシピの最大複雑さ (処理さ
れる出力変数の数)

同時ジョブ サポートされている
各リージョン: 25

はい 同時ジョブの最大数。

オブジェクトあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

オブジェクトあたりのタグ
の最大数。

すべてのリアルタイムの予測エンドポイン
トについての合計 RAM

サポートされてい
る各リージョン: 10 
GB

はい すべてのリアルタイム予測
エンドポイントの最大合計 
RAM (GB)

リアルタイム予測リクエストの合計レート サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい すべてのリアルタイム予測
エンドポイントで 1 秒あた
りに実行できるリクエスト
の最大合計数。

トレーニングデータサイズ サポートされている
各リージョン: 100 
GB

はい トレーニングデータの最大
サイズ (GB)。

データファイルあたりの変数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい データファイル (スキーマ) 
内の変数の最大数。

詳細については、Amazon Machine Learning デベロッパーガイドの Amazon ML のクォータを参照してく
ださい。

Amazon Managed Blockchain エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-281104EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-22D3562F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-F1FD3E15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-54CEDABA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-40E5546B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-A3DD8EAF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-A7752C6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-C435D6DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-B08E80D3
https://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/system-limits.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Managed Blockchain

ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

managedblockchain.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

managedblockchain.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

managedblockchain.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

managedblockchain.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Standard Edition ネットワークあたりの 
Hyperledger Fabric チャネルの数。

サポートされている
各リージョン: 8

はい Standard Edition ネットワー
クあたりの Hyperledger 
Fabric チャネルの最大数。

Starter Edition ネットワークあたりの 
Hyperledger Fabric チャネルの数。

サポートされている
各リージョン: 8

はい Starter Edition ネットワー
クあたりの Hyperledger 
Fabric チャネルの最大数。

AWS アカウントがメンバーを保有できる 
Standard Edition ネットワークの数

サポートされている
各リージョン: 6

はい AWS アカウントがメンバー
を保有できる Hyperledger 
Fabric Standard Edition 
ネットワークの最大数。

AWS アカウントがメンバーを保有できる 
Starter Edition ネットワークの数

サポートされている
各リージョン: 6

はい AWS アカウントがメンバー
を保有できる Hyperledger 
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/managedblockchain/quotas/L-67914D6A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/managedblockchain/quotas/L-7DCD24B7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/managedblockchain/quotas/L-C71C12D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/managedblockchain/quotas/L-D3936217


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Managed Services

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Fabric Starter Edition ネット
ワークの最大数。

ネットワークあたりのメンバー数、メンバーあたりのピアノード、使用可能なインスタンスタイプな
ど、Starter Edition および Standard Edition ネットワークの属性に関する情報については、Amazon 
Managed Blockchain の料金表を参照してください。

AWS Managed Services エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
「AWS Managed Services ユーザーガイド」の「AMS VPC endpoints」(AMS VPC エンドポイント) と
「AMS Supported configurations」(AMS がサポートする設定) を参照してください。

Service Quotas
「AWS Managed Services ユーザーガイド」の「AMS account limits」(AMS アカウントの制限) を参照し
てください。

AWS Management Console エンドポイントとクォー
タ
AWS Management Consoleには、特定の AWS リージョンのコンソールに直接アクセスできるリージョン
エンドポイントがあります。リージョンエンドポイントの一般的な構文は次のとおりです。

https://region-code.console.aws.amazon.com

例えば、https://us-west-2.console.aws.amazon.com は米国西部 (オレゴン) リージョンにある 
AWS Management Consoleサービスのエントリポイントです。

以下の表に、各 AWS リージョンの名前、コード、およびエンドポイントを示します。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 us-east-2.console.aws.amazon.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 us-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Management Console

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 us-west-1.console.aws.amazon.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 us-west-2.console.aws.amazon.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 af-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 ap-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ハ
イデラバー
ド)

ap-south-2 ap-south-2.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカルタ)

ap-
southeast-3

ap-southeast-3.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (メ
ルボルン)

ap-
southeast-4

ap-southeast-4.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 ap-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (大
阪)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.console.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.console.aws.amazon.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 ca-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 eu-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 eu-west-1.console.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 eu-west-2.console.aws.amazon.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 eu-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 eu-west-3.console.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (スペイ
ン)

eu-south-2 eu-south-2.console.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 eu-north-1.console.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (チュー
リッヒ)

eu-central-2 eu-central-2.console.aws.amazon.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 me-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 me-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 sa-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com HTTPS

Service Quotas
このサービスにはクォータがありません。

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow エン
ドポイントとクオータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MWAA

サービスエンドポイント
Amazon MWAA は、サービスエンドポイントに、次の 3 つの異なるプレフィックスを使用します:
api、env、ops。各プレフィックスは、一連の API オペレーションに対応しています。

• api.airflow.region.amazonaws.com - このエンドポイントは、環境の管理のために使用されま
す。
• CreateEnvironment
• DeleteEnvironment
• GetEnvironment
• ListEnvironments
• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource
• UpdateEnvironment

• env.airflow.region.amazonaws.com - このエンドポイントは、Airflow 環境を操作するために使用
されます。
• CreateCliToken
• CreateWebLoginToken

• ops.airflow.region.amazonaws.com - このエンドポイントは、環境の状態を追跡する Amazon 
CloudWatch を使用してパブリック環境メトリクスに使用されます。
• PublishMetrics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 airflow.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 airflow.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 airflow.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 airflow.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Marketplace

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

airflow.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

airflow.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 airflow.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 airflow.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 airflow.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 airflow.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 airflow.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

各リージョンのアカウントあたりの環境の
種類

サポートされている
各リージョン: 10

はい アカウントごとのリージョ
ンあたりの環境の最大数。

環境ごとのワーカーの数 サポートされている
各リージョン: 25

はい 環境あたりのワーカーの最
大数。

AWS Marketplace エンドポイントとクォータ
AWS Marketplace は、お客様がソリューションを構築してビジネスを営むために必要なサードパーティー
のソフトウェアやサービスを簡単に検索、購入、デプロイ、管理できる厳選されたデジタルカタログで
す。

このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Marketplace

サービスエンドポイント
AWS Marketplace は、グローバルに利用可能です。AWS Marketplace コンソールは米国東部 (バージニア
北部) リージョンで利用できます。製品ベンダーは、製品を使用することができるリージョンを判断しま
す。

AWS Marketplace Catalog API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Marketplace Commerce Analytics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 marketplacecommerceanalytics.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS Marketplace Entitlement Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Marketplace Metering Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Marketplace

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

metering.marketplace.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

metering.marketplace.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

metering.marketplace.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

metering.marketplace.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

metering.marketplace.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

metering.marketplace.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

metering.marketplace.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

metering.marketplace.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

metering.marketplace.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Mechanical Turk

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

metering.marketplace.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

metering.marketplace.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

metering.marketplace.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

metering.marketplace.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
詳細については、次を参照してください。

• AWS Marketplace Catalog API サービスクォータ

Amazon Mechanical Turk エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MSK

サービスエンドポイント

リージョン エンドポイント プロトコル

Amazon Mechanical 
Turk 操作用サンド
ボックスエンドポイ
ント

mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Mechanical 
Turk 操作用プロダ
クションエンドポイ
ント

mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

毎月の使用状況 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 毎月の最大使用額 (USD)

Apache Kafka 用 Amazon Managed Streaming エンド
ポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kafka.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kafka.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 kafka.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kafka.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MSK

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 kafka.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 kafka.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 kafka.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kafka.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kafka.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

kafka.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kafka.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 kafka.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MSK

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 kafka.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 kafka.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 kafka.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 kafka.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

kafka.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

kafka.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

kafka.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 kafka.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのブローカーの数 サポートされている
各リージョン: 90

はい アカウントごとに作成でき
るブローカーの最大数。

クラスターあたりのブローカーの数 サポートされている
各リージョン: 30

はい クラスターに含めることが
できるブローカーの最大
数。

アカウントあたりの設定の数 サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントごとに作成でき
るカスタム設定の最大数。

設定あたりのリビジョンの数 サポートされている
各リージョン: 50

はい カスタム設定に対して作成
できるリビジョンの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MSK Connect

Amazon MSK Connect エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaConnect

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

ディメンション クォータ

最大カスタムプラグイン数 100

最大ワーカー設定数 100

最大コネクトワーカー数 最大 60 人のコネクトワーカー。コネクタがオート
スケーリングされた容量を持つように設定されて
いる場合、MSK Connect はそのコネクタに対して
設定されているワーカーの最大数を使用してアカ
ウントのクォータを計算します。

AWS Elemental MediaConnect エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaConnect

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaConvert

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

使用権限管理 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

フローに付与できる使用権
限の最大数。

フロー サポートされている
各リージョン: 20

はい 各 AWS リージョンで作成
できるフローの最大数。

[Outputs] (出力) サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

フローが持つことができる
出力の最大数。

詳細については、AWS Elemental MediaConnect ユーザーガイドのクォータを参照してください。

AWS Elemental MediaConvert エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
上記のエンドポイントは、DescribeEndpoints オペレーションを使用したアカウント固有のエンドポイン
トをリクエストするためだけに使用します。すべてのリクエストをサービスが返すアカウント固有のエン
ドポイントに送信します。詳細については、MediaConvert API リファレンスの API の使用を開始するを参
照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaConvert

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

すべてのオンデマンドキューにおける同時
ジョブ (ベースライン)

us-east-1: 40

us-west-2: 40

はい 現在のリージョンのすべて
のオンデマンドキューで、
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaConvert

名前 デフォルト 調整
可能

説明

eu-west-1: 40

他のサポートされて
いる各リージョン: 
20

サービスが一度に処理する
ジョブの最大数。

オンデマンドキューあたりの同時実行ジョ
ブ (ピーク)

us-east-1: 200

us-west-2: 200

eu-west-1: 200

他のサポートされて
いる各リージョン: 
100

はい オンデマンドキューごとに
サービスが一度に処理する
ジョブの最大数。

カスタムジョブテンプレート サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるカ
スタムジョブテンプレート
の最大数。

カスタム出力プリセット サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるカ
スタム出力プリセットの最
大数。

オンデマンドキュー (リージョンごと、ア
カウントごと)

サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
オンデマンドキューの最大
数。

リザーブドキュー (リージョンごと、アカ
ウントごと)

サポートされている
各リージョン: 30

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるリ
ザーブドキューの最大数。

API 呼び出しのリクエストレート (集計) サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在の
リージョンで 1 秒あたりに
送信できる集約 API リクエ
ストの最大数。

API 呼び出しのリクエストレート (集計、
バースト)

サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントの現在の
リージョンで 1 回のバース
トによって送信できる集約
リクエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaLive

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeEndpoints のリクエストレート サポートされてい
る各リージョン: 
0.01667

いい
え

このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
あたりに送信できる 
DescribeEndpoints リクエ
ストの最大数。このリクエ
ストは、エンドポイントを
取得するためだけに送信し
ます。このエンドポイント
は、AWS リージョンに固有
であり、変更されません。
このエンドポイントを 1 回
リクエストしてから、ハー
ドコードまたはキャッシュ
します。

DescribeEndpoints のリクエストレート 
(バースト)

サポートされている
各リージョン: 0

いい
え

DescribeEndpoints リクエ
ストをバーストで送信する
ことはできません。このリ
クエストは、エンドポイン
トを取得するためだけに送
信します。このエンドポイ
ントは、AWS リージョンに
固有であり、変更されませ
ん。このエンドポイントを 
1 回リクエストしてから、
ハードコードまたはキャッ
シュします。

AWS Elemental MediaLive エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
AWS CLI または SDK を使用してリクエストを送信するときは、リージョンとエンドポイントを指定しな
いままにするか、us-east-1 をリージョンとして指定します。MediaLive API を使用してリクエストを送信
する場合は、us-east-1 リージョンを使用してリクエストに署名します。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 medialive.us-east-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaLive

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 medialive.us-east-1.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 medialive.us-west-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 medialive.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

medialive.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 medialive.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 medialive.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 medialive.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 medialive.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 medialive.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CDI チャネル サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンに作成で
きる CDI チャネル (1 つ以
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaPackage

名前 デフォルト 調整
可能

説明

上の CDI 入力を含むチャネ
ル) の最大数。

チャネル サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで作成で
きるチャネルの最大数。

デバイス入力 サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンに作成で
きるデバイス入力 (デバイス
からの入力) の最大数。

HEVC チャネル サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンに作成で
きる HEVC チャネル (1 つ
以上の HEVC 出力を含む
チャネル) の最大数。

入力セキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで作成
できる入力セキュリティグ
ループの最大数。

マルチプレックス サポートされている
各リージョン: 2

はい 現在のリージョンに作成で
きる多重化の最大数。

プル入力 サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンで作成で
きるプル入力の最大数。

プッシュ入力 サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンで作成で
きるプッシュ入力の最大
数。

予約 サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンで作成で
きる予約の最大数。

UHD チャネル サポートされている
各リージョン: 1

はい 現在のリージョンに作成で
きる UHD チャネル (1 つ以
上の UHD 出力を含むチャ
ネル) の最大数。

VPC 入力 サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンに作成で
きる VPC 入力の最大数。

AWS Elemental MediaPackage エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
以下は、ライブコンテンツワークフローのエンドポイントです。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaPackage

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 mediapackage.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 mediapackage.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 mediapackage.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mediapackage.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

以下は、ビデオオンデマンド (VOD) のコンテンツワークフローのエンドポイントです。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaPackage

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mediapackage-vod.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

mediapackage-vod.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mediapackage-vod.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mediapackage-vod.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaPackage

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

パッケージグループあたりのアセット サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい パッケージグループごとに
作成できるアセットの最
大数。パッケージンググ
ループあたりの制限である
ことに留意してください。
グループ内のアセットが 
1,000 個以下の場合は、グ
ループの数に関係なく、ア
セット制限を増やす必要は
ありません。

REST API リクエストのバーストレート (ラ
イブ)

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンで 1 秒あたりに
バーストできる REST API 
リクエストの最大数。

REST API リクエストのバーストレート 
(VOD)

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンで 1 秒あたりに
バーストできる REST API 
リクエストの最大数。

チャンネル サポートされている
各リージョン: 30

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
チャネルの最大数。この制
限はエンドポイントの制限
には影響しません。チャネ
ルあたりのエンドポイント
の制限を超えていない場合
は、チャネルを増やすとき
にエンドポイントの制限を
増やす必要はありません。

同時実行収集ジョブ サポートされている
各リージョン: 10

はい 同時に進行中にできる収集
ジョブの最大数。

コンテンツ保持 サポートされている
各リージョン: 336

いい
え

取り込んだコンテンツを保
持できる最大時間数。

チャネルあたりのエンドポイント サポートされている
各リージョン: 10

はい チャネルごとに作成できる
エンドポイントの最大数。
チャネルあたりの制限で
あることに留意してくだ
さい。チャネル上のエンド
ポイントが 10 個以下の場
合は、チャネルの数に関係
なく、エンドポイントの制
限を増やす必要はありませ
ん。

アセットあたりの取り込みストリーム サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

アセットごとに取り込むこ
とができるストリームの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaPackage

名前 デフォルト 調整
可能

説明

チャネルあたりの取り込みストリーム サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

チャネルごとに取り込むこ
とができるストリームの最
大数。

ライブマニフェストの時間 サポートされている
各リージョン: 5

はい ライブマニフェストの最大
長 (分)。

パッケージンググループあたりのパッケー
ジ設定

サポートされている
各リージョン: 10

はい パッケージンググループご
とに作成できるパッケー
ジング設定の最大数。パッ
ケージンググループあたり
の制限であることに留意し
てください。グループ内の
設定が 10 個以下の場合は、
グループの数に関係なく、
設定制限を増やす必要はあ
りません。

パッケージンググループ サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
パッケージンググループの
最大数。

REST API リクエストのレート (ライブ) サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンで 1 秒あたりに
送信できる REST API リク
エストの最大数。

REST API リクエストのレート (VOD) サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンで 1 秒あたりに
送信できる REST API リク
エストの最大数。

チャネルあたりの取り込みリクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

チャネルごとに 1 秒あたり
に実行できる取り込みリク
エストの最大数。

アセットあたりのマニフェスト出力リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

アセットごとに 1 秒あたり
に実行できるマニフェスト
出力リクエストの最大数。

オリジンエンドポイントあたりのマニフェ
スト出力リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

オリジンエンドポイントご
とに 1 秒あたりに実行でき
るマニフェスト出力リクエ
ストの最大数。

アセットあたりのセグメント出力リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

アセットごとに 1 秒あたり
に実行できるメディアセグ
メント出力リクエストの最
大数。

オリジンエンドポイントあたりのセグメン
ト出力リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

オリジンエンドポイントご
とに 1 秒あたりに実行でき
るメディアセグメント出力
リクエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaStore

名前 デフォルト 調整
可能

説明

タイムシフトマニフェストの長さ サポートされている
各リージョン: 24

いい
え

タイムシフトマニフェスト
の最大長 (時間)。

取り込みストリームあたりのトラック (ラ
イブ)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ストリームごとに取り込む
ことができるトラックの最
大数。

取り込みストリームあたりのトラック数 
(VOD)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ストリームごとに取り込む
ことができるトラックの最
大数。

詳細については、AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイドのクォータを参照してください。

AWS Elemental MediaStore エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 mediastore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mediastore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mediastore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaStore

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mediastore.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mediastore.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mediastore.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コンテナ サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

このアカウントで作成でき
るコンテナの最大数。

フォルダレベル サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

コンテナ内に作成できる
フォルダレベルの最大数。
コンテナ内で 10 レベルを超
えて入れ子にしない限り、
無制限の数のフォルダを作
成できます。

オブジェクトサイズ サポートされてい
る各リージョン: 25 
MB

いい
え

1 つのオブジェクトの最大
サイズ。

DeleteObject API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100

はい 1 秒あたりに実行できる 
DeleteObject リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。

DescribeObject API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 1 秒あたりに実行できる 
DescribeObject リクエスト
の最大数。追加のリクエス
トは調整されます。

標準のアップロード可用性の GetObject 
API リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 標準のアップロード可用
性を使用する場合に、1 
秒あたりに実行できる 
GetObject リクエストの最
大数。追加のリクエストは
調整されます。

ストリーミングアップロード可用性の 
GetObject API リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 25

はい ストリーミングアップロー
ド可用性を使用する場合
に、1 秒あたりに実行でき
る GetObject リクエストの
最大数。追加のリクエスト
は調整されます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaTailor

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListItems API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

はい 1 秒あたりに実行できる 
ListItems リクエストの最大
数。追加のリクエストは調
整されます。

チャンク転送エンコーディング用の 
PutObject API リクエストのレート (スト
リーミングアップロード可用性とも呼ばれ
ます)

サポートされている
各リージョン: 10

はい 本文のチャンク転送エン
コードで 1 秒あたりに実行
できる PutObject リクエス
トの最大数 (ストリーミング
アップロード可用性とも呼
ばれます)。追加のリクエス
トは調整されます。

標準のアップロード可用性の PutObject 
API リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 100

はい 標準のアップロード可用性
を使用する場合に、1 秒あ
たりに実行できる PutObject 
リクエストの最大数。追加
のリクエストは調整されま
す。

詳細については、AWS Elemental MediaStore ユーザーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS Elemental MediaTailor エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaTailor

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

広告挿入リクエスト サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい サーバー側での広告挿入時
にマニフェスト、セグメン
ト、トラッキング情報をリ
クエストする場合の 1 秒あ
たりの最大リクエスト数。

広告決定サーバー (ADS) の長さ サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

いい
え

広告決定サーバー (ADS) 仕
様の最大文字数。

広告決定サーバー (ADS) のリダイレクト サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

MediaTailor が VAST ラッ
パータグ内で従うリダイレ
クトの最大深度。

広告決定サーバー (ADS) のタイムアウト サポートされている
各リージョン: 3 秒

いい
え

MediaTailor が広告決定サー
バー (ADS) に対するオープ
ン接続をタイムアウトする
までの最大待機秒数。ADS 
からのレスポンスがないた
めに接続がタイムアウトす
る場合、MediaTailor は ad 
avail を広告で埋めることが
できません。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
MediaTailor

名前 デフォルト 調整
可能

説明

チャンネルマニフェストリクエスト サポートされている
各リージョン: 50

はい Channel Assembly チャンネ
ルの 1 秒あたりのマニフェ
ストリクエストの最大数。
これはアカウントレベルの
クォータです。

チャネル出力 サポートされている
各リージョン: 5

はい チャネルあたりの出力の最
大数。

アカウントあたりのチャネル サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりのチャネ
ルの最大数。

Configurations サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

MediaTailor が許可する設定
の最大数。

コンテンツオリジンの長さ サポートされている
各リージョン: 512

いい
え

コンテンツオリジン仕様の
最大文字数。

コンテンツオリジンサーバーのタイムアウ
ト

サポートされている
各リージョン: 2 秒

いい
え

テンプレートマニフェ
ストのリクエスト時
に、MediaTailor がコンテ
ンツオリジンサーバーに
対するオープン接続をタ
イムアウトするまでの最
大待機秒数。タイムアウ
トになると、HTTP 504 
(GatewayTimeoutException) 
レスポンスエラーが生成さ
れます。

ライブソース サポートされている
各リージョン: 50

はい ソースロケーションあたり
のライブソースの最大数。

マニフェストリクエスト サポートされている
各リージョン: 400

はい すべてのチャネルごとに 1 
秒あたりに実行できるマニ
フェストリクエストの最大
数。これはアカウントレベ
ルのクォータです。

マニフェストサイズ サポートされている
各リージョン: 2 MB

いい
え

再生マニフェスト (入力ま
たは出力であるかは問わな
い) の MB 単位での最大サイ
ズ。クォータを超過しない
ようにするには、gzip を使
用して入力マニフェストを 
MediaTailor に圧縮します。

パッケージ設定 サポートされている
各リージョン: 5

はい ライブまたは VOD (ビデオ
オンデマンド) ソースあた
りのパッケージ設定の最大
数。

チャネルあたりのプログラム サポートされている
各リージョン: 400

はい チャネルあたりのプログラ
ムの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Migration Hub

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ソースあたりのセグメント配信構成 サポートされている
各リージョン: 5

はい ソースロケーションあたり
のセグメント配信設定の最
大数。

セッションの期限切れ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

MediaTailor が非アクティ
ブ状態のセッションを終了
するまでの許容最大時間 
(クォータにマニフェスト期
間を掛けた値)。セッション
アクティビティは、プレイ
ヤーのリクエストまたはオ
リジンサーバーによる事前
通知です。セッションの期
限が切れると、MediaTailor 
が HTTP 400 (不正なリクエ
スト) レスポンスエラーを返
します。

ソースロケーション サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりのソース
ロケーションの最大数。

VOD ソース サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ソースロケーションあた
りのビデオオンデマンド 
(VOD) ソースの最大数。

詳細については、AWS Elemental MediaTailor ユーザーガイドの「クォータ」を参照してください。

AWS Migration Hub エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
AWS Migration Hub と統合される移行ツールが、移行ステータスを選択したホームリージョンの Migration 
Hub に送信します。ホームリージョンの選択については、AWS Migration Hub ユーザーガイドの「AWS 
Migration Hub ホームリージョン」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 mgh.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mgh.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Migration Hub Orchestrator

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mgh.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mgh.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mgh.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ
AWS Migration Hub に関連付けられたクォータは AWS Application Discovery Service クォータです。詳細
については、「AWS Application Discovery Service のクォータ (p. 55)」を参照してください。

Migration Hub Orchestrator のエンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 migrationhub-orchestrator.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 migrationhub-orchestrator.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

migrationhub-orchestrator.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

migrationhub-orchestrator.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWSMigration Hub Refactor Spaces

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

migrationhub-orchestrator.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 migrationhub-orchestrator.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 migrationhub-orchestrator.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

最大ステップ 15 いいえ ステップグループの最
大ステップ数。

最大ステップグループ 15 いいえ 移行ワークフローの最
大ステップグループ
数。

最大移行ワークフロー 50 いいえ 進行中の移行ワークフ
ローの最大数。

AWS Migration Hub Refactor Spaces エンドポイント
とクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハイオ) us-east-2 refactor-spaces.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 refactor-spaces.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (北カリフォル
ニア)

us-west-1 refactor-spaces.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 refactor-spaces.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWSMigration Hub Refactor Spaces

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 refactor-spaces.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (大
阪)

ap-northeast-3 refactor-spaces.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 refactor-spaces.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 refactor-spaces.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 refactor-spaces.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 refactor-spaces.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 refactor-spaces.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 refactor-spaces.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 refactor-spaces.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロンドン) eu-west-2 refactor-spaces.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 refactor-spaces.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 refactor-spaces.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サンパウロ) sa-east-1 refactor-spaces.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アプリケーション サポートされている
各リージョン: 600

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるリ
ファクタリングスペースア
プリケーションの最大数。

環境 サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるリ
ファクタリングスペース環
境の最大数。

ルート サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Migration Hub Strategy Recommendations

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リファクタリングスペース
ルートの最大数。

サービス サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
リファクタリングスペース
サービスの最大数。

Migration Hub Strategy Recommendations エンドポイ
ントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

migrationhub-strategy.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

migrationhub-strategy.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

migrationhub-strategy.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Monitron

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクティブ評価 (最大) サポートされている
各リージョン: 1

はい 同時アクティブ評価の最大
数

アクティブインポート (最大) サポートされている
各リージョン: 5

はい 同時アクティブインポート
タスクの最大数

評価 (最大) サポートされている
各リージョン: 50

はい AWS アカウントあたりの評
価の最大数

評価あたりの最大サーバー数 サポートされている
各リージョン: 300

はい 評価あたりのサーバーの最
大数

Amazon Monitron エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
現在、Amazon Monitron は次のリージョンでサポートされています。

• 米国東部 (バージニア北部): us-east-1
• 欧州 (アイルランド): eu-west-1

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サイトごとのアセットの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい サイトあたりのアセットの
最大数。

サイトごとのゲートウェイの数 サポートされている
各リージョン: 200

はい サイトあたりのゲートウェ
イの最大数。

アセットごとの位置の数 サポートされている
各リージョン: 20

はい アセットあたりの位置の最
大数。

アカウントあたりのプロジェクト数 サポートされている
各リージョン: 10

はい アカウントで作成できるプ
ロジェクトの最大数。

プロジェクトごとのサイトの数 サポートされている
各リージョン: 50

はい プロジェクトあたりのサイ
トの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MQ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サイトごとのユーザー数 サポートされている
各リージョン: 20

はい サイトあたりのユーザーの
最大数。

Amazon MQ エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 mq.us-east-2.amazonaws.com

mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 mq.us-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 mq.us-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 mq.us-west-2.amazonaws.com

mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 mq.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 mq.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

mq.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 mq.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MQ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

mq.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

mq.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

mq.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

mq.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

mq.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

mq.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

mq.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 mq.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 mq.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 mq.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 mq.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 mq.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

mq.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

mq.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 mq.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

mq.us-gov-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MQ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

mq.us-gov-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API バースト制限 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

API バースト制限は、サー
ビスの帯域幅を維持する
ために、すべての Amazon 
MQ API 全体で AWS アカ
ウントごとに集計されま
す。この制限は、ActiveMQ 
または RabbitMQ ブロー
カーメッセージング API 
には適用されません。例
えば、Amazon MQ はメッ
セージの送信または受信を
スロットリングしません。

API レート制限 サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

API レート制限は、サービ
スの帯域幅を維持するため
に、すべての Amazon MQ 
API 全体で AWS アカウン
トごとに集計されます。こ
の制限は、ActiveMQ または 
RabbitMQ ブローカーメッ
セージング API には適用さ
れません。例えば、Amazon 
MQ はメッセージの送信ま
たは受信をスロットリング
しません。

CloudWatch (ActiveMQ) で監視される送信
先

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

CloudWatch で監視さ
れる送信先 (ActiveMQ 
キュー、ActiveMQ トピッ
ク) の最大数。

CloudWatch (RabbitMQ) で監視される送信
先

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

CloudWatch で監視される
送信先 (RabbitMQ キュー) 
の最大数。

ユーザーあたりのグループ (simple auth) サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ユーザーあたりのグルー
プ (simple auth) の最大
数。RabbitMQ ブローカー
には適用されません。

Amazon EBS によってバックアップされる
ブローカーごとのジョブスケジューラの使
用制限

サポートされてい
る各リージョン: 50 
GB

いい
え

Amazon EBS によって
バックアップされるブ
ローカーごとのジョブス
ケジューラの使用制限 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon MQ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

(GB)。RabbitMQ ブロー
カーには適用されません。

リージョンあたりのブローカー数 サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンあたりのブロー
カーの最大数。

設定あたりのリビジョン サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

設定あたりのリビジョンの
最大数。RabbitMQ ブロー
カーには適用されません。

ブローカーあたりのセキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ブローカーあたりのセキュ
リティグループの最大数。

大規模なブローカーごとのストレージ容量 サポートされている
各リージョン: 200 
GB

いい
え

大規模ブローカー 
(mq.*.large インスタンスタ
イプブローカー) あたりの最
大ストレージ容量 (GB)。

小規模なブローカーごとのストレージ容量 サポートされてい
る各リージョン: 20 
GB

いい
え

小規模ブローカー 
(mq.*.micro インスタンスタ
イプブローカー) あたりの最
大ストレージ容量 (GB)。

ブローカーあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ブローカーあたりのタグの
最大数。

大規模なブローカーあたりの一時ストレー
ジキャパシティー

サポートされてい
る各リージョン: 50 
GB

いい
え

大規模ブローカー 
(mq.*.*large インスタンスタ
イプブローカー) あたりの最
大一時ストレージキャパシ
ティー (GB)。RabbitMQ ブ
ローカーには適用されませ
ん。

小規模なブローカーあたりの一時ストレー
ジキャパシティー

サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

小規模ブローカー 
(mq.*.micro インスタンスタ
イプブローカー) あたりの最
大一時ストレージキャパシ
ティー (GB)。RabbitMQ ブ
ローカーには適用されませ
ん。

ブローカーあたりのユーザー (simple auth) サポートされている
各リージョン: 250

いい
え

ブローカーあたりのユー
ザー (simple auth) の最大
数。RabbitMQ ブローカー
には適用されません。

大規模なブローカーあたりのワイヤレベル
の接続

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい 大規模ブローカー 
(mq.*.*large インスタンス
タイプブローカー) あたり
のワイヤレベル接続の最大
数。RabbitMQ ブローカー
には適用されません。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Neptune

名前 デフォルト 調整
可能

説明

小規模なブローカーあたりのワイヤレベル
の接続

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

小規模ブローカー 
(mq.*.micro インスタンス
タイプブローカー) あたり
のワイヤレベル接続の最大
数。RabbitMQ ブローカー
には適用されません。

これらの制限の詳細については、Amazon MQ デベロッパーガイドの Amazon MQ のクォータを参照して
ください。

Amazon Neptune エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Neptune

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Network Firewall

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DB クラスターあたりのクラスターエンド
ポイント

サポートされている
各リージョン: 5

はい DB クラスターあたりのクラ
スターエンドポイントの最
大数。

クロスリージョンスナップショットのコ
ピーリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 5

はい クロスリージョンスナップ
ショットコピーリクエスト
の最大数。

DB クラスターロール サポートされている
各リージョン: 5

はい DB クラスターロールの最大
数。

DB クラスターの手動スナップショット サポートされている
各リージョン: 100

はい DB クラスター手動スナップ
ショットの最大数。

DB クラスターのパラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい DB クラスターパラメータグ
ループの最大数。

DB クラスター サポートされている
各リージョン: 40

はい DB クラスターの最大数。

DB インスタンスのパラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい DB インスタンスパラメータ
グループの最大数。

DB インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい DB インスタンスの最大数。

DB サブネットグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい DB サブネットグループの最
大数。

イベントサブスクリプション サポートされている
各リージョン: 20

はい イベントサブスクリプショ
ンの最大数。

クラスターあたりのリードレプリカ サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

クラスターあたりのリード
レプリカの最大数。

リザーブド DB インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい リザーブド DB インスタン
スの最大数。

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

はい リソースあたりのタグの最
大数

詳細については、Amazon Neptune ユーザーガイドの Amazon Neptune のクォータを参照してください。

AWS Network Firewall エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Network Firewall

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 network-firewall.us-east-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 network-firewall.us-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 network-firewall.us-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 network-firewall.us-west-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 network-firewall.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Network Firewall

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

network-firewall.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

network-firewall.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ファイアウォールポリシー サポートされている
各リージョン: 20

はい アカウントごとのリージョ
ンあたりのファイアウォー
ルポリシーの最大数。

ファイアウォール サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントごとのリージョ
ンあたりのファイアウォー
ルの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Network Manager

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ステートフルな RuleGroups サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントごとのリージョ
ンあたりのステートフル
ルールグループの最大数。

ステートレスな RuleGroups サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントごとのリージョ
ンあたりのステートレス
ルールグループの最大数。

TLS 設定 サポートされている
各リージョン: 20

はい リージョンごとのアカウン
トあたりの TLS 設定の最大
数。

詳細については、Network Firewall デベロッパーガイドの「AWS Network Firewall のクォータ」を参照し
てください。

AWS Network Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Network Manager

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Network Manager

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コアネットワークあたりのアタッチメント サポートされている
各リージョン: 5,000

はい コアネットワークあたりの
アタッチメントの最大数。

Connect アタッチメントあたりの Connect 
ピア

サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

Connect アタッチメントあ
たりの Connect ピアの最大
数。

グローバルネットワークあたりの接続数 サポートされている
各リージョン: 500

はい グローバルネットワークあ
たりの接続の最大数。

VPC あたりのコアネットワークアタッチメ
ント

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

VPC あたりのコアネット
ワークアタッチメントの最
大数

コアネットワークポリシーのサイズ (KB) サポートされている
各リージョン: 100 
KB

いい
え

コアネットワークポリシー
の最大サイズ (KB)

グローバルネットワークあたりのコアネッ
トワーク

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

グローバルネットワークあ
たりのコアネットワークの
最大数

グローバルネットワークあたりのデバイス
数

サポートされている
各リージョン: 200

はい グローバルネットワークあ
たりのデバイスの最大数

リージョンごとのコアネットワークあたり
のエッジ

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

リージョンごとのコアネッ
トワークあたりのエッジの
最大数

アカウントあたりのグローバルネットワー
ク

サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントあたりのグロー
バルネットワークの最大数

グローバルネットワークあたりのリンク数 サポートされている
各リージョン: 200

はい グローバルネットワークあ
たりのリンクの最大数

コアネットワークあたりのピアリング サポートされている
各リージョン: 50

はい コアネットワークあたりの
ピアリングの最大数

コアネットワークあたりのポリシーバー
ジョン

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい コアネットワークあたりの
ポリシーバージョンの最大
数

古い変更セットが含まれているコアネット
ワークポリシーの保持期間 (秒)

サポートされてい
る各リージョン: 
7,776,000 秒

いい
え

古い変更セットが含まれて
いるコアネットワークポリ
シーの最大保持期間 (秒)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Nimble Studio

名前 デフォルト 調整
可能

説明

コアネットワークあたりのセグメント サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

コアネットワークあたりの
セグメントの最大数

グローバルネットワークあたりのサイト数 サポートされている
各リージョン: 200

はい グローバルネットワークあ
たりのサイトの最大数

詳細については、Network Manager のクォータを参照してください。

Amazon Nimble Studio のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 nimble.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 nimble.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

nimble.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

nimble.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

nimble.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 nimble.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スタジオあたりのアクティブディレクトリ
スタジオコンポーネント

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できる 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Omics

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Active Directory コンポーネ
ントの最大数。

スタジオあたりのカスタムストリーミング
イメージ

サポートされている
各リージョン: 10

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できる
カスタムストリーミングイ
メージの最大数。

スタジオあたりの G5 ストリーミングセッ
ション

サポートされている
各リージョン: 0

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できる G5 
ストリーミングセッション
の最大数。

スタジオあたりの起動プロファイル サポートされている
各リージョン: 50

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できる起
動プロファイルの最大数。

スタジオあたりの共有ファイルシステムス
タジオコンポーネント

サポートされている
各リージョン: 10

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できる共
有ファイルシステムスタ
ジオコンポーネントの最大
数。

スタジオあたりのストリーミングセッショ
ンのバックアップ

サポートされている
各リージョン: 100

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できるス
トリーミングセッションの
バックアップの最大数。

スタジオあたりのストリーミングセッショ
ン

サポートされている
各リージョン: 2

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できるス
トリーミングセッションの
最大数。

スタジオあたりのスタジオコンポーネント サポートされている
各リージョン: 50

はい スタジオごとに現在の AWS 
リージョンに作成できるス
タジオコンポーネントの最
大数。

アカウントあたりのスタジオ作成 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

アカウントごとに現在の 
AWS リージョンに作成でき
るスタジオの最大数。

Amazon Omics の Service Quotas とエンドポイント
Amazon Omics のリージョンとエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 omics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Omics

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 omics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

omics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

omics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 omics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 omics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Amazon Omics のスロットリングとクォータ
AWS アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) が
あります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについ
ては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

Omics のクォータを表示するには、「Service Quotas console」(Service Quotas コンソール) を開きま
す。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択し、[Omics] を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げリ
クエスト」を参照してください。Service Quotas でクォータがまだ利用できない場合は、[制限の引き上
げ] のフォームを使用してください。

お客様の AWS アカウントには、Omics に関連する以下のクォータがあります。

アカウントまたはリージョンあたりの最大リソー
ス数

デフォルト

シーケンスストア 20

リファレンスストア 10

シーケンスストアあたりの読み取りセット 1,000,000

リファレンスストアあたりの参照 50

同時シーケンスまたはリファレンスインポート
ジョブ

5

同時シーケンスまたはリファレンスエクスポート
ジョブ

5

アクティベーションジョブあたりの読み取りセッ
ト数

20

同時アクティベーションジョブ 25
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Omics

アカウントまたはリージョンあたりの最大リソー
ス数

デフォルト

インポートジョブあたりの読み取りセットソース
数

100

エクスポートジョブあたりの読み取りセット 100

ワークフローの数 100

ワークフロー実行の数 (アクティブまたは非アク
ティブ)

200

実行グループの数 10

アクティブなワークフローの実行 3

実行あたりの同時タスク 10

同時アクティブ CPU 512

ワークフロー実行の期間 (時間) 168

実行ストレージキャパシティ (GB) 9600

バリアントストア 10

アノテーションストア 10

バリアントまたは注釈ストアの同時インポート
ジョブ

5

バリアントストアインポートジョブあたりのファ
イル

1,000

注釈ストアインポートジョブあたりのファイル 1

バリアントストアのインポートジョブファイルサ
イズ (GB)

20

アノテーションストアのインポートファイルサイ
ズ (GB)

20

Omics のスロットリングクォータは次のとおりです。すべての値は 1 秒あたりのトランザクション数 
(TPS) です。

API 操作 トランザクション/秒 (TPS)

CreateSequenceStore、CreateReferenceStore、DeleteSequenceStore、DeleteReferenceStore1

GetSequenceStore、ListSequenceStores 5

GetReadSet 10

GetReadSetMetadata、ListReadSets 5

BatchDeleteReadSet 1

StartReadSetImportJob、GetReadSetImportJob、ListReadSetImportJobs5
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
OpenSearch Service

API 操作 トランザクション/秒 (TPS)

StartReadSetExportJob、GetReadSetExportJob、ListReadSetExportJobs5

GetReferenceStore、ListReferenceStores 5

StartReferencetImportJob、GetReferenceImportJob、ListReferenceImportJobs5

ListReferences、GetReferenceMetadata 5

DeleteReference 1

StartReadsetActivationJob 1

ListReadsetActivationJobs、GetReadSetActivationJob5

GetReference 10

TagResource、UntagResource、ListTagsForResource5

StartRun 0.1

CreateWorkflow 5

CancelRun、DeleteRun、GetRun、GetRunTask、ListRunTasks、ListRuns、StartRun10

CreateRunGroup、DeleteRunGroup、GetRunGroup、ListRunGroups、UpdateRunGroup10

DeleteWorkflow、GetWorkflow、ListWorkflows、UpdateWorkflow10

CreateVariantStore、DeleteVariantStore、GetVariantStore、ListVariantStores、UpdateVariantStore1

StartVariantImportJob、CancelVariantImportJob、GetVariantImportJob、ListVariantImportJobs1

CreateAnnotationStore、DeleteAnnotationStore、GetAnnotationStore、ListAnnotationStores、UpdateAnnotationStore1

StartAnnotationImportJob、ListAnnotationImportJobs、GetAnnotationImportJob、CancelAnnotationImportJob1

Amazon OpenSearch Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
OpenSearch Service API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 es.us-east-2.amazonaws.com

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
OpenSearch Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 es.us-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 es.us-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 es.us-west-2.amazonaws.com

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 es.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 es.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 es.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

es.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

es.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 es.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

es.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

es.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

es.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

es.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
OpenSearch Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

es.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

es.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

es.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 es.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 es.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 es.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 es.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 es.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 es.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

es.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

es.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

es.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 es.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

es.us-gov-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

es.us-gov-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

OpenSearch サーバーレス API
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
OpenSearch Service

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 aoss.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 aoss.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 aoss.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

aoss.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 aoss.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
OpenSearch Service クォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ドメインあたりの専用マスターインスタン
ス

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

単一 Amazon OpenSearch 
Service ドメイン内の専用マ
スターインスタンスの最大
数。

リージョンあたりのドメイン サポートされている
各リージョン: 100

はい 各 AWS リージョンに
作成できる Amazon 
OpenSearch Service ドメイ
ンの最大数。

ドメインあたりのインスタンス サポートされている
各リージョン: 80

はい 単一 Amazon OpenSearch 
Service ドメイン内のインス
タンスの最大数。ドメイン
あたり最大 200 件のインス
タンスへの引き上げをリク
エストできます。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
OpenSearch Service

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ドメインあたりのインスタンス (T2 インス
タンスタイプ)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

単一 Amazon OpenSearch 
Service ドメイン内の T2 イ
ンスタンスの最大数。

ドメインあたりのウォームインスタンス サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

単一 Amazon OpenSearch 
Service クラスター内の
ウォームノードの最大数。

OpenSearch Serverless クォータ

名前 デフォルト 調整可能 メモ

デフォルトのイン
デックスキャパシ
ティ (OCU)

10 いいえ  

デフォルトの検索
キャパシティ (OCU)

10 いいえ  

データアクセスポリ
シー

500 いいえ  

暗号化ポリシー 50 いいえ  

最大インデックス
キャパシティ (OCU)

50 いいえ  

ネットワークポリ
シー

500 いいえ  

SAML プロバイダー 50 いいえ  

最大検索キャパシ
ティ (OCU)

50 いいえ  

データアクセスポリ
シーのサイズ

10,240 バイト いいえ  

ネットワークポリ
シーのサイズ

10,240 バイト いいえ  

SAML プロバイダー
のサイズ

20,480 バイト いいえ  

暗号化ポリシーのサ
イズ

10,240 バイト いいえ  

AWS アカウントには、次の追加の OpenSearch Serverless の制限があります。

名前 デフォルト 調整可能 メモ

コレクションタグ 50 いいえ  
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS OpsWorks

名前 デフォルト 調整可能 メモ

ユニークな KMS 
キーを使ったコレク
ション

25 いいえ  

OpenSearch 
Serverless マネージ
ド VPC エンドポイ
ント

50 いいえ この制限は 
OpenSearch 
Serverless で管
理される VPC エ
ンドポイントに
のみ適用されま
す。OpenSearch 
Service で管理され
る VPC エンドポイ
ントは含まれていま
せん。

検索コレクション内
のインデックス

20 いいえ この制限は、各検索
コレクションに含め
ることのできるイン
デックスが 20 以下
であることを意味し
ます。

時系列コレクション
内のインデックス

120 いいえ この制限は、各時系
列コレクションに含
めることのできるイ
ンデックスが 120 以
下であることを意味
します。

詳細については、「Amazon OpenSearch Service quotas」(Amazon OpenSearch Service クォータ) を参
照してください。

AWS OpsWorks エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

AWS OpsWorks CM

AWS OpsWorks for Chef Automate および AWS OpsWorks for Puppet Enterprise のサーバーは以下のリー
ジョンで作成して管理することができます。リソースは、そのリソースを作成したリージョンでのみ管理
できます。あるリージョンのエンドポイントで作成されたリソースは、他のリージョンのエンドポイント
からは使用できず、他のリージョンのエンドポイントにクローニングすることもできません。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS OpsWorks

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 opsworks-cm.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 opsworks-cm.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 opsworks-cm.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 opsworks-cm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

opsworks-cm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

opsworks-cm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

opsworks-cm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

opsworks-cm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 opsworks-cm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS OpsWorks スタック

次のすべてのリージョンで、AWS OpsWorks リソースを作成して管理できます。カナダ (中部) リージョ
ンは API のみを利用できます。 を使用してカナダ (中部) リージョンにスタックを作成することはできま
せんAWS Management Console リソースは、そのリソースを作成したリージョンでのみ管理できます。あ
るリージョンのエンドポイントで作成されたリソースは、別のリージョンのエンドポイントからは使用で
きず、他のリージョンのエンドポイントにクローニングすることもできません。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 opsworks.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 opsworks.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS OpsWorks

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 opsworks.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 opsworks.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 opsworks.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

opsworks.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

opsworks.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

opsworks.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

opsworks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

opsworks.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

opsworks.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 opsworks.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 opsworks.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 opsworks.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 opsworks.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ
以下のクォータは AWS OpsWorks CM 用です。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS OpsWorks

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サーバーあたりの自動 (スケジュール) 型
バックアップ生成

サポートされている
各リージョン: 10

はい サーバーあたりの自動 (ス
ケジュール) 型バックアッ
プ生成。各サーバー (Chef 
Automate または Puppet 
Enterprise) は、最大 30 世
代の自動バックアップを保
持できます。

Chef Automate または Puppet Enterprise 
サーバー

サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントあたりのサー
バーの数

サーバーあたりの手動バックアップ サポートされている
各リージョン: 10

はい サーバー (Chef Automate ま
たは Puppet Enterprise) あ
たりの手動バックアップの
数

次のクォータは AWS OpsWorks スタック用です。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

スタックあたりのアプリケーション サポートされている
各リージョン: 40

はい OpsWorks スタックに保持
できるアプリケーションの
最大数。AWS OpsWorks 
Stacks アプリとは、アプリ
ケーションサーバーで実行
するコードのことです。ア
プリは、Chef レシピを使用
してデプロイされます。

スタックあたりのインスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい OpsWorks スタックに保
持できるインスタンスの
最大数。OpsWorks 内と 
OpsWorks 外で作成された
インスタンスの両方が含ま
れています。OpsWorks ス
タック内のインスタンス
は、アプリケーションへの
サービス提供やデータベー
スサーバーのホスティング
など特定の目的を果たしま
す。

スタックあたりのレイヤー サポートされている
各リージョン: 40

はい OpsWorks スタックで作成
できるレイヤーの最大数。
レイヤーのスタックには、
アプリケーションへのサー
ビス提供やデータベース
サーバーのホスティングな
ど特定の目的を果たす一連
の EC2 インスタンスが含
まれています。レイヤー
は、Chef レシピを使用し
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
組織

名前 デフォルト 調整
可能

説明

て、パッケージのインス
トール、アプリケーショ
ンのデプロイ、スクリプト
の実行などのタスクをイン
スタンスに対して実行しま
す。

スタック サポートされている
各リージョン: 40

はい このアカウントで作成でき
る AWS OpsWorks スタッ
クの最大数。スタックは 
OpsWorks インスタンスを
ひとまとめにしたもので、
各インスタンスはそれぞ
れアプリケーションサー
バー、データベースサー
バー、ロードバランサーな
どウェブアプリケーション
を実行するために必要な役
割を果たします。

AWS Organizations エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
AWS Organizationsはグローバルサービスであるため、各パーティション内のすべての AWS リージョンに
対して 1 つのグローバルエンドポイントがあります。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
組織

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
組織

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

デフォルトの最大アカウント数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 組織で許容されるアカウン
トのデフォルトの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
組織

名前 デフォルト 調整
可能

説明

すべての機能リクエストの有効期限を有効
化

サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

すべての機能を有効化する
リクエストの有効期限が切
れるまでの最大日数。

ハンドシェイクの有効期限 サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

ハンドシェイクを完了する
までの最大日数。

招待の承諾期限 サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

組織への参加の招待の有効
期限が切れるまでの最大日
数。

同時に閉鎖できるメンバーアカウント サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

同時に閉鎖できるアカウン
トの最大数。1 つが終了す
るとすぐに、別のアカウン
トを閉鎖できます。

同時に作成できるメンバーアカウント サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

同時に作成できるアカウン
トの最大数。1 つが終了す
るとすぐに、別のアカウン
トを作成できます。

作成したアカウントの削除の最小期間 サポートされている
各リージョン: 7

いい
え

作成したアカウントを組織
から削除できるまでの最小
日数。

30 日間に閉鎖できるアカウントの数。実際
に閉鎖できるアカウントの数は、メンバー
アカウント内の 10 アカウント、または全
体の 10% (最大 200 アカウント) です

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

30 日間に閉鎖できるメン
バーアカウントのデフォル
トの最大数。実際に閉鎖で
きるアカウントの数は、メ
ンバーアカウント内の 10 
アカウント、または全体
の 10% (最大 200 アカウ
ント) です 詳細は、https://
docs.aws.amazon.com/
organizations/
latest/userguide/
orgs_reference_limits.html 
を参照してください。

24 時間以内に試行できる招待の回数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

24 時間以内に試行できる招
待の最大回数。施行できる
回数は、20 または組織で許
可される最大アカウント数
のいずれか大きい方です。

ルート内の OU 最大ネスト数 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ルートに OU をネストでき
るレベルの最大数。

組織内の OU サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

組織に含めることができる 
OU の最大数。

組織内のポリシー サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

組織あたりに許容されるポ
リシーの最大数。

Version 1.0
790



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Outposts

名前 デフォルト 調整
可能

説明

組織のルート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

組織あたりに許容される
ルートアカウントの最大
数。

OU あたりのサービスコントロールポリ
シー

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

OU あたりに許容される
サービスコントロールポリ
シー (SCP) の最大数。

アカウントあたりのサービスコントロール
ポリシー

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウントあたりに許容さ
れるサービスコントロール
ポリシー (SCP) の最大数。

ルートあたりのサービスコントロールポリ
シー

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

ルートあたりに許容される
サービスコントロールポリ
シー (SCP) の最大数。

サービスコントロールポリシー (SCP) ド
キュメントサイズ

サポートされている
各リージョン: 5,120 
バイト

いい
え

サービスコントロールポリ
シー (SCP) に許容されるド
キュメントの最大サイズ (バ
イト)。

詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS Organizations のクォータ」を参照してく
ださい。

AWS Outposts エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 outposts.us-east-2.amazonaws.com

outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 outposts.us-east-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 outposts.us-west-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 outposts.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
791

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Outposts

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 outposts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 outposts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 outposts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

outposts.ca-central-1.amazonaws.com

outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

outposts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 outposts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 outposts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 outposts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Outposts

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (パリ) eu-west-3 outposts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 outposts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

outposts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 outposts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon S3 on Outposts

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Outposts

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Panorama

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Outpost サイト サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントの現在
のリージョンに作成で
きる Outpost サイトの
最大数。Outpost サイト
は、Outpost 機器に電力を
供給してネットワークに接
続する、カスタマー管理の
物理的な建物です。

サイトあたりの Outpost サポートされている
各リージョン: 10

はい サイトごとに作成で
きる Outpost の最大
数。AWSOutpost に
は、Outpost と呼ばれる
ハードウェアと仮想リソー
スが含まれています。この
クォータは、Outpost 仮想
リソースを制限します。

AWS Panorama エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 panorama.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 panorama.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Panorama

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

panorama.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 panorama.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

デバイスあたりのアプリケーション サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

デバイス上で実行すること
ができるアプリケーション
インスタンスの最大数。

パッケージあたりのアセット サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ノードパッケージごとに
アップロードするアセット
の最大数。

アプリケーションあたりのカメラノード サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

アプリケーションに追加で
きるカメラノードの最大
数。

デバイス サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在の AWS リージョンで
このアカウントで登録でき
るデバイスの最大数。

ノードパッケージ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

現在の AWS リージョンで
このアカウントにで作成で
きるノードパッケージの最
大数。

パッケージアーティファクトのサイズ サポートされている
各リージョン: 8 GB

いい
え

ノードパッケージアーティ
ファクトの最大サイズ。

CreateApplicationInstance API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
CreateApplicationInstance 
API リクエストの最大数。

CreateJobForDevices API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
CreateJobForDevices API 
リクエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Panorama

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateNodeFromTemplateJob API リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
CreateNodeFromTemplateJob 
API リクエストの最大数。

CreatePackage API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
CreatePackage API リクエ
ストの最大数。

CreatePackageImportJob API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
CreatePackageImportJob 
API リクエストの最大数。

DeleteDevice API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
DeleteDevice API リクエス
トの最大数。

DeletePackage API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
DeletePackage API リクエ
ストの最大数。

DeregisterPackageVersion API リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
DeregisterPackageVersion 
API リクエストの最大数。

DescribePackage API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
DescribePackage API リク
エストの最大数。

ProvisionDevice API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
ProvisionDevice API リクエ
ストの最大数。

RegisterPackageVersion API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
RegisterPackageVersion 
API リクエストの最大数。

Version 1.0
797



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

名前 デフォルト 調整
可能

説明

RemoveApplicationInstance API リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在の AWS リージョン
でこのアカウントで 1 
秒あたりに実行できる 
RemoveApplicationInstance 
API リクエストの最大数。

デプロイのレート サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

デバイスごとにアプリケー
ションをデプロイできる 1 
日あたりの最大回数。

API リクエスト合計数のレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在の AWS リージョンで
このアカウントで 1 秒あた
りに実行できる API リクエ
ストの最大数。

パッケージあたりのバージョン サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ノードパッケージごとに
作成できるパッケージバー
ジョンの最大数。

Amazon Personalize エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

Amazon Personalize

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 personalize.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (オハイオ) us-east-2 personalize.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 personalize.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 personalize.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 personalize.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 personalize.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 personalize.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 personalize.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 personalize.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 personalize.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 personalize.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 personalize.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Personalize Events

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 personalize-events.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (オハイオ) us-east-2 personalize-events.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 personalize-events.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 personalize-events.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 personalize-events.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 personalize-events.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 personalize-events.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 personalize-events.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 personalize-events.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 personalize-events.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 personalize-events.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 personalize-events.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Personalize Runtime

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 personalize-runtime.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (オハイオ) us-east-2 personalize-runtime.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 personalize-runtime.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 personalize-runtime.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 personalize-runtime.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 personalize-runtime.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 personalize-runtime.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 personalize-runtime.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 personalize-runtime.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 personalize-runtime.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 personalize-runtime.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 personalize-runtime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

データセットグループごとのアクティブな
キャンペーン

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンでのデー
タセットグループごとのア
クティブなキャンペーンの
合計数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクティブなデータセットグループ サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できるア
クティブなデータセットグ
ループの合計数。

データセットグループごとのアクティブな
フィルター

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでのデー
タセットグループごとのア
クティブなキャンペーンの
合計数。

データセットグループごとのアクティブな
ソリューション

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンでのデー
タセットグループごとのア
クティブなソリューション
の合計数。

HRNN レシピのデータ量 サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

HRNN レシピの各データ
セットのデータの最大量

パーソナライズされたランキングのレシピ
のデータ量

サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

Personalized-Ranking レシ
ピの各データセットのデー
タの最大量

Popularity-Count レシピのデータ量 サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

Popularity-Count レシピの
各データセットのデータの
最大量

SIMS レシピのデータ量 サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

SIMS レシピの各データ
セットのデータの最大量

インクリメンタルインポートごとのデータ
量。

サポートされている
各リージョン: 1 GB

はい 現在のリージョンで、この
アカウントで 1 回のインク
リメンタルインポートでイ
ンポートできるデータの最
大量 (GB)。

HRNN-coldstart レシピのインタラクション
データの量

サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

HRNN-coldstart レシピのイ
ンタラクションデータセッ
トのデータの最大量

HRNN-メタデータレシピのインタラクショ
ンデータの量

サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

HRNN-metadata レシピのイ
ンタラクションデータセッ
トのデータの最大量

HRNN-coldstart レシピに結合されたユー
ザーおよび項目データの量

サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

HRNN-coldstart レシピ用に
ユーザーデータセットとア
イテムデータセットを組み
合わせた場合のデータの最
大量。

HRNN-メタデータレシピに結合されたユー
ザーおよび項目データの量

サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

HRNN-metadata レシピ用に
ユーザーデータセットとア
イテムデータセットを組み
合わせた場合のデータの最
大量
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

名前 デフォルト 調整
可能

説明

イベントサイズ サポートされている
各リージョン: 10 KB

いい
え

イベントの最大サイズ 
(KB)。

フィルターで考慮されるユーザーごと、イ
ベントタイプごとの最大インタラクション
数。

サポートされている
各リージョン: 100

はい Amazon Personalize がレ
コメンデーションをフィ
ルタリングする際に考慮す
るユーザーごと、イベント
タイプごとの最大インタラ
クション数。このアカウン
トで、現在のリージョンで
レコメンデーションのリク
エストを取得するたびに、
このクォータが適用されま
す。

データセットあたりのレコメンダーの最大
数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンでのデー
タセットグループごとのレ
コメンダーの合計数。

モデルトレーニングの最小データポイント サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

モデルのトレーニング (ソ
リューションの作成) に必要
なデータポイントの最小数

モデルトレーニングのための一意のユー
ザー (最小)

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

モデルのトレーニング (ソ
リューションの作成) に必
要な一意のユーザーの最小
数。

PutEvents 呼び出しのイベント数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

PutEvents 呼び出しにおけ
るイベントの最大数。

モデルトレーニングのインタラクションの
数

サポートされてい
る各リージョン: 
500,000,000

はい トレーニング時にモデルで
検討されるインタラクショ
ンの最大数。

モデルトレーニングで使用される項目の数 サポートされてい
る各リージョン: 
750,000

いい
え

トレーニング時にモデルで
検討されるアイテムの最大
数。

スキーマの数 サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに作成できるア
クティブなスキーマの合計
数。

保留中または進行中のバッチ推論ジョブ サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる保
留中または進行中のバッチ
推論ジョブの合計数。

保留中または進行中のソリューションの
バージョン

サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントの現在の
リージョンに作成できる
保留中または進行中のソ
リューションバージョンの
合計数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateCampaign リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateCampaign リクエス
トの最大数。

CreateDataset リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateDataset リクエスト
の最大数。

CreateDatasetGroup リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateDatasetGroup リクエ
ストの最大数。

CreateDatasetImportJob リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateDatasetImportJob リ
クエストの最大数。

CreateEventTracker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateEventTracker リクエ
ストの最大数。

CreateSchema リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateSchema リクエスト
の最大数。

CreateSolution リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateSolution リクエスト
の最大数。

CreateSolutionVersion リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateSolutionVersion リク
エストの最大数。

DeleteCampaign リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteCampaign リクエス
トの最大数。

DeleteDataset リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteDataset リクエストの
最大数。

DeleteDatasetGroup リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteDatasetGroup リクエ
ストの最大数。

DeleteDatasetImportJob リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteDatasetImportJob リ
クエストの最大数。

DeleteEventTracker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteEventTracker リクエ
ストの最大数。

DeleteSchema リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteSchema リクエスト
の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteSolution リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteSolution リクエスト
の最大数。

DescribeAlgorithm リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeAlgorithm リクエス
トの最大数。

DescribeCampaign リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeCampaign リクエ
ストの最大数。

DescribeDataset リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeDataset リクエスト
の最大数。

DescribeDatasetGroup リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeDatasetGroup リク
エストの最大数。

DescribeDatasetImportJob リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeDatasetImportJob 
リクエストの最大数。

DescribeEventTracker リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeEventTracker リク
エストの最大数。

DescribeFeatureTransformation リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeFeatureTransformation 
リクエストの最大数。

DescribeRecipe リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeRecipe リクエスト
の最大数。

DescribeSchema リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeSchema リクエス
トの最大数。

DescribeSolution リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DescribeSolution リクエス
トの最大数。

キャンペーンあたりの 
GetPersonalizedRanking リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

キャンペーンごとに 1 
秒あたりに実行できる 
GetPersonalizedRanking リ
クエストの最大数。

キャンペーンあたりの 
GetRecommendations リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

キャンペーンごとに 1 
秒あたりに実行できる 
GetRecommendations リク
エストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Personalize

名前 デフォルト 調整
可能

説明

GetSolutionMetrics リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
GetSolutionMetrics リクエ
ストの最大数。

ListCampaigns リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListCampaigns リクエスト
の最大数。

ListDatasetGroups リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListDatasetGroups リクエス
トの最大数。

ListDatasetImportJobRuns リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListDatasetImportJobRuns 
リクエストの最大数。

ListDatasetImportJobs リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListDatasetImportJobs リク
エストの最大数。

ListDatasets リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListDatasets リクエストの
最大数。

ListEventTrackers リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListEventTrackers リクエス
トの最大数。

ListRecipes リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListRecipes リクエストの最
大数。

ListSchemas リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListSchemas リクエストの
最大数。

ListSolutionVersions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListSolutionVersions リクエ
ストの最大数。

ListSolutions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
ListSolutions リクエストの
最大数。

データセットグループごとの PutEvents リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントから現在の
リージョンでデータセット
グループごとに 1 秒あたり
に実行できる PutEvents リ
クエストの最大数。

UpdateCampaign リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateCampaign リクエス
トの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Pinpoint

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateDataset リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateDataset リクエスト
の最大数。

アカウントあたりのトランザクションの
レート

サポートされている
各リージョン: 2,500

いい
え

アカウントごとの 1 秒あ
たりのトランザクションの
最大数。トランザクション
は単一の推奨リクエストで
す。

Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Amazon Pinpoint には、Amazon Pinpoint API と Amazon Pinpoint SMSおよび Voice API が含まれていま
す。

サービスエンドポイント

Amazon Pinpoint API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 pinpoint.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 pinpoint.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 pinpoint.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Pinpoint

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Note

アジアパシフィック (ソウル) で、Amazon Pinpoint API を使用して SMS メッセージを送信するこ
とはできません。

Amazon Pinpoint SMS および音声 API v1

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sms-voice.pinpoint.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
807



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Pinpoint

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Note

Amazon Pinpoint SMS および音声 API は、以下のリージョンではご利用いただけません。

• Asia Pacific (Seoul) Region
• Asia Pacific (Singapore) Region
• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Canada (Central) Region
• 欧州 (ロンドン) リージョン

Amazon Pinpoint SMS および音声 API v2

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sms-voice.us-east-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sms-voice.us-west-2.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Pinpoint

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

メッセージあたりの APN サンドボックス
メッセージペイロードサイズ

サポートされている
各リージョン: 4 KB

いい
え

メッセージあたりの APN 
サンドボックスメッセージ
ペイロードの最大サイズ 
(KB)。

アカウントごとのアクティブなキャンペー
ン

サポートされている
各リージョン: 200

はい アカウントあたりのア
クティブなキャンペー
ンの最大数。アクティ
ブなキャンペーンとは、
完了または失敗していな
いキャンペーンのことで
す。アクティブなキャン
ペーンにはステータスがあ
り、SCHEDULED、EXECUTING、PENDING_NEXT_RUN 
のいずれかになります。

プロジェクトあたりのアクティブなアプリ
内キャンペーン

サポートされている
各リージョン: 25

はい プロジェクトあたりのア
クティブなアプリ内キャン
ペーンの最大数。

その他のすべてのオペレーションのバース
トクォータ

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

1 回に実行できる他のすべ
てのオペレーションリクエ
ストの最大数。

その他すべてのオペレーションのレートの
クォータ

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

1 秒あたりに実行できる他
のすべてのオペレーション
リクエストの最大数。

メッセージあたりの Amazon Device 
Messaging (ADM) のメッセージペイロード
サイズ

サポートされている
各リージョン: 6 KB

いい
え

メッセージあたりの 
Amazon Device Messaging 
(ADM) メッセージペイロー
ドの最大サイズ (KB)。

メッセージあたりの Apple Push 
Notification サービス (APN) メッセージペ
イロードサイズ

サポートされている
各リージョン: 4 KB

いい
え

メッセージあたりの Apple 
Push Notification サービス 
(APN) メッセージペイロー
ドの最大サイズ (KB)。

属性名の長さ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

属性名の最大長 (文字数)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

属性値の長さ サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

属性値の最大長 (文字数)。

メッセージあたりの Baidu Cloud Push ペ
イロードサイズ

サポートされている
各リージョン: 4 KB

いい
え

メッセージあたりの Baidu 
Cloud Push メッセージペイ
ロードの最大サイズ (KB)。

CreateCampaign オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 回に実行できる 
CreateCampaign オペレー
ションリクエストの最大
数。

CreateCampaign オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateCampaign オペレー
ションリクエストの最大
数。

CreateSegment オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 回に実行できる 
CreateSegment オペレー
ションリクエストの最大
数。

CreateSegment オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
CreateSegment オペレー
ションリクエストの最大
数。

DeleteCampaign オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 回に実行できる 
DeleteCampaign オペレー
ションリクエストの最大
数。

DeleteCampaign オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteCampaign オペレー
ションリクエストの最大
数。

DeleteEndpoint オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

1 回に実行できる 
DeleteEndpoint オペレー
ションリクエストの最大
数。

DeleteEndpoint オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteEndpoint オペレー
ションリクエストの最大
数。

DeleteSegment オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 回に実行できる 
DeleteSegment オペレー
ションリクエストの最大
数。

DeleteSegment オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
DeleteSegment オペレー
ションリクエストの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

メッセージあたりの Firebase Cloud 
Messaging (FCM) メッセージペイロードサ
イズ

サポートされている
各リージョン: 4 KB

いい
え

メッセージあたりの 
Firebase Cloud Messaging 
(FCM) メッセージペイロー
ドの最大サイズ (KB)。

GetEndpoint オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 7,000

いい
え

1 回に実行できる 
GetEndpoint オペレーショ
ンリクエストの最大数。

GetEndpoint オペレーションレートクォー
タ

サポートされている
各リージョン: 7,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
GetEndpoint オペレーショ
ンリクエストの最大数。

インポートジョブあたりのインポートサイ
ズ

サポートされている
各リージョン: 1

はい インポートジョブあたりの
インポートの最大サイズ 
(GB)。

呼び出しペイロードサイズ サポートされている
各リージョン: 7 MB

いい
え

呼び出しペイロードの最大
サイズ (MB)。

Lambda 関数がデータを処理するのを待機
する最大時間

サポートされている
各リージョン: 15 秒

いい
え

Lambda 関数がデータを処
理するのを待機する最大時
間 (秒)。

推奨属性表示名の最大文字数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

推奨属性表示名 (コンソール
の属性ファインダーに表示
される名前) の最大長。

推奨属性名の最大長 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

推奨属性名の最大長。

Amazon Personalize から取得される推奨属
性値の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

Amazon Personalize から取
得される推奨属性値の最大
長 (文字数)。

最大メッセージサイズ（添付ファイルを含
む）

サポートされている
各リージョン10 MB

いい
え

添付ファイルを含めたメッ
セージの最大サイズ (MB)。

アカウントあたりのアクティブなイベント
トリガージャーニーの最大数

サポートされている
各リージョン: 40

はい アカウントあたりのアク
ティブなイベントトリガー
ジャーニーの最大数。

アカウントあたりのアクティブジャーニー
の最大数

サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントあたりのアク
ティブジャーニーの最大
数。

Lambda 関数の呼び出しの最大試行回数 サポートされている
各リージョン: 3 秒

いい
え

Lambda 関数の呼び出しの
最大試行回数。

イベントあたりの属性キーとメトリクス
キーの最大数 (リクエストごと)

サポートされている
各リージョン: 40

いい
え

リクエストあたりの各イベ
ントの属性キーとメトリク
スキーの最大数。

カスタムチャネルレスポンスのイベント属
性名の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 128

いい
え

カスタムチャネルレスポン
スのイベント属性名の最大
文字数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

カスタムチャネルレスポンスのイベント属
性値の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 128

いい
え

カスタムチャネルレスポン
スのイベント属性値の最大
文字数。

プッシュ通知テンプレートの ADM 固有の
テンプレート部分の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

プッシュ通知テンプレート
の ADM 固有のテンプレー
ト部分の最大文字数。

プッシュ通知テンプレートの APN 固有の
テンプレート部分の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

プッシュ通知テンプレート
の APN 固有のテンプレート
部分の最大文字数。

プッシュ通知テンプレートの Baidu 固有の
テンプレート部分の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

プッシュ通知テンプレート
の Baidu 固有のテンプレー
ト部分の最大文字数。

プッシュ通知テンプレートの FCM 固有の
テンプレート部分の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

プッシュ通知テンプレート
の FCM 固有のテンプレー
ト部分の最大文字数。

音声テンプレートの最大文字数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

音声テンプレートの最大文
字数。

SMS テンプレートの最大文字数 サポートされている
各リージョン: 1,600

いい
え

SMS テンプレートの最大文
字数。

E メールテンプレートの最大文字数 サポートされてい
る各リージョン: 
500,000

いい
え

E メールテンプレートの最
大文字数。

プッシュ通知テンプレートのデフォルトテ
ンプレート部分の最大文字数

サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

プッシュ通知テンプレート
のデフォルトテンプレート
部分の最大文字数。

属性キーごとの最大文字数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

属性キーあたりの最大文字
数。

属性値ごとの最大文字数 サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

属性値あたりの最大文字
数。文字数が 200 を超える
と、イベントは中止されま
す。

アプリケーションあたりのカスタム属性
キーの最大数

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

アプリケーションあたりの
カスタム属性キーの最大
数。

属性キーごとのカスタム属性値の最大数 サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

いい
え

属性キーあたりのカスタム
属性値の最大数。

アプリケーションあたりのカスタムイベン
トタイプの最大数

サポートされている
各リージョン: 1,500

いい
え

アプリケーションあたりの
カスタムイベントタイプの
最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

アプリケーションあたりのカスタムメトリ
クスキーの最大数

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

アプリケーションあたりの
カスタムメトリクスキーの
最大数。

セグメントの作成に使用できるディメン
ションの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

セグメントの作成に使用で
きるディメンションの最大
数。

エンドポイントあたりのカスタムチャネル
レスポンスのイベント属性の最大数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

エンドポイントあたりのカ
スタムチャネルレスポンス
のイベント属性の最大数。

1 件のリクエストにおけるイベントの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 件のリクエストにおける
イベントの最大数。

ジャーニーあたりのジャーニーアクティビ
ティの最大数

サポートされている
各リージョン: 40

はい ジャーニーあたりのジャー
ニーアクティビティの最大
数。

アカウントあたりのメッセージテンプレー
トの最大数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントあたりのメッ
セージテンプレートの最大
数。

アカウントあたりのモデル設定の最大数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりのモデル
設定の最大数。

メッセージテンプレートあたりのモデル設
定の最大数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

メッセージテンプレートあ
たりのモデル設定の最大
数。

キャンペーンで 1 秒あたりに送信できる
プッシュ通知の最大数

サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

はい キャンペーンで 1 秒あたり
に送信できるプッシュ通知
の最大数。

エンドポイントまたはユーザーあたりの推
奨事項の最大数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

エンドポイントまたはユー
ザーあたりの推奨事項の最
大数。

エンドポイントまたはユーザーごとの推奨
属性の最大数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

属性値が AWS Lambda 関
数によって処理されない場
合のエンドポイントまたは
ユーザーあたりの推奨属性
の最大数。

エンドポイントまたはユーザーあたりの推
奨属性の最大数 (AWS Lambda 関数)

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

属性値が AWS Lambda 関
数によって処理される場
合のエンドポイントまたは
ユーザーあたりの推奨属性
の最大数。

テンプレートあたりのバージョンの最大数 サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

テンプレートあたりのバー
ジョンの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

キャンペーンあたりの最大セグメントサイ
ズ

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000,000

いい
え

キャンペーンあたりのイン
ポート済みセグメントの最
大セグメントサイズ。ダイ
ナミックセグメントの場合: 
無制限。

ジャーニーあたりの最大セグメントサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
100,000,000

いい
え

ジャーニーあたりの最大
セグメントサイズ。イン
ポートされたセグメント
の場合: ジャーニーあたり 
100,000,000 ダイナミック
セグメントの場合: 無制限。

リクエストの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 4 MB

いい
え

リクエストの最大サイズ 
(MB)。

個々のイベントの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 1,000 
KB

いい
え

個々のイベントの最大サイ
ズ (KB)。

Lambda 関数の呼び出しペイロード (リク
エストと応答) の最大サイズ

サポートされている
各リージョン: 6 MB

いい
え

Lambda 関数の呼び出し
ペイロード (リクエストと
レスポンス) の最大サイズ 
(MB)。

エンドポイントあたりの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 15 KB

いい
え

エンドポイントあたりの最
大サイズ (KB)。

Amazon Pinpoint プロジェクトの数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりの 
Amazon Pinpoint プロジェ
クトの最大数。

アカウントあたりの双方向 SMS の 
Amazon SNS トピック数

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい アカウントあたりの双方
向 SMS の Amazon SNS ト
ピックの最大数。

EndpointBatchRequest ペイロード内の 
EndpointBatchItem オブジェクトの数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

EndpointBatchRequest 
ペイロード内の 
EndpointBatchItem オブ
ジェクトの最大数。ペイ
ロードサイズが 7 MB を超
えることはできません。

1 秒ごとに送信できる SMS メッセージの
数 (送信レート)

サポートされている
各リージョン: 20

はい 1 秒ごとに送信できる SMS 
メッセージの最大数 (送信
レート)。

1 秒ごとに受信者に送信できる SMS メッ
セージの数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒ごとに 1 人の受信者に
送信できる SMS メッセー
ジの最大数。

Attributes パラメータに割り当てられた属
性の数

サポートされている
各リージョン: 250

はい Attributes パラメータに割り
当てられた属性の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

Attributes、Metrics、および UserAttributes 
パラメータにまとめて割り当てられた属性
の数

サポートされている
各リージョン: 250

はい Attributes、Metrics、および 
UserAttributes パラメータに
まとめて割り当てられた属
性のエンドポイントあたり
の最大数。

メトリクスパラメータに割り当てられた属
性の数

サポートされている
各リージョン: 250

はい Metrics パラメータに割り当
てられた属性の最大数。

UserAttributes パラメータに割り当てられ
た属性の数

サポートされている
各リージョン: 250

はい UserAttributes パラメータに
割り当てられた属性の最大
数。

音声メッセージの文字数 サポートされている
各リージョン: 6,000

いい
え

ボイスメッセージの最大文
字数。話されている単語が
合計 6,000 文字 (請求可能
な文字と SSML タグを含む) 
で、そのうち 3,000 文字が
請求可能な文字。

同時実行インポートジョブの数 サポートされている
各リージョン: 10

はい アカウントあたりの同時イ
ンポートジョブの最大数。

1 秒ごとに送信できる E メールの数 (送信
レート)

サポートされている
各リージョン: 1

はい 1 秒ごとに送信できる E 
メールの最大数 (送信レー
ト)。アカウントがサンド
ボックスにある場合、1 秒
あたり 1 通の E メール。
アカウントがサンドボッ
クスの外にある場合、レー
トは具体的なユースケース
によって異なります。この
レートは、一意の送信メッ
セージの数ではなく、受取
人の数に基づいています。

24 時間ごとに送信可能な E メールの数 (送
信クォータ)

サポートされている
各リージョン: 200

はい 24 時間ごとに送信できる E 
メールの最大数 (送信クォー
タ)。アカウントがサンド
ボックスにある場合、24 時
間あたり 200 通の E メー
ル。アカウントがサンド
ボックスの外にある場合、
クォータは具体的なユー
スケースによって異なりま
す。このクォータは、一意
の送信メッセージの数では
なく、受取人の数に基づい
ています。

同じユーザー ID を持つエンドポイント数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

同じユーザー ID を持つエン
ドポイントの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Pinpoint

名前 デフォルト 調整
可能

説明

イベントベースのキャンペーンの数 サポートされている
各リージョン: 25

はい イベントベースのキャン
ペーンの最大数。イベント
ベースのトリガーを使用す
るキャンペーンでは、動的
セグメントを使用する必要
があります。インポート済
みセグメントは使用できま
せん。

検証できるアイデンティティの数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

AWS リージョンごとに検
証できる ID の最大数。ID 
とは、E メールアドレスま
たはドメイン、またはその 
2 つの組み合わせを指しま
す。Amazon Pinpoint を使
用して送信する E メールは
すべて、検証済み ID から送
信される必要があります。

メッセージあたりの受信者の最大数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

メッセージあたりの受信者
の最大数。

属性あたりの Attributes パラメータ属性に
割り当てられた値の数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

属性あたりの Attributes パ
ラメータ属性に割り当てら
れた値の最大数。

属性あたりの UserAttributes パラメータ属
性に割り当てられた値の数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

属性あたりの UserAttributes 
パラメータ属性に割り当て
られた値の最大数。

検証済み ID の数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

検証対象の ID の最大数。ID 
とは、E メールアドレスま
たはドメイン、またはその 
2 つの組み合わせを指しま
す。Amazon Pinpoint を使
用して送信する E メールは
すべて、検証済み ID から送
信される必要があります。

AWS リージョンあたりの音声設定セット
の数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

AWS リージョンあたりの設
定セットの最大数。

24 時間に送信できる音声メッセージの最大
数。

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

24 時間に送信できる音声
メッセージの最大数。アカ
ウントがサンドボックスに
ある場合: 20 メッセージ。
アカウントがサンドボック
スの外にある場合: 無制限。

1 秒間に発信元の単一の電話番号から送信
できる音声メッセージの数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

1 秒あたりに 1 つの発信元
電話番号から送信できる音
声メッセージの最大数。

Version 1.0
816

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/pinpoint/quotas/L-CC53764D


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Pinpoint

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 分あたりに送信できる音声メッセージの
最大数。

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 分あたりに送信できる音
声メッセージの最大数。ア
カウントがサンドボックス
にある場合: 5 分あたり 5 個
の呼び出し。アカウントが
サンドボックスの外にある
場合: 1 分あたり 20 個の呼
び出し。

24 時間に 1 人の受信者に送信できる音声
メッセージの数

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

24 時間に 1 人の受信者に送
信できる音声メッセージの
最大数。

PhoneNumberValidate オペレーションバー
ストクォータ

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 回に実行できる 
PhoneNumberValidate オペ
レーションリクエストの最
大数。

PhoneNumberValidate オペレーションレー
トクォータ

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
PhoneNumberValidate オペ
レーションリクエストの最
大数。

PutEvents オペレーションバーストクォー
タ

サポートされている
各リージョン: 7,000

いい
え

1 回に実行できる PutEvents 
オペレーションリクエスト
の最大数。

PutEvents オペレーションレートクォータ サポートされている
各リージョン: 7,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
PutEvents オペレーション
リクエストの最大数。

SMS 使用量しきい値 サポートされている
各リージョン: 1

はい アカウントあたりの SMS 
使用料金の最大しきい値 
(USD)。

SendMessages オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

1 回に実行できる 
SendMessages オペレー
ションリクエストの最大
数。

SendMessages オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
SendMessages オペレー
ションリクエストの最大
数。

SendUsersMessages オペレーションバー
ストクォータ

サポートされている
各リージョン: 6,000

いい
え

1 回に実行できる 
SendUsersMessages オペ
レーションリクエストの最
大数。

SendUsersMessages オペレーションレー
トクォータ

サポートされている
各リージョン: 6,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
SendUsersMessages オペ
レーションリクエストの最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Polly

名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateCampaign オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 回に実行できる 
UpdateCampaign オペレー
ションリクエストの最大
数。

UpdateCampaign オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateCampaign オペレー
ションリクエストの最大
数。

UpdateEndpoint オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

1 回に実行できる 
UpdateEndpoint オペレー
ションリクエストの最大
数。

UpdateEndpoint オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateEndpoint オペレー
ションリクエストの最大
数。

UpdateEndpointsBatch オペレーション
バーストクォータ

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

1 回に実行できる 
UpdateEndpointsBatch オペ
レーションリクエストの最
大数。

UpdateEndpointsBatch オペレーション
レートクォータ

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateEndpointsBatch オペ
レーションリクエストの最
大数。

UpdateSegment オペレーションバースト
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 回に実行できる 
UpdateSegment オペレー
ションリクエストの最大
数。

UpdateSegment オペレーションレート
クォータ

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
UpdateSegment オペレー
ションリクエストの最大
数。

音声メッセージの長さ。 サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

音声メッセージの最大長。
アカウントがサンドボック
スにある場合: 30 秒。アカ
ウントがサンドボックスの
外にある場合: 5 分。

詳細については、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの Amazon Pinpoint のクォータをご参照くださ
い。

Amazon Polly エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
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「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 polly.us-east-2.amazonaws.com

polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 polly.us-east-1.amazonaws.com

polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 polly.us-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 polly.us-west-2.amazonaws.com

polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 polly.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 polly.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 polly.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

polly.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

polly.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

polly.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

polly.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

polly.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Amazon Polly

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

polly.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

polly.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 polly.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 polly.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 polly.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 polly.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

polly.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 polly.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

polly.us-gov-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

同時接続 サポートされている
各リージョン: 90

はい このアカウントの現在の
リージョンに保持できる同
時接続の最大数。

レキシコン数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

このアカウントの現在の
リージョンに保持できるレ
キシコンの最大数。

レキシコンのサイズ サポートされている
各リージョン: 4,000

いい
え

単一のレキシコンの最大サ
イズ (文字数)。

GetSpeechSynthesisTask リクエストと 
ListSpeechSynthesisTasks リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
あたりに送信できる 
GetSpeechSynthesisTask 
リクエストと 
ListSpeechSynthesisTasks 
リクエストの最大数。

StartSpeechSynthesisTask リクエスト 
(ニューラル) のレート

サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

あたりに送信できる 
StartSpeechSynthesisTask 
(ニューラルエンジン) リク
エストの最大数。

StartSpeechSynthesisTask (スタンダード) 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
あたりに送信できる 
StartSpeechSynthesisTask 
(スタンダードエンジン) リ
クエストの最大数。

SynthesizeSpeech (ニューラル) リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 8

はい このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
あたりに送信できる 
SynthesizeSpeech (ニュー
ラルエンジン) リクエストの
最大数。

SynthesizeSpeech (スタンダード) リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 80

はい このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
あたりに送信できる 
SynthesizeSpeech (スタ
ンダードエンジン) リクエ
ストの最大数。これには 
DescribeVoices リクエスト
も含まれます。

レキシコン管理リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

はい このアカウントの現在
のリージョンで 1 秒
あたりに送信できるレ
キシコン管理リクエス
トの最大数。この制限
は、ListLexicon、GetLexicon、PutLexicon、DeleteLexicon 
の各オペレーションの組み
合わせに適用されます。

StartSpeechSynthesisTask 請求対象文字数 サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい StartSpeechSynthesisTask 
入力テキストの最大サイズ 
(課金対象文字数)。SSML 
タグは、課金対象文字とし
てカウントされません。ス
タンダード合成とニューラ
ル合成の両方に適用されま
す。

StartSpeechSynthesisTask レキシコン数 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

StartSpeechSynthesisTask 
オペレーションで使用でき
るレキシコンの最大数。ス
タンダード合成とニューラ
ル合成の両方に適用されま
す。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

StartSpeechSynthesisTask 合計文字数制限 サポートされてい
る各リージョン: 
200,000

はい StartSpeechSynthesisTask 
入力テキストの最大サイズ 
(SSML タグと空白を含めた
文字数)。スタンダード合成
とニューラル合成の両方に
適用されます。

SynthesizeSpeech 請求対象文字数 サポートされている
各リージョン: 3,000

はい SynthesizeSpeech 入力テキ
ストの最大サイズ (請求対象
文字数)。SSML タグは、課
金対象文字としてカウント
されません。スタンダード
合成とニューラル合成の両
方に適用されます。

SynthesizeSpeech レキシコン数 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

SynthesizeSpeech オペレー
ションで使用できるレキシ
コンの最大数。スタンダー
ド合成とニューラル合成の
両方に適用されます。

SynthesizeSpeech 合計文字数 サポートされている
各リージョン: 6,000

はい SynthesizeSpeech 入力テキ
ストの最大サイズ (SSML タ
グと空白を含めた文字数)。
スタンダード合成とニュー
ラル合成の両方に適用され
ます。

詳細については、Amazon Polly デベロッパーガイドのクォータをご覧ください。

Amazon Managed Service for Prometheus エンドポイ
ントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon Managed Service for Prometheus には、(ワークスペース管理タスクを実行する) コン
トロールプレーンエンドポイント、および (ワークスペースで Prometheus 互換データを処理す
る) データプレーンエンドポイントが含まれています。コントロールプレーンエンドポイント
の形式は aps.region.amazonaws.com で、データプレーンエンドポイントの形式は aps-
workspaces.region.amazonaws.com です。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 aps.us-east-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 aps.us-east-1.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 aps.us-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

aps.ap-southeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

aps.ap-southeast-2.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

aps.ap-northeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

aps.eu-central-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 aps.eu-west-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 aps.eu-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 aps.eu-north-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Amazon Managed Service for Prometheus には、次のクォータがあります。Amazon Managed Service 
for Prometheus では、Prometheus のリソース使用状況をモニタリングするための「CloudWatch 使
用状況メトリクス」を提供しています。CloudWatch の使用状況メトリクスアラーム機能を使用する
と、Prometheus のリソースおよび使用状況をモニタリングし、制限エラーを回避できます。

Note

特に明記されていない限り、これらのクォータはワークスペースごとに設定されます。

シリーズ、ラベル、API リクエストのクォータ
Amazon Managed Service for Prometheus には、シリーズ、ラベル、および API リクエストに対して次
のクォータがあります。発生しうるエラーメッセージ列は、Prometheus データが制限を超えた場合に表
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示される可能性があるエラーメッセージを示しています。いずれかのエラーメッセージが表示された場合
は、対応する制限の引き上げをリクエストできます。

リソース デフォルトのクォータ 発生しうるエラーメッセージ

ワークスペースあたり
のアクティブなシリー
ズ (過去 2 時間にデータ
をレポートしたメトリ
クス)

2,000,000。クォータの引き上げをリ
クエストできます。

ユーザーあたりのシリーズ制限 
2,000,000 を超えました。管理者に連
絡して制限を引き上げてください

メトリクス名あたりの
アクティブなシリーズ

2,000,000。クォータの引き上げをリ
クエストできます。

メトリクスあたりのシリーズ制限 
2,000,000 を超えました。管理者に連
絡して制限を引き上げてください

取り込みレート 140,000 サンプル/秒。クォータの引
き上げをリクエストできます。

取り込みレート制限 (...) を超えまし
た

取り込みバーストサイ
ズ

1,000,000 サンプル。クォータの引き
上げをリクエストできます。

取り込みバーストサイズ制限 (...) を
超えました

メトリクスシリーズあ
たりのラベル数

70。クォータの引き上げをリクエス
トできます。

シリーズのラベルが多すぎます (...) 
シリーズ: 「%s」

HA クラスターの最大数 500 の HA クラスターを使用して、サ
ンプルをワークスペースに取り込む
ことができます。このクォータは変
更できません。

HA クラスタが多すぎます (制限: 500)

範囲クエリのクエリバ
イト数

1 つの範囲クエリで 24 時間ごとに 5 
GB をスキャンできます。このクォー
タは変更できません。

クエリが集約データのサイズ制限に
ヒットしました

フェッチされたクエリ
チャンク

1 回のクエリで 20,000,000 個の
チャンクをスキャンできます。この
クォータは変更できません。

シリーズの拡張: クエリがチャンク
の最大数の制限にヒットしました。
チャンクには、シリーズの未加工の
サンプルが特定の期間保存されます

フェッチされたクエリ
シリーズ

1 回のクエリで 12,000,000 個のシ
リーズをスキャンできます。この
クォータは変更できません。

シリーズの拡張: クエリがシリーズの
最大数のヒットしました

クエリサンプル 1 回のクエリで 50,000,000 個のサ
ンプルをスキャンできます。この
クォータは変更できません。

クエリの実行中にメモリにロードさ
れるサンプルが多すぎます

クエリ時間範囲 PromQL クエリの開始時刻から終了
時刻までの期間は 32 日です。この
クォータは変更できません。

クエリ時間範囲が制限を超えていま
す (クエリの長さ: xxx、制限: yyy)

取り込んだデータの保
持期間

150 日間。これより古いデータは
ワークスペースから削除されま
す。クォータの引き上げをリクエス
トできます。

 

リージョンごとの、ア
カウントあたりのワー
クスペース数

25. クォータの引き上げをリクエス
トできます。

制限を超えています。リージョンあ
たりのワークスペースの最大数
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リソース デフォルトのクォータ 発生しうるエラーメッセージ

リージョンごとの、
アカウントあたりの
ワークスペース管理 
API オペレーション 
(CreateWorkspace、DeleteWorkspace、DescribeWorkspaces、ListWorkspaces、UpdateWorkspaceAlias 
など)

1 秒あたり 10 トランザクション 
(TPS) で、バースト制限は 10 TPS で
す。クォータの引き上げをリクエス
トできます。

 

ルールとアラートマネージャのクォータ

リソース デフォルトのクォータ

アクティブなアラート 1000。クォータの引き上げをリクエストできます。

アラート集約グループのサイズ 1 K。クォータの引き上げをリクエストできます。

アラートマネージャ 
API オペレーション 
(CreateAlertManagerDefinition、DeleteAlertManagerDefinition、DescribeAlertManagerDefinition、PutAlertManagerDefinition 
など)

1 秒あたり 100 件のトランザクション (TPS)。

アラートマネージャ定義ファイルのサイ
ズ

1 MB。このクォータは変更できません。

ワークスペースあたりのアラート (サイ
ズ)

20 MB。クォータの引き上げをリクエストできます。

禁止ルール 100。クォータの引き上げをリクエストできます。

アラートマネージャルーティングツリー
のノード

100。クォータの引き上げをリクエストできます。

ルールグループの評価間隔 ルールグループの評価間隔を 1 秒未満にすることはできませ
ん。これを変更することはできません。

ワークスペースのルール この制限は、
ルールグループと名前空間にまたがる、
ワークスペース内のすべてのルールに適
用されます。

2000。クォータの引き上げをリクエストできます。

ルール定義ファイルのサイズ 1 MB。このクォータは変更できません。

アラートマネージャ定義ファイル内のテ
ンプレート

100。クォータの引き上げをリクエストできます。

取り込んだデータに対する追加のクォータ
Amazon Managed Service for Prometheus には、ワークスペースに取り込んだデータに対する追加の
クォータがあります。

• 1 時間以上経過したメトリクスサンプルは取り込まれません。
• すべてのサンプルとメタデータにメトリクス名が必要です。
• 1 回の取り込みリクエストでの 1 つのシリーズに対するすべてのラベル名と値の最大合計サイズ: 7168 

バイト
• メトリクスあたりのメタデータの最大数: 10
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• 取り込みまたはクエリリクエストの最大サイズ: 1 MB
• メトリクスメタデータ (メトリクス名、HELP、UNIT など) に許容される最大長: 1,024 バイト
• メタデータが含まれているアクティブなメトリクスのワークスペースあたりの最大数: 20,000
• 取り込んだメトリクスの最大保持期間: 150 日。これより古いデータはワークスペースから削除されま

す。

AWS Proton エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 proton.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 proton.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 proton.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

proton.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

proton.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

proton.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

proton.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

proton.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

proton.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 proton.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 proton.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのコンポーネント サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりのコン
ポーネントの最大数

環境アカウントごとの環境アカウント接続
の数

サポートされている
各リージョン: 5

はい 環境アカウントあたりの環
境アカウント接続の最大数

アカウントごとの環境の種類 サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりの環境の
最大数

サービスごとのサービスインスタンス数 サポートされている
各リージョン: 20

はい サービスあたりのサービス
インスタンスの最大数

アカウントごとのサービスの種類 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントあたりのサービ
スの最大数

テンプレートごとのテンプレートバージョ
ンの数

サポートされている
各リージョン: 500

はい テンプレートあたりの登録
テンプレートバージョンの
最大数

アカウントごとのテンプレートの種類 サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウント、サービス、環
境テンプレートの組み合わ
せあたりの登録テンプレー
トの最大数

詳細については、「AWS Proton 管理者ガイド」の「AWS Proton のクォータ」を参照してください。

Amazon QLDB エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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サービスエンドポイント
QLDB リソース管理 API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 qldb.us-east-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 qldb.us-east-1.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 qldb.us-west-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

qldb.ca-central-1.amazonaws.com

qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

qldb.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 qldb.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 qldb.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

QLDB トランザクションデータ API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 session.qldb.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 session.qldb.us-east-1.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 session.qldb.us-west-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

session.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

session.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

session.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

session.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

台帳 サポートされている
各リージョン: 5

はい 指定されたリージョンでア
カウントごとに許可され
るアクティブな台帳の最大
数。

台帳あたりの QLDB エクスポート サポートされている
各リージョン: 2

はい 指定されたリージョンでア
カウントおよび台帳ごとに
許可されるアクティブなエ
クスポートの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

台帳あたりの QLDB ストリーム サポートされている
各リージョン: 5

はい 指定されたリージョンで台
帳およびアカウントごとに
許可されるアクティブなス
トリームの最大数。

詳細については、Amazon QLDB デベロッパーガイドの Amazon QLDB のクォータを参照してください。

Amazon QuickSight エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
QuickSight

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 quicksight.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 quicksight.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 quicksight.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 quicksight.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon QuickSight

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

quicksight.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

quicksight.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 quicksight.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 quicksight.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 quicksight.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 quicksight.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 quicksight.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

QuickSight ウェブサイト

リージョン名 リージョン エンドポイント

米国東部 (オハイオ) us-east-2 https://us-east-2.quicksight.amazonaws.com

米国東部（バージニ
ア北部）

us-east-1 https://us-east-1.quicksight.amazonaws.com

米国西部 (オレゴン) us-west-2 https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

アジアパシフィック 
(シンガポール)

ap-southeast-1 https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com

アジアパシフィック 
(シドニー)

ap-southeast-2 https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com

アジアパシフィック 
(東京)

ap-northeast-1 https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com

欧州 (フランクフル
ト)

eu-central-1 https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com

欧州 (アイルランド) eu-west-1 https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com

欧州 (ロンドン) eu-west-2 https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon QuickSight

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

API_CREATE-INGESTION: Enterprise エ
ディションからの 24 時間あたりの呼び出
し数

サポートされている
各リージョン: 32

いい
え

24 時間の浮遊ウィンドウ
における createIngestion 
API 関数の呼び出しの最
大数。期間の測定は、現
在の日時の 24 時間前から
開始されます。この最大
数は Amazon QuickSight 
Enterprise Edition を使用す
る AWS アカウントに適用
されます。

API_CREATE-INGESTION: Standard エ
ディションからの 24 時間あたりの呼び出
し数

サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

24 時間の浮遊ウィンドウに
おける createIngestion API 
関数の呼び出しの最大数。
期間の測定は、現在の日時
の 24 時間前から開始されま
す。この最大数は Amazon 
QuickSight Standard Edition 
を使用する AWS アカウン
トに適用されます。

計算されたフィールド式の長さ サポートされてい
る各リージョン: 
250,000

いい
え

計算フィールドの式に使用
できる最大文字数。

カスタムアクション名の長さ サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

カスタムアクションの命名
で使用できる最大文字数。

ビジュアルあたりのカスタムアクション サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

分析においてそれぞれのビ
ジュアルに対して設定でき
るカスタムアクションの最
大数。

データ準備: データセットあたりのフィー
ルド

サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

データセットに含められる
フィールドの最大数。ファ
イルのインポートとクエリ
の結果セットには、2,000 
を超える列を含めること
ができます。ただし、デー
タセット設定を編集し、選
択した/含めたフィールド
が 2,000 未満になるまで、
フィールドを手動で除外す
る必要があります。

シートあたりの項目を表示のコントロール サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

シートコントロールで表示
できる個別の項目の最大
数。

E メールレポートのグループあたりの E 
メールエイリアス

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

QuickSight でメールレポー
トの送信先になっているグ
ループの最大メンバー数。
レポートをより規模の大き
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS RAM

名前 デフォルト 調整
可能

説明

いグループに送信しようと
すると、レポートの送信に
失敗します。

指定されたコントロール値あたりの最大文
字数

サポートされてい
る各リージョン: 
200,000

いい
え

シートコントロール内に表
示するために入力するエン
トリで使用される最大文字
数。この例として、ドロッ
プダウンに指定された値
が挙げられます。これは、
データセットから作成され
た値には適用されません。

ビジュアルのクエリタイムアウト サポートされている
各リージョン: 120 
秒

いい
え

QuickSight におけるデータ
ベースからのデータ送信が
完了するまでの最大待機時
間。これは、ビジュアルに
よって開始されたクエリに
適用されます。

データセットのプレビューを待機する最大
時間

サポートされている
各リージョン: 45 秒

いい
え

QuickSight におけるデー
タのプレビューのロードが
完了するまでの最大待機時
間。

URL アクションハイパーリンクの長さ サポートされている
各リージョン: 2,048

いい
え

URL アクションとして定
義されているカスタムアク
ションのハイパーリンク 
(URL) で許可されている最
大文字数。含まれているさ
まざまなパラメーターのリ
ンクの全バリエーションが
これに該当します。

AWS Resource Access Manager エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ram.us-east-2.amazonaws.com

ram-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS RAM

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ram.us-east-1.amazonaws.com

ram-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ram.us-west-1.amazonaws.com

ram-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ram.us-west-2.amazonaws.com

ram-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ram.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ram.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ram.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ram.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ram.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ram.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ram.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ram.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ram.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ram.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
834



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS RAM

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ram.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ram.ca-central-1.amazonaws.com

ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ram.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ram.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ram.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ram.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ram.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ram.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ram.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ram.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ram.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ram.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ram.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ram.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Redshift

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

カスタム許可の数 サポートされている
各リージョン: 1,500

はい カスタム許可の最大数。

リソースタイプあたりのカスタム許可の数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 各リソースタイプで作成で
きるカスタム許可の最大
数。

保留中の招待の数 サポートされている
各リージョン: 20

はい 保留中の招待の最大数。

プリンシパル関連付けの数 サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

はい プリンシパルの関連付けの
最大数。

リソースシェアあたりのプリンシパル関連
付けの数

サポートされている
各リージョン: 5,000

はい リソース共有で指定できる
プリンシパルの最大数。

リソース関連付けの数 サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

はい リソースの関連付けの最大
数。

リソースシェアあたりのリソース関連付け
の数

サポートされている
各リージョン: 5,000

はい リソース共有に含めること
ができるリソースの最大
数。

リソース共有数 サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

はい リソース共有の最大数。

メモ

• [Number of pending invitations] (保留中の招待の数) のクォータは、送信者の AWS 組織の一部
ではないアカウントと共有を行う送信側アカウントのみに適用されます。

• 受信側アカウントで保有できる保留中の招待数のクォータはありません。
• 招待は、同じ AWS アカウントの一部であるアカウント間で共有する場合には使用されませ

ん。また、当該の AWS 組織内におけるリソース共有はオンになっています。

Amazon Redshift エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Redshift API
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Redshift

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 redshift.us-east-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 redshift.us-east-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 redshift.us-west-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 redshift.us-west-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 redshift.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 redshift.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 redshift.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 redshift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Redshift

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

redshift.ca-central-1.amazonaws.com

redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

redshift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 redshift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 redshift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 redshift.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 redshift.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 redshift.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 redshift.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

redshift.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

redshift.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

redshift.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 redshift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Redshift

Redshift Serverless API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

redshift-serverless.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

redshift-serverless.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Redshift

Redshift Data API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 redshift-data.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 redshift-data.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 redshift-data.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 redshift-data.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 redshift-data.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

redshift-data.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

redshift-data.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Redshift クエリエディタ v2
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
詳細については、Amazon Redshift 管理ガイドの「Amazon Redshift のクォータと制限」を参照してくだ
さい。

Amazon Rekognition エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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サービスエンドポイント
Amazon Rekognition API オペレーション (ストリーミングAPI オペレーションを除く) は、次のリージョン
とエンドポイントで利用できます。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rekognition.us-east-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rekognition.us-east-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rekognition.us-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rekognition.us-west-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rekognition.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rekognition.ca-central-1.amazonaws.com

rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rekognition.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rekognition.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rekognition.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Amazon Rekognition ストリーミングエンドポイント
Amazon Rekognition ストリーミングAPI オペレーションは、次のリージョンとエンドポイントで利用でき
ます。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

US East (N. Virginia) us-east-1 streaming-
rekognition.us-
east-1.amazonaws.com

streaming-
rekognition-fips.us-
east-1.amazonaws.com

WSS

WSS

US West (Oregon) us-west-2 streaming-
rekognition.us-
west-2.amazonaws.com

streaming-
rekognition-fips.us-
west-2.amazonaws.com

WSS

WSS

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1 streaming-
rekognition.ap-
south-1.amazonaws.com

WSS

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1 streaming-
rekognition.ap-
northeast-1.amazonaws.com

WSS

Europe (Ireland) eu-west-1 streaming-
rekognition.eu-
west-1.amazonaws.com

WSS

以下は、特定の Amazon Rekognition 機能および AWS リージョンの違いです。

Amazon Rekognition Video ストリーミング API
Amazon Rekognition Video ストリーミング API は、StreamProcessor の作成時に指定された設定に応じ
て、次のリージョンで使用できます。

ラベル検出 (ConnectedHome) API:

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• 欧州 (アイルランド)
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フェイスサーチ (FaceSearch) API:

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (東京)
• 欧州 (フランクフルト)
• 欧州 (アイルランド)

Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels は、次のリージョンでのみご利用いただけます。

• 米国東部（バージニア北部）
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (フランクフルト)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• アジアパシフィック (ソウル)

Canada (Central) Region

カナダ (中部) リージョンでは、次のオペレーションがサポートされています。

• CompareFaces
• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• DetectFaces
• IndexFaces
• ListCollections
• ListFaces
• SearchFaces
• SearchFacesByImage

Note

これらの操作は、AWS CLI または SDK を使用する場合に限り、利用可能です。現在、カナダ (中
部) リージョンでは、これらの操作のためのコンソールエクスペリエンスは提供されていません。

Service Quotas
このページに記載されているクォータはデフォルトです。Amazon Rekognition のクォータの引き上げ
は、AWS サポートセンターを使用してリクエストできます。Amazon Rekognition 1 秒あたりのトラン
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ザクション数 (TPS) 制限のクォータ引き上げを要求するには、「Amazon Rekognition デベロッパーガイ
ド」の「デフォルトのクォータ」にある指示に従います。

クォータの引き上げは、リクエストを行うリージョンの特定の API オペレーションにのみ影響します。そ
の他の API 操作およびリージョンは影響を受けません。

リソース デフォルト

個々の Amazon Rekognition Image データプレーンオペレーション
の 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション:

• DetectLabels
• DetectModerationLabels
• DetectText
• GetCelebrityInfo
• IndexFaces
• ListFaces
• RecognizeCelebrities
• SearchFaces
• SearchFacesByImage

• 米国東部 (オハイオ) リージョ
ン – 5

• 米国東部 (バージニア北部) 
リージョン – 50

• 米国西部 (北カリフォルニア) 
リージョン – 5

• 米国西部 (オレゴン) リージョ
ン – 50

• アジアパシフィック (ムンバイ) 
リージョン – 5

• アジアパシフィック (ソウル) 
リージョン – 5

• アジアパシフィック (シンガ
ポール) リージョン – 5

• アジアパシフィック (シドニー) 
リージョン – 5

• アジアパシフィック (東京) 
リージョン – 5

• カナダ (中部) – 5 (サポートさ
れているオペレーションにつ
いては サービスエンドポイン
ト (p. 844) を参照してくださ
い)。

• 欧州 (フランクフルト) リー
ジョン – 5

• 欧州 (アイルランド) リージョ
ン – 50

• 欧州 (ロンドン) リージョン – 5
• AWS GovCloud (米国西部) – 5

個々の Amazon Rekognition Image データプレーンオペレーション
の 1 秒あたり、1 アカウントあたりのトランザクション:

• CompareFaces
• DetectFaces

• 米国東部 (オハイオ) リージョ
ン – 25

• 米国東部 (バージニア北部) 
リージョン – 100

• 米国西部 (北カルフォルニア) 
リージョン – 25

• 米国西部 (オレゴン) リージョ
ン – 100

• アジアパシフィック (ムンバイ) 
リージョン – 25

• アジアパシフィック (ソウル) 
リージョン – 25

• アジアパシフィック (シンガ
ポール) リージョン – 25
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リソース デフォルト
• アジアパシフィック (シドニー) 

リージョン – 25
• アジアパシフィック (東京) 

リージョン – 25
• カナダ (中部) – 25 (サポートさ

れているオペレーションにつ
いては サービスエンドポイン
ト (p. 844) を参照してくださ
い)。

• 欧州 (フランクフルト) リー
ジョン – 25

• 欧州 (アイルランド) リージョ
ン – 100

• 欧州 (ロンドン) リージョン – 
25

• AWS GovCloud (米国西部) – 
25

個人保護具データプレーンオペレーションのアカウントごとのトラ
ンザクション数/秒:

• DetectProtectiveEquipment

Amazon Rekognition Image がサ
ポートする各リージョン – 5

個々の Amazon Rekognition Image コントロールプレーンオペレー
ションのアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数:

• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• ListCollections

Amazon Rekognition Image がサ
ポートする各リージョン – 5

保存されている個々のビデオの start オペレーションの 1 秒あたり、
アカウントあたりのトランザクション:

• StartCelebrityRecognition
• StartContentModeration
• StartFaceDetection
• StartFaceSearch
• StartLabelDetection
• StartPersonTracking
• StartTextDetection
• StartSegmentDetection

Amazon Rekognition Video がサ
ポートする各リージョン – 5

StartCelebrityRecognition
は AWS GovCloud (US) で使用で
きません。
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リソース デフォルト

個々の Amazon Rekognition Video に保存された動画取得オペレー
ションのアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数:

• GetCelebrityRecognition
• GetContentModeration
• GetFaceDetection
• GetFaceSearch
• GetLabelDetection
• GetPersonTracking
• GetTextDetection
• GetSegmentDetection

• 米国東部 (オハイオ) リージョ
ン – 5

• 米国東部 (バージニア北部) 
リージョン – 20

• 米国西部 (北カリフォルニア) 
リージョン – 5

• 米国西部 (オレゴン) リージョ
ン – 20

• アジアパシフィック (ムンバイ) 
リージョン – 5

• アジアパシフィック (ソウル) 
リージョン – 5

• アジアパシフィック (シンガ
ポール) リージョン – 5

• アジアパシフィック (シドニー) 
リージョン – 5

• アジアパシフィック (東京) 
リージョン – 5

• 欧州 (フランクフルト) リー
ジョン – 5

• 欧州 (アイルランド) リージョ
ン – 20

• 欧州 (ロンドン) リージョン – 5
• AWS GovCloud 

(米国西部) — 20 
(GetCelebrityRecognition
はこのリージョンで利用でき
ません。)

保存されている、アカウントあたりのビデオの同時ジョブの最大数 20

同時に存在できる、アカウントあたりのストリーミングビデオスト
リームプロセッサの最大数

Amazon Rekognition Video が
サポートする各リージョン – 
10,000

アカウントごとに同時に処理できるフェイスサーチストリーム プロ
セッサの最大数

Amazon Rekognition Video が
フェイスサーチストリームプ
ロセッサをサポートする各リー
ジョンで – 10

アカウントごとに同時に処理できるラベル検出ストリームプロセッ
サの最大数

• 米国東部 (バージニア北部) – 
200

• 米国東部 (オハイオ) – 40
• 米国西部 (オレゴン) – 200
• アジアパシフィック (ムンバイ) 

– 40
• 欧州 (アイルランド) – 40
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_GetCelebrityRecognition.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_GetContentModeration.html
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リソース デフォルト

個々のストリーミングビデオオペレーションの 1 秒あたり、アカウ
ントあたりのトランザクション:

• CreateStreamProcessor
• DeleteStreamProcessor
• DescribeStreamProcessor
• StartStreamProcessor
• UpdateStreamProcessor

Amazon Rekognition Video がサ
ポートする各リージョン – 20

ストリーミングビデオオペレーションを停止するための 1 秒あた
り、1 アカウントあたりのトランザクション:

• StopStreamProcessor

Amazon Rekognition Video がサ
ポートする各リージョン – 1

Amazon Rekognition Liveness API オペレーションの各アカウントで
の 1 秒あたりのトランザクション:

• CreateFaceLivenessSession
• StartFaceLivenessSession
• GetFaceLivenessSessionResults

• 米国東部 (バージニア北部) – 
25

• 欧州 (アイルランド) – 5
• 米国西部 (オレゴン) – 25
• アジアパシフィック (ムンバイ) 

– 5
• アジアパシフィック (東京) 

リージョン – 5

リストストリーミングビデオオペレーションの 1 秒あたり、1 アカ
ウントあたりのトランザクション:

• ListStreamProcessors

Amazon Rekognition Video がサ
ポートする各リージョン – 5

リソースタグ付けオペレーションの 1 秒あたり、1 アカウントあた
りのトランザクション:

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

Amazon Rekognition Image がサ
ポートする各リージョン – 10

個々の Amazon Rekognition Custom Label データプレーンオペレー
ションにおけるアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション数:

• DetectCustomLabels

Amazon Rekognition Custom 
Labels でサポートされている全
リージョン – 50
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_StartStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_UpdateStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/API_StopStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateFaceLivenessSession.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_rekognitionstreaming_StartFaceLivenessSession.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_GetFaceLivenessSessionResults.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListStreamProcessors.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_UntagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DetectCustomLabels.html
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リソース デフォルト

個々の Amazon Rekognition Custom Labels のコントロールプレーン
オペレーションのアカウントごとの 1 秒あたりのトランザクション
数:

• CopyProjectVersion
• CreateDataset
• CreateProject
• CreateProjectVersion
• DeleteDataset
• DeleteProject
• DeleteProjectPolicy
• DeleteProjectVersion
• DescribeDataset
• DescribeProjects
• DescribeProjectVersions
• DistributeDatasetEntries
• ListDatasetEntries
• ListDatasetLabels
• ListProjectPolicies
• PutProjectPolicy
• StartProjectVersion
• StopProjectVersion
• UpdateDatasetEntries

Amazon Rekognition Custom 
Labels がサポートする各リー
ジョン – 5

アカウントあたりの Amazon Rekognition Custom Labels プロジェク
トの最大数。

100

プロジェクトあたりの Amazon Rekognition Custom Labels モデルの
最大数。

100

アカウントあたりの同時 Amazon Rekognition Custom Labels トレー
ニングジョブの最大数。

• アジアパシフィック (シドニー) 
を除くすべてのリージョン – 2

• アジアパシフィック (シドニー) 
– 1

アカウントあたりの Amazon Rekognition Face Liveness の同時セッ
ションの最大数。

• 米国東部 (バージニア北部) – 
75

• 欧州 (アイルランド) – 15
• 米国西部 (オレゴン) – 75
• アジアパシフィック (ムンバイ) 

– 15
• アジアパシフィック (東京) 

リージョン – 15

アカウントあたりの同時実行 Amazon Rekognition Custom Labels モ
デルの最大数。

2

開始されたモデルあたりの最大推定単位。 5

データセットあたりのイメージの最大数。 250,000
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CopyProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateProject.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteProject.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteProjectPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeProjects.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeProjectVersions.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DistributeDatasetEntries.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListDatasetEntries.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListDatasetLabels.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListProjectPolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_PutProjectPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_StartProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_StopProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_UpdateDatasetEntries.html
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詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「Amazon Rekognition のガイドライン
とクォータ」を参照してください。

Amazon Relational Database Service エンドポイント
とクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

Amazon RDS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.api.aws

rds.us-east-2.api.aws

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-1.api.aws

rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com

rds.us-west-1.api.aws

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

rds.us-west-2.api.aws

rds-fips.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com

rds.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com

rds.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com

rds.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com

rds.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com

rds.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com

rds.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com

rds.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com

rds.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

rds.ca-central-1.api.aws

rds-fips.ca-central-1.api.aws

rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

rds.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com

rds.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com

rds.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com

rds.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com

rds.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com

rds.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

rds.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com

rds.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon RDS Performance Insights

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 pi.us-east-2.amazonaws.com

pi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 pi.us-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 pi.us-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 pi.us-west-2.amazonaws.com

pi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 pi.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 pi.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 pi.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

pi.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

pi.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 pi.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

pi.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

pi.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

pi.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

pi.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

pi.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

pi.ca-central-1.amazonaws.com

pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

pi.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 pi.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 pi.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 pi.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 pi.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 pi.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 pi.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

pi.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

pi.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

pi.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 pi.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

pi.us-gov-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

pi.us-gov-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DB セキュリティグループごとの承認 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB セキュリティグループあ
たりのセキュリティグルー
プ認可数

カスタムエンジンバージョン サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可されるカス
タムエンジンバージョンの
最大数

DB クラスターのパラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

DB クラスターパラメータグ
ループの最大数

DB クラスター サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこの
アカウントに許可される 
Aurora クラスターの最大数

DB インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに許可される DB 
インスタンスの最大数

DB サブネットグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい DB サブネットグループの最
大数

Data API HTTP リクエスト本文のサイズ サポートされている
各リージョン: 4 MB

いい
え

HTTP リクエスト本文に許
可される最大サイズ。

Data API 最大同時実行クラスターシーク
レットペア

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

現在のアカウントと AWS 
リージョンに対する同時
データ API リクエストにお
ける Aurora サーバーレス 
DB クラスターとシークレッ
トの一意のペアの最大数。

Data API 最大同時実行リクエスト サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

同じシークレットを使用
し、同時に処理できる 
Aurora サーバーレス DB ク
ラスターへのデータ API リ
クエストの最大数。追加の
リクエストはキューに入
れられ、処理中のリクエス
トが完了すると処理されま
す。

データ API の結果セットの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Data API によって返される
データベース結果セットの
最大サイズ。

データ API の JSON レスポンス文字列の最
大サイズ

サポートされている
各リージョン10 MB

いい
え

RDS データ API によって返
される簡略化された JSON 
レスポンス文字列の最大サ
イズ。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりのデータ API リクエスト数 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

いい
え

現在の AWS リージョン
で、このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの Data 
API へのリクエストの最大
数。

イベントサブスクリプション サポートされている
各リージョン: 20

はい イベントサブスクリプショ
ンの最大数

DB クラスターごとの IAM ロール サポートされている
各リージョン: 5

はい DB クラスターに関連付けら
れる IAM ロールの最大数

DB インスタンスごとの IAM ロール サポートされている
各リージョン: 5

はい DB インスタンスに関連付け
られる IAM ロールの最大数

手動 DB クラスタースナップショット サポートされている
各リージョン: 100

はい 手動 DB クラスタースナッ
プショットの最大数

手動の DB インスタンスのスナップショッ
ト

サポートされている
各リージョン: 100

はい 手動 DB インスタンスス
ナップショットの最大数

オプショングループ サポートされている
各リージョン: 20

はい オプショングループの最大
数

パラメータグループ サポートされている
各リージョン: 50

はい パラメータグループの最大
数

プロキシ サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在の AWS リージョンで
このアカウントに許可され
るプロキシの最大数

プライマリあたりのリードレプリカ数 サポートされている
各リージョン: 15

はい プライマリ DB インスタン
スあたりのリードレプリ
カの最大数。このクォータ
は、Amazon Aurora 用に調
整できません。

リザーブド DB インスタンス サポートされている
各リージョン: 40

はい 現在の AWS リージョンで
このアカウントに許可され
る予約 DB インスタンスの
最大数

セキュリティグループあたりのルールの数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB セキュリティグループあ
たりのルールの最大数

セキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 25

はい DB セキュリティグループの
最大数

セキュリティグループ (VPC) サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Amazon VPC あたりの DB 
セキュリティグループの最
大数

DB サブネットグループあたりのサブネッ
ト

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

DB サブネットグループあた
りのサブネットの最大数

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Amazon RDS リソースあた
りのタグの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resilience Hub

名前 デフォルト 調整
可能

説明

すべての DB インスタンスの合計ストレー
ジ

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000 GB

はい 一緒に追加されたすべての 
Amazon RDS DB インスタ
ンスの EBS ボリュームの
最大ストレージ合計 (GB 単
位)。このクォータは、各 
DB クラスターの最大クラス
ターボリュームが 128 TiB 
である Amazon Aurora には
適用されません。

AWS Resilience Hub エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resilience Hub

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

インポートする AWS CloudFormation ス
タックの数

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

特定のアプリケーション
のために AWS アカウント
がインポートできる AWS 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resilience Hub

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudFormation スタックの
最大数

アプリケーションあたりのアプリケーショ
ンコンポーネント数

サポートされている
各リージョン: 65

はい 特定のアプリケーションの
アプリケーションコンポー
ネントの最大数

リソースあたりのアプリケーションコン
ポーネント数

サポートされている
各リージョン: 5

はい AWS アカウントで特定のリ
ソースのために持つことの
できるアプリケーションコ
ンポーネントの最大数

インポートする EKS クラスターの数 サポートされている
各リージョン: 5

はい 特定のアプリケーションの
ために AWS アカウントが
インポートできる EKS クラ
スターの最大数。

回復性ポリシーの数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンにおいて 
AWS アカウントで作成でき
る回復性ポリシーの最大数

インポートする Terraform ステートファイ
ルの数

サポートされている
各リージョン: 20

はい 特定のアプリケーションの
ために AWS アカウントが
インポートできる Terraform 
状態ファイルの最大数

アプリケーションの最大数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンにおいて 
AWS アカウントで作成でき
るアプリケーションの最大
数

アプリケーションごとの 1 か月あたりの評
価数

サポートされている
各リージョン: 200

はい AWS アカウントで特定の月
に特定のアプリケーション
に対して実行できる評価の
最大数

アカウントあたりの同時評価数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

AWS アカウントで実行でき
る同時評価の最大数

アプリケーションあたりの同時評価数 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

AWS アカウントで特定のア
プリケーションに対して実
行できる同時評価の最大数

アカウントあたりの同時レコメンデーショ
ンテンプレートの数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

AWS アカウントで同時に作
成できるレコメンデーショ
ンテンプレートの最大数

アプリケーションあたりの同時レコメン
デーションテンプレートの数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

AWS アカウントで特定のア
プリケーションに対して作
成できるレコメンデーショ
ンテンプレートの最大数

EKS クラスターのためにインポートする名
前空間の数

サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントがインポー
トできる EKS クラスターあ
たりの名前空間の最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resource Explorer

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 か月ごとのアプリケーションあたりの同
時レコメンデーションテンプレートの数

サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントで特定の月
に特定のアプリケーション
に対して作成できるレコメ
ンデーションテンプレート
の最大数

アプリケーションあたりのリソース数 サポートされている
各リージョン: 100

はい 特定のアプリケーションの
リソースの最大数

過去の評価/推奨事項の保存期間 (日数) サポートされている
各リージョン: 365

いい
え

過去の評価/推奨事項の保存
期間 (日数)

過去のレコメンデーションテンプレートの
保存期間 (日数)

サポートされている
各リージョン: 365

いい
え

過去のレコメンデーション
テンプレートの保存期間 (日
数)

テンプレートのサイズ (バイト単位) サポートされてい
る各リージョン: 
51,200

いい
え

テンプレートの最大サイズ 
(バイト単位)

Terraform ステートファイルの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 
4,194,305

いい
え

Terraform ステートファイル
の最大インポートサイズの
制限

AWS Resource Explorer
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 resource-explorer-2.us-east-2.api.aws HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 resource-explorer-2.us-east-1.api.aws HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 resource-explorer-2.us-west-1.api.aws HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 resource-explorer-2.us-west-2.api.aws HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resource Explorer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 resource-explorer-2.ap-south-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

resource-explorer-2.ap-northeast-3.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

resource-explorer-2.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

resource-explorer-2.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

resource-explorer-2.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

resource-explorer-2.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

resource-explorer-2.ca-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

resource-explorer-2.eu-central-1.api.aws HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 resource-explorer-2.eu-west-1.api.aws HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 resource-explorer-2.eu-west-2.api.aws HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 resource-explorer-2.eu-west-3.api.aws HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 resource-explorer-2.eu-north-1.api.aws HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 resource-explorer-2.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
AWS アカウント には、各 AWS のサービス に対してデフォルトのクォータがあります。特に明記されて
いない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについては引き上げをリクエスト
できますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

AWS Resource Explorer のクォータを表示するには、[Service Quotas コンソール] を開きます。ナビゲー
ションペインで、[AWS のサービス] を選択し、次に [AWS Resource Explorer] を選択します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resource Groups Tagging API

クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げリ
クエスト」を参照してください。Service Quotas でクォータがまだ利用できない場合は、[制限の引き上
げ] のフォームを使用してください。

次のクォータはリソースエクスプローラーのデフォルトです。

最大クォータ値 デフォルト値

AWS リージョン のビュー数 10

オペレーションのレート制限 デフォルト値

1 秒あたりの最大検索オペレーションの最大数 5

1 秒あたりの非検索オペレーションの最大数 3

アグリゲーターリージョンの 1 か月あたりの検索
オペレーションの最大数

10,000

ローカルリージョンの 1 か月あたりの検索オペ
レーションの最大数

500

AWS Resource Groups とタグ付けのエンドポイント
とクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

AWS Resource Groups
サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 resource-groups.us-east-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 resource-groups.us-east-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 resource-groups.us-west-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Resource Groups Tagging API

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 resource-groups.us-west-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 resource-groups.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

resource-groups.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

resource-groups.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Resource Groups の Service quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのリソースグループ サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで作成でき
るリソースグループ最大
数。リソースグループは、
特定の基準に一致する AWS 
リソースの集合です。
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タグ付け
AWS Resource Groups Tagging API のサービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 tagging.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 tagging.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 tagging.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 tagging.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 tagging.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 tagging.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 tagging.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 tagging.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

tagging.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

tagging.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 tagging.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 tagging.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 tagging.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 tagging.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 tagging.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 tagging.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

tagging.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

tagging.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

tagging.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 tagging.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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タグ付けの Service Quotas (タグエディタおよび Resource Groups タグ付け API)

名前 デフォルト

リソースごとに添付されたタグ 50 個のユーザーが作成したタグ 
(AWS で作成されたタグはこの制
限にはカウントされません)

タグキー名 UTF-8 で最低 1 文字、最大 128 
文字。

使用可能な文字は、文字、数
字、スペース、および以下の文
字です。

_ . : / = + - @

キー名は、リザーブされていな
いため、aws: から開始すること
はできません。

Note

一部の AWS サービスに
は、文字や長さの制限が
追加されています。詳細
については、特定のサー
ビスのドキュメントを参
照してください。

タグ 値 UTF-8 で最小 0 文字、最大 256 
文字。

使用可能な文字は、文字、数
字、スペース、および以下の文
字です。

_ . : / = + - @

Note

一部の AWS サービスに
は、文字や長さの制限が
追加されています。詳細
については、特定のサー
ビスのドキュメントを参
照してください。

GetResources API オペレーショ
ンを呼び出すレート

1 秒あたりの 15 コールの最大数

次の API オペレーションを呼び
出すレート:

• TagResources
• UntagResources
• GetTagKeys
• GetTagValues

1 秒あたりの 5 コールの最大数
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Note

現在、これらの制限は Service Quotas コンソールでは調整できません。AWS サポートへお問い
合わせください。

AWS RoboMaker エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 robomaker.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 robomaker.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 robomaker.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

robomaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 robomaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

バッチのタイムアウト サポートされている
各リージョン: 14

いい
え

シミュレーションジョブ
バッチの最大タイムアウト 
(日数)。

同時 GPU シミュレーションジョブ サポートされている
各リージョン: 1

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで実
行できる同時 GPU シミュ
レーションジョブの最大
数。

ワールド同時エクスポートジョブ サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンおける、
このアカウントで実行でき
るワールド同時エクスポー
トジョブの最大数。

ワールド同時生成ジョブ サポートされている
各リージョン: 3

はい このリージョンにおける、
このアカウントで実行でき
るワールド同時生成ジョブ
の最大数。

同時デプロイジョブ サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントで現在の
リージョンで実行できる
同時デプロイジョブの最大
数。

同時シミュレーションジョブバッチ サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて実行で
きる同時シミュレーション
ジョブバッチの最大数。

同時シミュレーションジョブ サポートされている
各リージョン: 1

はい このアカウントで現在の
リージョンで実行できる同
時シミュレーションジョブ
の最大数。

フリート サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるフ
リートの最大数。

1 分あたりの GPU シミュレーションジョ
ブの作成レート

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで作
成できる GPU シミュレー
ションジョブの最大数 (1 分
あたり)。

バッチの最小タイムアウト サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

シミュレーションジョブ
バッチに指定できる最小タ
イムアウト (分数)。

最小シミュレーション期間 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

シミュレーションジョブ
用に指定できる最小期間 
(分)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ロボットアプリケーション サポートされている
各リージョン: 40

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるロ
ボットアプリケーションの
最大数。

ロボット サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるロ
ボットの最大数。

フリートあたりのロボット サポートされている
各リージョン: 100

はい フリートに登録できるロ
ボットの最大数。

1 分あたりのシミュレーションジョブの作
成レート

us-east-1: 10

us-west-2: 10

他のサポートされて
いる各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで作
成できるシミュレーション
ジョブの最大数 (1 分あた
り)。

シミュレーションアプリケーション サポートされている
各リージョン: 40

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるシ
ミュレーションアプリケー
ションの最大数。

シミュレーション期間 サポートされている
各リージョン: 14

いい
え

シミュレーションジョブで
実行 (再起動など) できる最
大期間 (日)。

バッチごとのシミュレーションジョブリク
エスト

サポートされている
各リージョン: 20

はい StartSimulationJobBatch 呼
び出しで送信できるシミュ
レーションジョブリクエス
トの最大数

ソースのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

ロボットアプリケーション
またはシミュレーション
アプリケーションの任意の
ソースの最大サイズ (GB)。

ロボットアプリケーションあたりのバー
ジョン

サポートされている
各リージョン: 40

はい ロボットアプリケーション
用に作成できるバージョン
の最大数。

シミュレーションアプリケーションあたり
のバージョン

サポートされている
各リージョン: 40

はい シミュレーションアプリ
ケーション用に作成できる
バージョンの最大数。

アカウントあたりのワールドテンプレート サポートされている
各リージョン: 40

はい このリージョンにおける、
このアカウントで作成でき
るワールドテンプレートの
最大数。

エクスポートジョブあたりのワールド サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ワールドエクスポートジョ
ブリクエストに含まれる
ワールドの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジェネレーションジョブあたりのワールド サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

1 つのワールド生成ジョブ
リクエストに含まれるワー
ルドの最大数。

AWS での Red Hat OpenShift サービス エンドポイン
トとクォータ
AWS での Red Hat OpenShift サービス (ROSA) は現在、AWS CLI を介したサービスエンドポイントへの
プログラムによるアクセスをサポートしていません。このサービスの AWS リージョン およびサービス
クォータは次のとおりです。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウント のサービスリ
ソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS のサービスクォータ」を参照してく
ださい。

サービスエンドポイント
Important

現在、AWS での Red Hat OpenShift サービス は AWS CLI を介したサービスエンドポイントへの
プログラムによるアクセスをサポートしていません。ROSAが利用できる AWS リージョン は次
のとおりです。

リージョン名 リージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

カナダ (中部) ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1
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リージョン名 リージョン

欧州 (ロンドン) eu-west-2

ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

中東 (バーレーン) me-south-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

Service Quotas
ROSA は、Amazon EC2、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)、および Elastic Load Balancing (ELB) のサービスクォータを使用しています。これらの
クォータは、Service Quotas コンソールの対応する名前空間に一覧表示されます。

次の表の Amazon EC2 および Amazon EBS のクォータについては、ROSA ではデフォルトのサービスが
提供するよりも高いクォータが必要です。ROSA を使用するには、これらのクォータの引き上げをリクエ
ストする必要がある場合があります。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ
引き上げのリクエスト」を参照してください。

Important

オンデマンド標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) Amazon EC2 インスタンスの場合、デフォル
ト値の 5 vCPU では、ROSA クラスターを作成するのに不十分です。ROSA でクラスターを作成
するには、100 vCPU 以上が必要です。このクォータを増やさなければ、クラスターの作成は失
敗します。クォータを増やすには、[Service Quotas コンソール] を開き、クォータの引き上げを
リクエストします。

名前 サービスコード デフォルト 必要最小値 調整可能 説明

オンデマ
ンド標準 
(A、C、D、H、I、M、R、T、Z) 
インスタンスの
実行

ec2 5 100 はい 実行オンマ
ンド標準 
(A、C、D、H、I、M、R、T、Z) 
インスタンスに
割り当てられ
る vCPU の最
大数。

デフォルト値
の 5 vCPU で
は、ROSA ク
ラスターを作
成するのに不十
分です。ROSA 
でクラスターを
作成するには 
100 vCPU が必
要です。

汎用 SSD (gp3) 
ボリュームのス
トレージ (TiB)

ebs 50 300 はい このリージョ
ンの汎用 SSD 
(gp3) ボリュー
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS での Red Hat OpenShift サービス

名前 サービスコード デフォルト 必要最小値 調整可能 説明
ム全体でプロビ
ジョニングで
きるストレージ
の最大集計量 
(TiB)。

パフォーマンス
を最適化するに
は、300 TiB の
ストレージが必
要です。

汎用 SSD (gp2) 
ボリュームのス
トレージ (TiB)

ebs 50 300 はい このリージョ
ンの汎用 SSD 
(gp2) ボリュー
ム全体でプロビ
ジョニングで
きるストレージ
の最大集計量 
(TiB)。

パフォーマンス
を最適化するに
は、300 TiB の
ストレージが必
要です。

プロビジョンド 
IOPS SSD (io1) 
ボリュームのス
トレージ (TiB)

ebs 50 300 はい このリージョ
ンのプロビジョ
ンド IOPS SSD 
(io1) ボリュー
ム全体でプロビ
ジョニングで
きるストレージ
の最大集計量 
(TiB)。

パフォーマンス
を最適化するに
は、300 TiB の
ストレージが必
要です。

Note

デフォルト値は、AWS によって設定された初期クォータです。これらのデフォルト値は、実際に
適用されたクォータ値および適用可能な最大 Service Quotas とは異なります。詳細については、
「Service Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。

ROSA は、Amazon EC2、Amazon VPC、Amazon EBS、Elastic Load Balancing について、次のデフォル
トクォータを使用します。

Amazon EC2

• EC2-VPC Elastic IP
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

Amazon VPC

• リージョンあたりの VPC
• リージョンあたりのネットワークインターフェイス
• リージョンあたりのインターネットゲートウェイ

Amazon EBS

• リージョンあたりのスナップショット
• プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームの IOPS

Elastic Load Balancing

• リージョンあたりの Application Load Balancer
• リージョンあたりの Classic Load Balancer

Amazon Route 53 エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
ホストゾーン、レコード、ヘルスチェック、DNS クエリログ、再利用可能な委任
セット、トラフィックポリシー、およびコスト配分タグ

AWS CLI または SDK を使用してリクエストを送信するときは、リージョンとエンドポイントを指定しな
いままにするか、該当するリージョンを指定できます。

• 北京および寧夏 リージョン以外の AWS リージョンの Route 53: リージョンとして us-east-1 を指定し
ます。

• 北京と寧夏リージョンの Route 53: cn-northwest-1 を指定します。

Route 53 API を使用してリクエストを送信する場合は、上記と同じリージョンを使用してリクエストに署
名します。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 route53.amazonaws.com HTTPS

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ

us-west-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
876

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/vpc-service.html#vpc-quotas
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/vpc-service.html#vpc-quotas
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/vpc-service.html#vpc-quotas
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ebs-service.html#limits_ebs
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ebs-service.html#limits_ebs
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/elb.html#limits_elastic_load_balancer
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/elb.html#limits_elastic_load_balancer


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

フォルニ
ア)

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 route53.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

route53.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

route53.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 route53.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 route53.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 route53.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 route53.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 route53.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

route53.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

route53.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

ドメイン登録のリクエスト

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 route53domains.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Route 53 リゾルバのリクエスト

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 route53resolver.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 route53resolver.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 route53resolver.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 route53resolver.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 route53resolver.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

route53resolver.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

route53resolver.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Route 53 自動命名のリクエスト

Amazon Route 53 自動命名は という別のサービスとしてリリースされましたAWS Cloud Map サービスエ
ンドポイントのリストについては、サービスエンドポイント (p. 162) を参照してください。AWS Cloud 
Map ドキュメントについては、AWS Cloud Map ドキュメントを参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

プライベートホストゾーンに関連付けるこ
とができる Amazon VPC

サポートされている
各リージョン: 300

はい プライベートホストゾーン
に関連付けられる Amazon 
VPC の最大数

別のアカウントによって作成されたホスト
ゾーンに VPC を関連付けることを可能に
する認証

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

あるアカウントを使って作
成した VPC と、別のアカウ
ントを使って作成したホス
トゾーンの関連付けを可能
にするために作成できる認
証の最大数

コレクションあたりの CIDR ブロック サポートされている
各リージョン: 1,000

はい CIDR コレクションあたり
の作成可能な CIDR ブロッ
クの最大数

CIDR コレクション サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントあたりで作成で
きる CIDR コレクションの
最大数

算出したヘルスチェックが監視できる子ヘ
ルスチェック

サポートされている
各リージョン: 255

いい
え

算出したヘルスチェックで
モニタリングできる子ヘル
スチェックの最大数

ドメイン数の制限 サポートされている
各リージョン: 20

はい このアカウントを使用して
登録できるドメインの最大
数

同じ名前およびタイプを持つジオロケー
ションレコード

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

名前とタイプが同じで、位
置情報ルーティングポリ
シーを持つレコードの最大
作成可能数

同じ名前およびタイプを持つ地理的近接性
レコード

サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

名前とタイプが同じで、地
理的近接性ルーティングポ
リシーを持つレコードの最
大作成可能数。

ヘルスチェック サポートされている
各リージョン: 200

はい このアカウントを使って作
成できるヘルスチェックの
最大数

ホストゾーン サポートされている
各リージョン: 500

はい このアカウントを使って作
成できるホストゾーンの最
大数

同じ再利用可能な委託セットを使用できる
ホストゾーン

サポートされている
各リージョン: 100

はい 同じ再利用可能な委託セッ
トを使用できるホストゾー
ンの最大数

ホストゾーンあたりのキー署名キー サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

ホストゾーンごとに作成で
きる鍵署名鍵 (KSK) の最大
数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53

名前 デフォルト 調整
可能

説明

名前と種類が同じ複数値の回答レコード サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

名前とタイプが同じで、複
数値回答ルーティングポリ
シーを持つレコードの最大
作成可能数

ホストゾーンあたりのクエリログ設定 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ホストゾーンあたりで作成
できるクエリログ設定の最
大数

ホストゾーンあたりのレコード サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい ホストゾーンで作成できる
レコードの最大数

再利用可能な委託セット サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントを使って作
成できる再利用可能な委託
セットの最大数

トラフィックフローポリシー サポートされている
各リージョン: 50

はい このアカウントを使って
作成できるトラフィックフ
ローポリシーの最大数

トラフィックフローポリシーレコード サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントを使って作
成できるトラフィックフ
ローポリシーレコードの最
大数

トラフィックフローポリシーあたりのトラ
フィックフローポリシーのバージョン

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

トラフィックフローポリ
シーごとに作成できるトラ
フィックフローポリシーの
バージョンの最大数

レコードの値 サポートされている
各リージョン: 400

いい
え

レコードに追加できる値の
最大数

同じ名前とタイプを持つ重み付けされたレ
コード

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

名前とタイプが同じで、加
重ルーティングポリシーを
持つレコードの最大作成可
能数

次のクォータは Route 53 Resolver 用です。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS リージョンあたりのリゾルバールー
ルと VPC 間の関連付け

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい AWS リージョンあたりのリ
ゾルバールールと VPC 間の
関連付けの最大数

VPC あたりの DNS Firewall ルールグルー
プの関連付け

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

VPC に関連付けられる 
DNS Firewall ルールグルー
プの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53 ARC

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりの DNS Firewall ルールグ
ループ

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい リージョンあたりの DNS 
Firewall ルールグループの
最大数。

アカウントあたりのドメインリスト サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントのドメインリス
トの最大数。

S3 からインポートされたファイルのドメ
イン

サポートされてい
る各リージョン: 
250,000

はい Amazon S3 バケットに保存
されている 1 つのファイル
からインポートできるドメ
インの最大数。

アカウントあたりのドメイン サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい アカウントのすべてのドメ
インリストで指定できるド
メインの最大数。

リゾルバーエンドポイントあたりの IP ア
ドレス

サポートされている
各リージョン: 6

はい リゾルバーエンドポイント
あたりの IP アドレスの最大
数

AWS リージョンあたりのリゾルバーエン
ドポイントの最大数

サポートされている
各リージョン: 4

はい AWS リージョンあたりのリ
ゾルバーエンドポイント

AWS リージョンあたりのリゾルバールー
ル

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい AWS リージョンあたりのリ
ゾルバールールの最大数

DNS Firewall ルールグループのルール サポートされている
各リージョン: 100

はい DNS Firewall ルールグルー
プにおけるルールの最大
数。

リゾルバールールあたりのターゲット IP 
アドレス

サポートされている
各リージョン: 6

いい
え

リゾルバールールあたりの
ターゲット IP アドレスの最
大数

詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの Route 53 のクォータを参照してください。

Amazon Route 53 Application Recovery Controller の
エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

ゾーンシフト

Route 53 ARC ゾーンシフト API には、次のエンドポイントを使用してください。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-02CC8B74
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53 ARC

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Route 53 ARC

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

リージョン機能

AWS CLI または SDK を使用して Route 53 ARC の Recovery Readiness API (準備状況チェック
用)、Recovery Control Configuration API、または Recovery Cluster API (ルーティング制御用) を使用して
リクエストを送信する場合は、us-west-2 として AWS リージョン を指定する必要があります。

Recovery ARC の Recovery Readiness API (準備状況チェック用) または Recovery Control Configuration 
API では、それぞれ次のエンドポイントを使用します。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 (オ
レゴン州) 
リージョン

us-west-2 route53-recovery-readiness.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン州) 
リージョン

us-west-2 route53-recovery-control-config.amazonaws.com HTTPS

Recovery ARC の Recovery Cluster API では、リージョンを us-west-2 に指定することに加えて、5 つ
のリージョンクラスターエンドポイントのいずれかを指定する必要もあります。指定するエンドポイン
トでは、状態を取得または更新するルーティングコントロールをホストする Route 53 ARC クラスターを
ターゲットにする必要があります。

Route 53 ARC では、次の 5 つのリージョンの各クラスター向けにエンドポイントを作成します: 米国東部 
(バージニア北部) (us-east-1)、欧州 (アイルランド) (eu-west-1)、欧州 (ロンドン) (us-west-2)、アジアパシ
フィック (東京) (ap-northeast-1)、アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)。利用可能な各クラス
ターエンドポイントで再試行することがベストプラクティスです。詳細については、「Amazon Route 53 
Application Recovery Controller デベロッパーガイド」の「Get and update routing control states using the 
API」(API を使ってルーティング制御状態を取得および更新する) と「Best practices for Amazon Route 53 
Application Recovery Controller」(Amazon Route 53 Application Recovery Controller のベストプラクティ
ス) を参照してください。

以下は、Route 53 ARC のリージョンクラスターエンドポイントの例です。

エンドポイント リージョン

https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com eu-west-1

https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com ap-northeast-1

https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com us-west-2

https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com us-east-1

https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com ap-southeast-2

Service Quotas
詳細については、「Amazon Route 53 Application Recovery Controller デベロッパーガイド」の「Amazon 
Route 53 Application Recovery Controller のクォータ」を参照してください。

Amazon SageMaker エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/routing-control.update.api.html
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

サービスエンドポイント
次の表は、Amazon SageMaker でモデルのトレーニングとデプロイがサポートされている、リージョン固
有のエンドポイントの一覧です。これには、ノートブックインスタンス、トレーニングジョブ、モデル、
エンドポイント設定、およびエンドポイントの作成と管理が含まれます。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

次の表は、SageMaker でホストされるモデルに対して推論リクエストを行うために Amazon SageMaker 
でサポートされているリージョン固有のエンドポイントの一覧です。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

runtime.sagemaker.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

runtime.sagemaker.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

runtime.sagemaker.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

runtime.sagemaker.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

runtime.sagemaker.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

runtime.sagemaker.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

runtime.sagemaker.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

Service Quotas
アクティビティと時間経過に伴うリソースの使用状況に応じて、Amazon SageMaker クォータは次の表に
リストされている デフォルトの SageMaker クォータと異なる場合があります。このページのデフォルト
のクォータは、新しいアカウントに基づいています。クォータ超過のエラーメッセージが表示された場合
は、Service Quotas コンソールを使用して引き上げをリクエストします。クォータの引き上げをリクエス
トする方法については、「クォータの引き上げをリクエストする」を参照してください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される 
Canvas Apps

サポートされている
各リージョン: 10/時
間

はい ml.m5.4xlarge インスタンス
で実行される Canvas Apps

システムインスタンスで実行される 
Canvas Apps

サポートされている
各リージョン: 10/時
間

はい システムインスタンスで実
行される Canvas Apps

処理ジョブの最長実行時間 サポートされてい
る各リージョン: 
432,000 秒

いい
え

処理ジョブの最長実行時間

トレーニングジョブの最長の実行時間 サポートされてい
る各リージョン: 
432,000 秒

いい
え

トレーニングジョブの最長
の実行時間

AutoML ジョブの最長実行時間 (作成から終
了まで)

サポートされてい
る各リージョン: 
2,592,000 秒

いい
え

AutoML ジョブの最長実行
時間 (作成から終了まで)

AutoML ジョブを実行できるデータセット
の最大サイズ

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

AutoML ジョブを実行でき
るデータセットの最大サイ
ズ

A2I フロー定義の最大数 サポートされている
各リージョン: 100/
時間

はい A2I フロー定義の最大数

A2I ヒューマンタスク UI の最大数 サポートされている
各リージョン: 100/
時間

はい A2I ヒューマンタスク UI の
最大数

Ground Truth Streaming ラベル付けジョブ
の最大数

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい Ground Truth Streaming ラ
ベル付けジョブの最大数

Ground Truth ラベル付けジョブの最大数 サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい Ground Truth ラベル付け
ジョブの最大数

各アカウントで許可される SageMaker モ
デルパッケージグループの最大数

サポートされている
各リージョン: 250/
時間

はい 各アカウントで許可される 
SageMaker モデルパッケー
ジグループの最大数

各アカウントで許可される SageMaker プ
ロジェクトの最大数

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

各アカウントで許可される 
SageMaker プロジェクトの
最大数
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-23A89612
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

各アカウントで許可される 
SageMakerImage イメージの最大数

サポートされている
各リージョン: 250/
時間

はい 各アカウントで許可される 
SageMakerImage イメージ
の最大数

ドメインあたりの Studio スペースの最大数 サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ドメインあたりの Studio ス
ペースの最大数

ドメインあたりの Studio ユーザープロファ
イルの最大数

サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ドメインあたりのユーザー
プロファイルの最大数

同時 AutoML ジョブの最大数 サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい 同時 AutoML ジョブの最大
数

各アカウントで許可される同時パイプライ
ン実行の最大数

サポートされている
各リージョン: 20/時
間

はい 各アカウントで許可される
同時パイプライン実行の最
大数

各アカウントで許可される同時モデルカー
ドエクスポートジョブの最大数。

サポートされている
各リージョン: 20/時
間

はい 各アカウントで許可され
る同時モデルカードエクス
ポートジョブの最大数

ラベル付けジョブあたりのデータセットオ
ブジェクトの最大数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

ラベル付けジョブあたりの
データセットオブジェクト
の最大数

同時に作成できるデプロイプランの最大数 サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい 同時に作成できるデプロイ
プランの最大数

デバイスフリートの最大数 サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい デバイスフリートの最大数

デバイスの最大数 サポートされている
各リージョン: 400/
時間

はい デバイスの最大数

一度に並列実行できるハイパーパラメータ
チューニングジョブの最大数

サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

一度に並列実行できるハイ
パーパラメータチューニン
グジョブの最大数

エンドポイントあたりのインスタンスの最
大数

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい エンドポイントあたりのイ
ンスタンスの最大数

処理ジョブあたりの最大インスタンス数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

処理ジョブあたりの最大イ
ンスタンス数

スポットトレーニングジョブあたりのイン
スタンスの最大数

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

スポットトレーニングジョ
ブあたりのインスタンスの
最大数

トレーニングジョブあたりの最大インスタ
ンス数

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

トレーニングジョブあたり
の最大インスタンス数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

各アカウントで許可されるモデルカード
バージョンの最大数。

サポートされている
各リージョン: 100/
時間

はい 各アカウントで許可される
モデルカードバージョンの
最大数

並列コンパイルジョブの最大数 サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい 並列コンパイルジョブの最
大数

並列エッジデプロイの最大数 サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい 並列エッジデプロイの最大
数

並列エッジパッケージングジョブの最大数 サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい 並列エッジパッケージング
ジョブの最大数

各パイプラインで許可されるパラメータの
最大数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

各パイプラインで許可され
るパラメータの最大数

各アカウントで許可されるパイプラインの
最大数

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

各アカウントで許可される
パイプラインの最大数

ドメインあたりの実行中の Studio アプリ
ケーションの最大数

サポートされている
各リージョン: 40/時
間

はい ドメインあたりの実行中の
アプリケーションの最大数

サーバーレスエンドポイントの最大数 サポートされている
各リージョン: 5/時
間

はい アクティブなエンドポイン
ト全体のサーバーレスバリ
アントの最大数

各パイプラインで許可されるステップの最
大数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

各パイプラインで許可され
るステップの最大数

各ハイパーパラメータチューニングジョブ
が一度に並列実行できるトレーニングジョ
ブの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

各ハイパーパラメータ
チューニングジョブが一度
に並列実行できるトレーニ
ングジョブの最大数

各ハイパーパラメータチューニングジョブ
が作成できるトレーニングジョブの最大数

サポートされている
各リージョン: 750

いい
え

各ハイパーパラメータ
チューニングジョブが作成
できるトレーニングジョブ
の最大数

ランダム検索戦略を使用した各ハイパーパ
ラメータチューニングジョブが作成できる
トレーニングジョブの最大数

サポートされている
各リージョン: 750

いい
え

ランダム検索戦略を使用し
た各ハイパーパラメータ
チューニングジョブが作成
できるトレーニングジョブ
の最大数

AutoML ジョブを実行できるサブサンプリ
ングされたデータセットの最大サイズ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

AutoML ジョブを実行でき
るサブサンプリングされた
データセットの最大サイズ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

すべてのサーバーレスエンドポイント全体
で割り振ることができる最大合計同時実行
数

サポートされている
各リージョン: 10/時
間

はい すべてのサーバーレスエン
ドポイントバリアント全体
で割り振ることができる最
大合計同時実行数

アクティブなエンドポイント全体の Elastic 
Inference Accelerator の数

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい アクティブなエンドポイン
ト全体の Elastic Inference 
Accelerator の数

すべてのノートブックインスタンス全体の 
Elastic Inference Accelerator の数

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい すべてのノートブックイ
ンスタンス全体の Elastic 
Inference Accelerator の数

アクティブエンドポイント全体のインスタ
ンス数

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい アクティブエンドポイント
全体のインスタンス数

すべての処理ジョブ全体のインスタンス数 サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい すべての処理ジョブ全体の
インスタンス数

すべてのスポットトレーニングジョブ全体
のインスタンス数

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい すべてのスポットトレーニ
ングジョブ全体のインスタ
ンス数

すべてのトレーニングジョブ全体のインス
タンス数

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい すべてのトレーニングジョ
ブ全体のインスタンス数

すべての変換ジョブ全体のインスタンス数 サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい すべての変換ジョブ全体の
インスタンス数

ワークチーム数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

ワークチーム数

ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.12xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.24xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.2xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.large インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.large インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行され
る RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行され
る RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.16xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.2xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.4xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.8xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.large インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.large インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5.xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行され
る RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.12xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行され
る RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.16xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行され
る RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.24xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.2xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.4xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.8xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.large インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.large インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行され
る RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3dn.24xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4d.24xlarge イン
スタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.12xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.16xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.24xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.2xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.4xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.8xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.large インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.large インスタ
ンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.r5.xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.2xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.t3.large インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.large インスタ
ンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.t3.medium インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.t3.medium インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.t3.micro インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.micro インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.t3.small インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.small インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.t3.xlarge インスタンスで実行される 
RSessionGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.xlarge インス
タンスで実行される 
RSessionGateway Apps

ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される 
RStudioServerPro Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge インス
タンスで実行される 
RStudioServerPro Apps

ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される 
RStudioServerPro Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge インス
タンスで実行される 
RStudioServerPro Apps

CreateEndpoint リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateEndpoint リクエスト
の最大数。

CreateEndpointConfig リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateEndpointConfig リク
エストの最大数。

CreateModel リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateModel リクエストの
最大数。

CreateNotebookInstance リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateNotebookInstance リ
クエストの最大数。

CreateNotebookInstanceLifecycleConfig リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 
リクエストの最大数。

CreatePresignedNotebookInstanceUrl リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 
リクエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CreateStudioLifecycleConfig リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateStudioLifecycleConfig 
リクエストの最大数。

CreateTrainingJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateTrainingJob リクエス
トの最大数。

CreateTransformJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
CreateTransformJob リクエ
ストの最大数。

DeleteEndpoint リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteEndpoint リクエスト
の最大数。

DeleteEndpointConfig リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteEndpointConfig リク
エストの最大数。

DeleteModel リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteModel リクエストの
最大数。

DeleteNotebookInstance リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteNotebookInstance リ
クエストの最大数。

DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 
リクエストの最大数。

DeleteStudioLifecycleConfig リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DeleteStudioLifecycleConfig 
リクエストの最大数。

Version 1.0
899



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeEndpoint リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeEndpoint リクエス
トの最大数。

DescribeEndpointConfig リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeEndpointConfig リ
クエストの最大数。

DescribeModel リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeModel リクエスト
の最大数。

DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 
リクエストのレート

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 
リクエストの最大数。

DescribeStudioLifecycleConfig リクエスト
のレート

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeStudioLifecycleConfig 
リクエストの最大数。

DescribeTrainingJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeTrainingJob リクエ
ストの最大数。

DescribeTransformJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
DescribeTransformJob リク
エストの最大数。

InvokeEndpoint リクエストのレート サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
InvokeEndpoint リクエスト
の最大数。

ListEndpointConfigs リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListEndpointConfigs リクエ
ストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListEndpoints リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListEndpoints リクエストの
最大数。

ListModels リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListModels リクエストの最
大数。

ListMonitoringAlertHistory リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListMonitoringAlertHistory リ
クエストの最大数。

ListMonitoringAlerts リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListMonitoringAlerts リクエ
ストの最大数。

ListNotebookInstanceLifecycleConfigs リク
エストのレート

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 
リクエストの最大数。

ListNotebookInstances リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListNotebookInstances リク
エストの最大数。

ListStudioLifecycleConfigs リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListStudioLifecycleConfigs 
リクエストの最大数。

ListTrainingJobs リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListTrainingJobs リクエスト
の最大数。

ListTransformJobs リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
ListTransformJobs リクエス
トの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

StartNotebookInstance リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
StartNotebookInstance リク
エストの最大数。

StopNotebookInstance リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
StopNotebookInstance リク
エストの最大数。

StopTrainingJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
StopTrainingJob リクエスト
の最大数。

StopTransformJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
StopTransformJob リクエス
トの最大数。

UpdateEndpoint リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateEndpoint リクエスト
の最大数。

UpdateEndpointWeightsAndCapacities リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 
リクエストの最大数。

UpdateMonitoringAlert リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateMonitoringAlert リク
エストの最大数。

UpdateNotebookInstance リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateNotebookInstance リ
クエストの最大数。

UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig リ
クエストのレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 
リクエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

UpdateTrainingJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおい
て、このアカウントで実
行できる 1 秒あたりの 
UpdateTrainingJob リクエ
ストの最大数。

処理ジョブインスタンスの EBS ボリュー
ムのサイズ

サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

インスタンスの EBS ボ
リュームのサイズ

トレーニングジョブインスタンスの EBS 
ボリュームのサイズ

サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

インスタンスの EBS ボ
リュームのサイズ

変換ジョブインスタンスの EBS ボリュー
ムのサイズ

サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

変換ジョブインスタンスの 
EBS ボリュームのサイズ

システムインスタンスで実行されている 
Studio Jupyter アプリ

サポートされている
各リージョン: 10/時
間

はい システムインスタンスで実
行されている Jupyter アプ
リ

ml.c5.12xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.12xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.c5.18xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.c5.24xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.24xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.c5.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.2xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.c5.4xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.c5.9xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.c5.large インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.large インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps

ml.c5.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.xlarge インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps

ml.g4dn.12xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g4dn.16xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g4dn.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g4dn.4xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g4dn.8xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g4dn.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.12xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.12xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.16xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.16xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.24xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.24xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.2xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.48xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.48xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.4xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.4xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.8xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.8xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.g5.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5.12xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D9B45548
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5.16xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.16xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5.24xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.2xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5.4xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.4xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5.8xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.8xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5.large インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.large インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps

ml.m5.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.12xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.12xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.16xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.16xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.24xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.24xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.2xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.4xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.4xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.8xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.8xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.m5d.large インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.large インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7E95878B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1DA9A185
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D4D7435A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0132CA88
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-19734703
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-22BC3627
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CD017EBE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCDEC7B7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4F2BEC71
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F43A1825
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4A8D754D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9F3B1F91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-019DC79D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-32F895F6


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5d.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.p3.16xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.p3.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.p3.8xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.p3dn.24xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3dn.24xlarge イン
スタンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.p4d.24xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Appss

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4d.24xlarge インスタ
ンスで実行される Studio 
KernelGateway Appss

ml.p4de.24xlarge インスタンスで実行され
る Studio KernelGateway Appss

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい 説明なし

ml.r5.12xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.12xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.r5.16xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.16xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.r5.24xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.24xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.r5.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.2xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.r5.4xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.4xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.r5.8xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.8xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.r5.large インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.large インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-669A1EF3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0DADC663
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9D41067A
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2524EF35
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7FFAF4CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1747114E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D5D3B1E5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8536F2DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-59F3BE31


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.r5.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.xlarge インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps

ml.t3.2xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.2xlarge インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.t3.large インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.large インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps

ml.t3.medium インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.t3.medium インス
タンスで実行される 
KernelGateway Apps

ml.t3.xlarge インスタンスで実行される 
Studio KernelGateway Apps

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.xlarge インスタンスで
実行される KernelGateway 
Apps

パイプライン実行がタイムアウトする時間 サポートされている
各リージョン: 672

いい
え

パイプライン実行がタイム
アウトする時間

すべてのノートブックインスタンス全体の
合計 EBS ボリュームサイズ (GB)

サポートされてい
る各リージョン: 
102,400

いい
え

すべてのノートブックイン
スタンス全体の合計 EBS ボ
リュームサイズ (GB)

合計ドメイン サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい 合計ドメイン

許可される実験の総数 (SageMaker によっ
て自動的に作成されたものを除く)

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

許可される実験の総数 
(SageMaker によって自動
的に作成されたものを除く)

ノートブックインスタンスの総数 サポートされている
各リージョン: 8/時
間

はい ノートブックインスタンス
の総数

SageMaker コンテキストから許可さ
れるトライアルコンポーネントの総数 
(SageMaker によって自動的に作成された
ものを除く)

サポートされてい
る各リージョン: 
20,000

いい
え

SageMaker コンテキスト
から許可されるトライア
ルコンポーネントの総数 
(SageMaker によって自動
的に作成されたものを除く)

1 回のトライアルで許可されるトライアル
コンポーネントの総数 (SageMaker によっ
て自動的に作成されたものを除く)

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

1 回のトライアルで許可さ
れるトライアルコンポーネ
ントの総数 (SageMaker に
よって自動的に作成された
ものを除く)

1 つのトライアルコンポーネントを関連付
けることができるトライアルの総数

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

1 つのトライアルコンポー
ネントを関連付けることが
できるトライアルの総数
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CC73B658
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5AF0D27D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8BD17C20
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EAC6F82B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3A44AF4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B683BCB0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-04CE2E67


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 つの実験で許可されるトライアルの総数 
(SageMaker によって自動的に作成された
ものを除く)

サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

1 つの実験で許可され
るトライアルの総数 
(SageMaker によって自動
的に作成されたものを除く)

ml.c4.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.2xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c4.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c4.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c4.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.2xlarge (処理ジョブ
用)

ml.c4.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.c4.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c4.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.2xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c4.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.2xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c4.2xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.2xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c4.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c4.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c4.4xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (処理ジョブ
用)

ml.c4.4xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c4.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c4.4xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (トレーニング
ウォームプール用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-54106F23
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A028E7A2
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-505634D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FBB7E9CB


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c4.4xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.4xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c4.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c4.8xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c4.8xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (処理ジョブ
用)

ml.c4.8xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c4.8xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c4.8xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c4.8xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.8xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c4.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.large (エンドポイント
用)

ml.c4.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c4.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.c4.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c4.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.xlarge (処理ジョブ用)

ml.c4.xlarge (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.c4.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c4.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.xlarge (トレーニング
ジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c4.xlarge (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c4.xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c4.xlarge (変換ジョブ用)

ml.c5.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5.18xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5.18xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.c5.18xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (処理ジョブ
用)

ml.c5.18xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5.18xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.c5.18xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.c5.18xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.18xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c5.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.2xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c5.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c5.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.2xlarge (処理ジョブ
用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c5.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.c5.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.2xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c5.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.2xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c5.2xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.2xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c5.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c5.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c5.4xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge (処理ジョブ
用)

ml.c5.4xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.4xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c5.4xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c5.4xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.4xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c5.9xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c5.9xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c5.9xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (処理ジョブ
用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c5.9xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5.9xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c5.9xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c5.9xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.9xlarge (変換ジョブ
用)

ml.c5.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.large (エンドポイント
用)

ml.c5.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c5.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c5.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.xlarge (処理ジョブ用)

ml.c5.xlarge (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.c5.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c5.xlarge (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c5.xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5.xlarge (変換ジョブ用)

ml.c5d.18xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.18xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5d.18xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.18xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c5d.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5d.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5d.2xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.c5d.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5d.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.4xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.c5d.9xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.9xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5d.9xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.9xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.c5d.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.large (エンドポイン
ト用)

ml.c5d.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5d.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c5d.xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.c5d.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.c5n.18xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.18xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5n.18xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.18xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5n.18xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.18xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.c5n.18xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.18xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.c5n.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.2xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c5n.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5n.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.2xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.c5n.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.2xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.c5n.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5n.4xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.4xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5n.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.4xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.c5n.4xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.4xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.c5n.9xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.9xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c5n.9xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.9xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.c5n.9xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.9xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.c5n.9xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.9xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.c5n.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.large (エンドポイン
ト用)

ml.c5n.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c5n.xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c5n.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.c5n.xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c5n.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.c6g.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6g.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6g.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6g.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6g.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6g.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.large (エンドポイン
ト用)

ml.c6g.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6g.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c6gd.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.c6gd.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.c6gd.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6gd.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6gd.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.8xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c6gd.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.large (エンドポイン
ト用)

ml.c6gd.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gd.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6gn.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.c6gn.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.c6gn.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6gn.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6gn.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6gn.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.large (エンドポイン
ト用)

ml.c6gn.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6gn.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.32xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.32xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.c6i.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c6i.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.large (エンドポイン
ト用)

ml.c6i.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c6i.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.c7g.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c7g.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c7g.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c7g.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c7g.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.c7g.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.large (エンドポイン
ト用)

ml.c7g.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.c7g.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.eia1.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia1.large (エンドポイン
ト用)

ml.eia1.large (ノートブックインスタンスア
クセラレータータイプ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia1.large (アクセラレー
タータイプ用)

ml.eia1.medium (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia1.medium (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.eia1.medium (ノートブックインスタン
スアクセラレータータイプ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia1.medium (アクセラ
レータータイプ用)

ml.eia1.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia1.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.eia1.xlarge (ノートブックインスタンス
アクセラレータータイプ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia1.xlarge (アクセラ
レータータイプ用)

ml.eia2.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia2.large (エンドポイン
ト用)

ml.eia2.large (ノートブックインスタンスア
クセラレータータイプ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia2.large (アクセラレー
タータイプ用)

ml.eia2.medium (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia2.medium (エンドポイ
ント用)

ml.eia2.medium (ノートブックインスタン
スアクセラレータータイプ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia2.medium (アクセラ
レータータイプ用)

ml.eia2.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia2.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.eia2.xlarge (ノートブックインスタンス
アクセラレータータイプ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.eia2.xlarge (アクセラ
レータータイプ用)

ml.g4dn.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.g4dn.12xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.g4dn.12xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (処理ジョ
ブ用)

ml.g4dn.12xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.g4dn.12xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (トレーニ
ングジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g4dn.12xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.g4dn.12xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.12xlarge (変換ジョ
ブ用)

ml.g4dn.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.g4dn.16xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.g4dn.16xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (処理ジョ
ブ用)

ml.g4dn.16xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.g4dn.16xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (トレーニ
ングジョブ用)

ml.g4dn.16xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.g4dn.16xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.16xlarge (変換ジョ
ブ用)

ml.g4dn.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (エンドポ
イント用)

ml.g4dn.2xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.g4dn.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (処理ジョ
ブ用)

ml.g4dn.2xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.g4dn.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (トレーニ
ングジョブ用)

Version 1.0
919

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CB4A3655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BA5C7A54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8679F6F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-64067773
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-47F095C9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AD4C1352
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-57998C77
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C960C80D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D79647DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EA346344
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1C2E1B03
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-41C11899
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0496610F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C2495BC4


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g4dn.2xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.g4dn.2xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.2xlarge (変換ジョ
ブ用)

ml.g4dn.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (エンドポ
イント用)

ml.g4dn.4xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.g4dn.4xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (処理ジョ
ブ用)

ml.g4dn.4xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.g4dn.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (トレーニ
ングジョブ用)

ml.g4dn.4xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.g4dn.4xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.4xlarge (変換ジョ
ブ用)

ml.g4dn.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (エンドポ
イント用)

ml.g4dn.8xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.g4dn.8xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (処理ジョ
ブ用)

ml.g4dn.8xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.g4dn.8xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (トレーニ
ングジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g4dn.8xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.g4dn.8xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.8xlarge (変換ジョ
ブ用)

ml.g4dn.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.g4dn.xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.g4dn.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (処理ジョブ
用)

ml.g4dn.xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g4dn.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.g4dn.xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.g4dn.xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g4dn.xlarge (変換ジョブ
用)

ml.g5.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.g5.12xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.12xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.g5.12xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.12xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.12xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.12xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.g5.12xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.12xlarge (トレーニン
グウォームプール用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g5.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.g5.16xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.16xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.g5.16xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.16xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.16xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.16xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.g5.16xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.16xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.g5.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.g5.24xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.24xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.g5.24xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.24xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.24xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.24xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.g5.24xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.24xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.g5.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.2xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.g5.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.g5.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.2xlarge (トレーニング
ジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g5.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.2xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.g5.48xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.48xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.g5.48xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.48xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.g5.48xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.48xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.48xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.48xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.g5.48xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.48xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.g5.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.4xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.g5.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.4xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.g5.4xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.4xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.4xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.g5.4xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.4xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.g5.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.8xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.g5.8xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.8xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.g5.8xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.8xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.g5.8xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.8xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.g5.8xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.8xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.g5.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.g5.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.g5.xlarge (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.g5.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.g5.xlarge (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.g5.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.inf1.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.inf1.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.inf1.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.inf1.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.inf1.6xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.inf1.6xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.inf1.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.inf1.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.m4.10xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m4.10xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m4.10xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (処理ジョブ
用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-495AAEE0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-574C8A05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B2B3BA64
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C4008A6B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CEEF9A6E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BB72E7FA


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m4.10xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m4.10xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m4.10xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m4.10xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.10xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m4.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m4.16xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m4.16xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (処理ジョブ
用)

ml.m4.16xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m4.16xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m4.16xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m4.16xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.16xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m4.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m4.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.2xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m4.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.2xlarge (処理ジョブ
用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C17B05C4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D35E48B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1BF9151C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-63443CBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCA7D0DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-85E60595
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ED93A43F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A50827DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7CE983F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F4F08D88
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7FEDBA4C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6198DF25
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CE6894AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0309C694


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m4.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.m4.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m4.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.2xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m4.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.2xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m4.2xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.2xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m4.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m4.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.4xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m4.4xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.4xlarge (処理ジョブ
用)

ml.m4.4xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.m4.4xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m4.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.4xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m4.4xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.4xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m4.4xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.4xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m4.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.m4.xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.m4.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.xlarge (処理ジョブ用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE159C34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D589112D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E312D77E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5B86ED31
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3727EAE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BE78F29C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B3FC00CD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7D166A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E60A61DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CF81ED81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5F5255E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-97CF11BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E1249695
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F97C6864


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m4.xlarge (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.m4.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m4.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.m4.xlarge (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.m4.xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m4.xlarge (変換ジョブ用)

ml.m5.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5.12xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m5.12xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (処理ジョブ
用)

ml.m5.12xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m5.12xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m5.12xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m5.12xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.12xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m5.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5.24xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2ECAA15F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A373146E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AFEEB9EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DAB6AA41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A9F2A8B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9AD04286
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BC1C7D38
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-29B03627
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6F6C8949
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-34594662
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-76A7309C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-54462FCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-329751EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BD97DD7F


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5.24xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (処理ジョブ
用)

ml.m5.24xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m5.24xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m5.24xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m5.24xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.24xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m5.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.2xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m5.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.2xlarge (処理ジョブ
用)

ml.m5.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.m5.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m5.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.2xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m5.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.2xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m5.2xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.2xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m5.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.4xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E2E903C6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D0EA3DC8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-56C564CA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B21D8B36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5F2D4124
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C88C8F13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-95E39457
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1D84B9D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4A823FAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AD0A282D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1686EE8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F5689004
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E2649D46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-862C1E14


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5.4xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.4xlarge (処理ジョブ
用)

ml.m5.4xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.m5.4xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m5.4xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.4xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.m5.4xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.4xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.m5.4xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.4xlarge (変換ジョブ
用)

ml.m5.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.large (エンドポイン
ト用)

ml.m5.large (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.large (処理ジョブ用)

ml.m5.large (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.m5.large (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m5.large (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.large (トレーニング
ジョブ用)

ml.m5.large (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.large (トレーニング
ウォームプール用)

ml.m5.large (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.large (変換ジョブ用)

ml.m5.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.m5.xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5.xlarge (ノートブック
インスタンス用)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-379E85A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2A6ACFF7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AFB011B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-03767DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3E1C9273
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-92566F3C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-614B09FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8541302D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-29688C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-611FA074
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2DD73636
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-236AE59F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2F737F8D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-76AB2C05


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.xlarge (処理ジョブ用)

ml.m5.xlarge (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.m5.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.m5.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.m5.xlarge (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.m5.xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5.xlarge (変換ジョブ用)

ml.m5d.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5d.12xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.12xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.m5d.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5d.16xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.16xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.m5d.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.24xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5d.24xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.24xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.m5d.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5d.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.2xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m5d.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.4xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5d.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.4xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m5d.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5d.8xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.8xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m5d.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.large (エンドポイン
ト用)

ml.m5d.large (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.large (ノートブック
インスタンス用)

ml.m5d.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5d.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5d.xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m5d.xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.m5dn.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5dn.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5dn.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.24xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5dn.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.2xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5dn.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.4xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5dn.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.8xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5dn.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.large (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m5dn.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5dn.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5n.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5n.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5n.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.24xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m5n.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5n.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5n.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m5n.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.large (エンドポイン
ト用)

ml.m5n.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m5n.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m6g.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6g.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6g.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6g.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6g.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6g.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m6g.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6g.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m6g.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6g.8xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.m6g.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.m6g.large (エンドポイン
ト用)

ml.m6g.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.m6g.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.m6gd.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6gd.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6gd.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.2xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6gd.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.4xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6gd.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.8xlarge (エンドポ
イント用)

ml.m6gd.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.large (エンドポイ
ント用)

ml.m6gd.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.m6gd.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.p2.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.p2.16xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.p2.16xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (処理ジョブ
用)

ml.p2.16xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.p2.16xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (トレーニン
グジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.p2.16xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.p2.16xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.16xlarge (変換ジョブ
用)

ml.p2.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.p2.8xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.p2.8xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (処理ジョブ
用)

ml.p2.8xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.p2.8xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.p2.8xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.p2.8xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.8xlarge (変換ジョブ
用)

ml.p2.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.p2.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.p2.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (処理ジョブ用)

ml.p2.xlarge (スポットトレーニングジョブ
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.p2.xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (トレーニング
ジョブ用)

Version 1.0
934

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D3D338A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1F6E213E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BD0BDFDA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AC3A6D59
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CA14F686
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ACF1D2B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-33BA8B57
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-59DEBE1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0C630A26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FD469689
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BBB3C62F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-61E3D6FC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-21545BA5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5585E645


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.p2.xlarge (トレーニングウォームプール
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.p2.xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p2.xlarge (変換ジョブ用)

ml.p3.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.p3.16xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.p3.16xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (処理ジョブ
用)

ml.p3.16xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.p3.16xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (トレーニン
グジョブ用)

ml.p3.16xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.p3.16xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.16xlarge (変換ジョブ
用)

ml.p3.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.p3.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.p3.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (処理ジョブ
用)

ml.p3.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.p3.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (トレーニング
ジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.p3.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.p3.2xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.2xlarge (変換ジョブ
用)

ml.p3.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.p3.8xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.p3.8xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (処理ジョブ
用)

ml.p3.8xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.p3.8xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (トレーニング
ジョブ用)

ml.p3.8xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (トレーニング
ウォームプール用)

ml.p3.8xlarge (変換ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3.8xlarge (変換ジョブ
用)

ml.p3dn.24xlarge (ノートブックインスタン
ス用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3dn.24xlarge (ノート
ブックインスタンス用)

ml.p3dn.24xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3dn.24xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.p3dn.24xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3dn.24xlarge (トレーニ
ングジョブ用)

ml.p3dn.24xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p3dn.24xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.p4d.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4d.24xlarge (エンドポ
イント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.p4d.24xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4d.24xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.p4d.24xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4d.24xlarge (トレーニ
ングジョブ用)

ml.p4d.24xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4d.24xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

ml.p4de.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.p4de.24xlarge (エンドポ
イント用)

ml.r5.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5.12xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.12xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.r5.12xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.12xlarge (処理ジョブ
用)

ml.r5.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5.16xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.16xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.r5.16xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.16xlarge (処理ジョブ
用)

ml.r5.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5.24xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.24xlarge (ノートブッ
クインスタンス用)

ml.r5.24xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.24xlarge (処理ジョブ
用)

ml.r5.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.2xlarge (エンドポイン
ト用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.r5.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.r5.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.2xlarge (処理ジョブ
用)

ml.r5.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.4xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.r5.4xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.4xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.r5.4xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.4xlarge (処理ジョブ
用)

ml.r5.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.8xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.r5.8xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.8xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.r5.8xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.8xlarge (処理ジョブ
用)

ml.r5.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.large (エンドポイント
用)

ml.r5.large (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.large (ノートブックイ
ンスタンス用)

ml.r5.large (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.large (処理ジョブ用)

ml.r5.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.r5.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 1/時
間

はい ml.r5.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.r5.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5.xlarge (処理ジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.r5d.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5d.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5d.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5d.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5d.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5d.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5d.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.large (エンドポイン
ト用)

ml.r5d.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5d.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.r5dn.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.r5dn.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.r5dn.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.24xlarge (エンドポ
イント用)

ml.r5dn.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5dn.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5dn.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.8xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.r5dn.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.large (エンドポイン
ト用)

ml.r5dn.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5dn.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.24xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.24xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r5n.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.large (エンドポイン
ト用)

ml.r5n.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r5n.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.r6g.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.12xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6g.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.16xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6g.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6g.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.4xlarge (エンドポイ
ント用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.r6g.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6g.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.large (エンドポイン
ト用)

ml.r6g.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6g.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.r6gd.12xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.12xlarge (エンドポ
イント用)

ml.r6gd.16xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.16xlarge (エンドポ
イント用)

ml.r6gd.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.2xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6gd.4xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.4xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6gd.8xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.8xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.r6gd.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.large (エンドポイン
ト用)

ml.r6gd.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.r6gd.xlarge (エンドポイ
ント用)

ml.t2.2xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t2.2xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.t2.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t2.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.t2.large (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t2.large (エンドポイント
用)

ml.t2.large (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t2.large (ノートブックイ
ンスタンス用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SageMaker

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.t2.medium (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.t2.medium (エンドポイン
ト用)

ml.t2.medium (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t2.medium (ノートブック
インスタンス用)

ml.t2.xlarge (エンドポイント用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t2.xlarge (エンドポイン
ト用)

ml.t2.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t2.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.t3.2xlarge (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t3.2xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.t3.2xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.t3.2xlarge (処理ジョブ用)

ml.t3.large (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t3.large (ノートブックイ
ンスタンス用)

ml.t3.large (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.t3.large (処理ジョブ用)

ml.t3.medium (ノートブックインスタンス
用)

サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t3.medium (ノートブック
インスタンス用)

ml.t3.medium (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 4/時
間

はい ml.t3.medium (処理ジョブ
用)

ml.t3.xlarge (ノートブックインスタンス用) サポートされている
各リージョン: 6/時
間

はい ml.t3.xlarge (ノートブック
インスタンス用)

ml.t3.xlarge (処理ジョブ用) サポートされている
各リージョン: 2/時
間

はい ml.t3.xlarge (処理ジョブ用)

ml.trn1.2xlarge (スポットトレーニングジョ
ブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.trn1.2xlarge (スポットト
レーニングジョブ用)

ml.trn1.2xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.trn1.2xlarge (トレーニン
グジョブ用)
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
シークレットマネージャー

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ml.trn1.2xlarge (トレーニングウォームプー
ル用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.trn1.2xlarge (トレーニン
グウォームプール用)

ml.trn1.32xlarge (スポットトレーニング
ジョブ用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.trn1.32xlarge (スポット
トレーニングジョブ用)

ml.trn1.32xlarge (トレーニングジョブ用) サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.trn1.32xlarge (トレーニ
ングジョブ用)

ml.trn1.32xlarge (トレーニングウォーム
プール用)

サポートされている
各リージョン: 0/時
間

はい ml.trn1.32xlarge (トレーニ
ングウォームプール用)

AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
シークレットマネージャー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
シークレットマネージャー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy 
および ValidateResourcePolicy API リクエ
ストの合計レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy 
および 
ValidateResourcePolicy API 
リクエストの合計の 1 秒あ
たりの最大トランザクショ
ン数。

DescribeSecret および GetSecretValue API 
リクエストの合計レート

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000/秒

いい
え

DescribeSecret および 
GetSecretValue API リクエ
ストの合計の 1 秒あたりの
最大トランザクション数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
シークレットマネージャー

名前 デフォルト 調整
可能

説明

PutSecretValue、RemoveRegionsFromReplication、ReplicateSecretToRegion、StopReplicationToReplica、UpdateSecret 
および UpdateSecretVersionStage API リ
クエストの合計レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

PutSecretValue、RemoveRegionsFromReplication、ReplicateSecretToRegion、StopReplicationToReplica、UpdateSecret 
および 
UpdateSecretVersionStage 
API リクエストの合計の 1 
秒あたりの最大トランザク
ション数。

RestoreSecret API リクエストの合計レー
ト

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

RestoreSecret API リクエス
トの 1 秒あたりの最大トラ
ンザクション数。

RotateSecret および CancelRotateSecret 
API リクエストの合計レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

RotateSecret および 
CancelRotateSecret API リ
クエストの合計の 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

TagResource および UntagResource API 
リクエストの合計レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

TagResource および 
UntagResource API リクエ
ストの合計の 1 秒あたりの
最大トランザクション数。

CreateSecret API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

CreateSecret API リクエス
トの 1 秒あたりの最大トラ
ンザクション数。

DeleteSecret API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

DeleteSecret API リクエス
トの 1 秒あたりの最大トラ
ンザクション数。

GetRandomPassword API リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

GetRandomPassword API 
リクエストの 1 秒あたりの
最大トランザクション数。

ListSecretVersionIds API リクエストのリス
ト

サポートされている
各リージョン: 50/秒

いい
え

ListSecretVersionIds API リ
クエストの 1 秒あたりの最
大トランザクション数

ListSecrets API リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

いい
え

ListSecrets API リクエスト
の 1 秒あたりの最大トラン
ザクション数

リソースベースのポリシーの長さ サポートされてい
る各リージョン: 
20,480

いい
え

シークレットにアタッチさ
れているリソースベースの
アクセス権限ポリシーの最
大文字数。

シークレット値のサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
65,536 バイト

いい
え

暗号化されたシークレット
値の最大サイズ。シーク
レット値が文字列の場合、
これはシークレット値で許
可される文字数です。

シークレット サポートされてい
る各リージョン: 
500,000

いい
え

この AWS アカウントの各 
AWS リージョンでのシーク
レットの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Security Lake

名前 デフォルト 調整
可能

説明

シークレットのすべてのバージョンにア
タッチされたステージングラベル

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

シークレットのすべての
バージョンにアタッチされ
たステージングラベルの最
大数。

シークレットあたりのバージョン サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 つのシークレットのバー
ジョンの最大数。

Amazon Security Lake エンドポイント
このサービスのサービスエンドポイントは次のとおりです。AWS のサービスにプログラムで接続するに
は、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一部の AWS のサービスは選
択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、「AWS サービスエンドポイ
ント (p. 5)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 securitylake.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 securitylake.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 securitylake.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

securitylake.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 securitylake.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 securitylake.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
セキュリティハブ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 securitylake.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Security Hub エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 securityhub.us-east-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 securityhub.us-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 securityhub.us-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 securityhub.us-west-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 securityhub.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 securityhub.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 securityhub.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
セキュリティハブ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 securityhub.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

securityhub.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

securityhub.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 securityhub.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 securityhub.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 securityhub.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 securityhub.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 securityhub.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 securityhub.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

securityhub.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

securityhub.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
セキュリティハブ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

securityhub.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 securityhub.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Security Hub メンバーアカウントの数 サポートされてい
る各リージョン: 
11,000

いい
え

各リージョンの Security 
Hub 管理者アカウントごと
に追加できる Security Hub 
メンバーアカウントの最大
数。5,000 を超えるアカウ
ントを追加するには、AWS 
サポートに連絡して組織の
リストを許可する必要があ
ります。

Security Hub の未処理の招待の数 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

各リージョンの AWS アカ
ウント (Security Hub 管理者
アカウント) ごとに送信でき
る未処理の Security Hub メ
ンバーアカウントの招待の
最大数。

カスタムアクションの数 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

各リージョンのアカウント
ごとに作成できるユーザー
定義のカスタムアクション
の最大数。

カスタムインサイトの数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

各リージョンの AWS アカ
ウントごとに作成できる
ユーザー定義のカスタムイ
ンサイトの最大数。

インサイトの結果の数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

GetInsightsResults API オペ
レーションに返される集計
結果の最大数。

Security Hub の結果の保持時間 サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

Security Hub の結果の最大
保存日数。こちらは、最新
の更新から 90 日後、または
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS STS

名前 デフォルト 調整
可能

説明

更新が行われない場合は作
成日から 90 日後に削除され
ます。

Security Hub クォータの詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「クォータ」を参照し
てください。

AWS Security Token Service エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
デフォルトでは、AWS Security Token Service (AWS STS) は、グローバルなサービスと使用することが
でき、STS リクエストはすべて、https://sts.amazonaws.com  の単一エンドポイントに送信されま
す。AWS では、レイテンシーの低減、冗長性の構築、セッショントークンの有効性の強化のために、リー
ジョンの STS エンドポイントを使用することを推奨しています。ほとんどのリージョンエンドポイントは
デフォルトでアクティブになっていますが、一部のリージョン (例: アジアパシフィック (香港)) ではエン
ドポイントを手動で有効にする必要があります。そのようなリージョンを使用しない場合は、デフォルト
で有効になっているリージョンの STS エンドポイントを無効にすることができます。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS リージョンでの AWS STS のアクティブ化と非アクティ
ブ化」を参照してください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 sts.us-east-2.amazonaws.com

sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 sts.us-east-1.amazonaws.com

sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sts.us-west-1.amazonaws.com

sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sts.us-west-2.amazonaws.com

sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 sts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS STS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 sts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 sts.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

sts.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
952



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS SMS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 sts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 sts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 sts.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 sts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

sts.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

sts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

sts.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

sts.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sts.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
このサービスにはクォータがありません。

AWS Server Migration Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS SMS

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 sms.us-east-2.amazonaws.com

sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sms.us-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sms.us-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sms.us-west-2.amazonaws.com

sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 sms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 sms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

sms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Quotas

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 sms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 sms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 sms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

sms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

sms.us-gov-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sms.us-gov-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

同時 VM の移行 サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントでの同
時 VM の移行 (レプリケー
ションジョブ) の最大数。

VM あたりのサービス使用時間 (日) サポートされている
各リージョン: 90

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントでの 
VM あたりの最大サービス
使用日数。

Service Quotas エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Quotas

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 servicequotas.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 servicequotas.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 servicequotas.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 servicequotas.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 servicequotas.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Quotas

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

servicequotas.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

servicequotas.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Quotas

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのアクティブなリクエス
ト

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

アカウントあたりで許容さ
れるアクティブなサービス
クォータ引き上げの最大リ
クエスト数

アカウントあたりのアクティブなリクエス
ト (リージョンごと)

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

現在のリージョンにおけ
る、アカウントあたりで許
容されるアクティブなサー
ビスクォータ引き上げの最
大リクエスト数

クォータあたりのアクティブなリクエスト サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンにおけ
る、クォータあたりのアク
ティブなサービスクォータ
引き上げの最大リクエスト
数

テンプレートあたりの最大リクエスト サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

テンプレートあたりで許容
されるサービスクォータ引
き上げの最大リクエスト数

AssociateServiceQuotaTemplate のスロッ
トリングレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
AssociateServiceQuotaTemplate 
リクエストの最大数

DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
リクエストの最大数

DisassociateServiceQuotaTemplate のス
ロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
DisassociateServiceQuotaTemplate 
リクエストの最大数

GetAWSDefaultServiceQuota のスロットリ
ングレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
GetAWSDefaultServiceQuota 
リクエストの最大数

GetAssociationForServiceQuotaTemplate 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
GetAssociationForServiceQuotaTemplate 
リクエストの最大数

GetRequestedServiceQuotaChange のス
ロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

秒あたりに許容される 
GetRequestedServiceQuotaChange 
リクエストの最大数

GetServiceQuota のスロットリングレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
GetServiceQuota リクエス
トの最大数

GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
リクエストの最大数

ListAWSDefaultServiceQuotas のスロット
リングレート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListAWSDefaultServiceQuotas 
リクエストの最大数

ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 
リクエストの最大数

ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota 
リクエストの最大数

ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 2/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 
リクエストの最大数

ListServiceQuotas のスロットリングレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListServiceQuotas リクエス
トの最大数

ListServices のスロットリングレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListServices リクエストの最
大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Serverless Application Repository

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListTagsForResource のスロットリング
レート

サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
ListTagsForResource リク
エストの最大数

PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 
のスロットリングレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 
リクエストの最大数

RequestServiceQuotaIncrease のスロット
リングレート

サポートされている
各リージョン: 3/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
RequestServiceQuotaIncrease 
リクエストの最大数

TagResource のスロットリングレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
TagResource リクエストの
最大数

UntagResource のスロットリングレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンにお
ける、各アカウントで 1 
秒あたりに許容される 
UntagResource リクエスト
の最大数

AWS Serverless Application Repository エンドポイン
トとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Serverless Application Repository

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Catalog

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アプリケーションポリシーの長さ サポートされている
各リージョン: 6,144

いい
え

アプリケーションポリシー
の最大長 (文字数)。

コードパッケージ用の無料の Amazon S3 
ストレージ

サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

コードパッケージ用の無料 
Amazon S3 ストレージの
最大量 (GB) (各 AWS リー
ジョンの AWS アカウント
あたり)

パブリックアプリケーション サポートされている
各リージョン: 100

はい 各 AWS リージョンの AWS 
アカウントあたりの最大公
開アプリケーション数。

詳細については、AWS Serverless Application Repository デベロッパーガイドの「AWS Serverless 
Application Repository のクォータ」を参照してください。

Service Catalog のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービス
にプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、
一部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細について
は、Amazon サービスエンドポイントを参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) 
は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、Amazon 
サービスクォータを参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Catalog

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Catalog

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

属性グループあたりのアプリケーション サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 属性グループあたりのアプ
リケーションの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Service Catalog

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンあたりのアプリケーション サポートされている
各リージョン: 2,000

はい リージョンごとに作成でき
るアプリケーションの最大
数

アプリケーションあたりの属性グループ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アプリケーションあたりの
属性グループの最大数

リージョンあたりの属性グループ サポートされている
各リージョン: 2,000

はい リージョンごとに作成でき
る属性グループの最大数

組織あたりの委任管理者 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

組織ごとに登録できる委任
管理者の最大数

リージョンあたりのポートフォリオ サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンごとに作成でき
るポートフォリオの最大数

製品あたりの製品バージョン サポートされている
各リージョン: 100

はい 製品ごとに作成できる製品
バージョンの最大数

ポートフォリオあたりの製品 サポートされている
各リージョン: 150

はい ポートフォリオごとに作成
できる製品の最大数

リージョンあたりの製品 サポートされている
各リージョン: 350

はい リージョンごとに作成でき
る製品の最大数

アプリケーションあたりのリソース サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アプリケーションあたりの
リソースの最大数

プロビジョニングアーティファクトあたり
のサービスアクションの関連付け

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

プロビジョニングアーティ
ファクトごとに作成できる
サービスアクションの関連
付けの最大数

リージョンあたりのサービスアクション サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

リージョンごとに作成でき
るサービスアクションの最
大数

ポートフォリオあたりの共有アカウント サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

ポートフォリオあたりの共
有アカウントの最大数

リソースあたりの TagOption サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

リソースに関連付けられる 
TagOptions の最大数

ポートフォリオあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ポートフォリオごとに作成
できるタグの最大数

製品あたりのタグ サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

製品ごとに作成できるタグ
の最大数

プロビジョニング済み製品あたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

プロビジョニング済み製品
ごとに作成できるタグの最
大数

ポートフォリオあたりのユーザー、グルー
プ、ロール

サポートされている
各リージョン: 100

はい ポートフォリオごとに作
成できるユーザー、グルー
プ、ロールの最大数
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Shield アドバンスド

名前 デフォルト 調整
可能

説明

製品あたりのユーザー、グループ、ロール サポートされている
各リージョン: 200

はい ポートフォリオごとに作
成できるユーザー、グルー
プ、ロールの最大数

TagOption あたりの値 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

TagOption ごとに異なる値
の最大数

詳細については、「Service Catalog Administrator Guide」(Service Catalog 管理者ガイド) の「Service 
Catalog default service quotas」(Service Catalog のデフォルトのサービスクォータ) を参照してくださ
い。

AWS Shield Advanced エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 

ap-
southeast-3

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Shield アドバンスド

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

(ジャカル
タ)

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SES

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS Global Accelerator アクセラレーター
の保護

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい モニタリングと保護が可能
な AWS Global Accelerator 
アクセラレーターの最大
数。

Amazon Route 53 ホストゾーンの保護 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい モニタリングと保護が可能
な Amazon Route 53 ホスト
ゾーンの最大数。

CloudFront ディストリビューションの保護 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい モニタリングと保護が可能
な Amazon CloudFront ディ
ストリビューションの最大
数。

Elastic IP アドレスの保護 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい モニタリングと保護が可能
な Elastic IP アドレスの最
大数。

Elastic Load Balancing ロードバランサーの
保護

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい モニタリングと保護が可能
な Elastic Load Balancing 
ロードバランサーの最大
数。

Amazon Simple Email Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SES

サービスエンドポイント
API エンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 email.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 email.us-east-1.amazonaws.com

email-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 email.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 email.us-west-2.amazonaws.com

email-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 email.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

email.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 email.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

email.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

email.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

email.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

email.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

email.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

email.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SES

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

email.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 email.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 email.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 email.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 email.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 email.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

email.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 email.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

email.us-gov-west-1.amazonaws.com

email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

SMTP エンドポイント

Note

SMTP エンドポイントは現在、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、欧
州 (ミラノ)、中東 (バーレーン) では使用できません。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハイ
オ)

us-east-2 email-smtp.us-
east-2.amazonaws.com

SMTP

米国東部（バージ
ニア北部）

us-east-1 email-smtp.us-
east-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-
east-1.amazonaws.com

SMTP

米国西部 (北カリ
フォルニア)

us-west-1 email-smtp.us-
west-1.amazonaws.com

SMTP

米国西部 (オレゴ
ン)

us-west-2 email-smtp.us-
west-2.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-
west-2.amazonaws.com

SMTP
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SES

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシフィッ
ク (ムンバイ)

ap-south-1 email-smtp.ap-
south-1.amazonaws.com

SMTP

アジアパシフィッ
ク (大阪)

ap-northeast-3 email-smtp.ap-
northeast-3.amazonaws.com

SMTP

アジアパシフィッ
ク (ソウル)

ap-northeast-2 email-smtp.ap-
northeast-2.amazonaws.com

SMTP

アジアパシフィッ
ク (シンガポール)

ap-southeast-1 email-smtp.ap-
southeast-1.amazonaws.com

SMTP

アジアパシフィッ
ク (シドニー)

ap-southeast-2 email-smtp.ap-
southeast-2.amazonaws.com

SMTP

アジアパシフィッ
ク (東京)

ap-northeast-1 email-smtp.ap-
northeast-1.amazonaws.com

SMTP

カナダ (中部) ca-central-1 email-smtp.ca-
central-1.amazonaws.com

SMTP

欧州 (フランクフ
ルト)

eu-central-1 email-smtp.eu-
central-1.amazonaws.com

SMTP

欧州 (アイルラン
ド)

eu-west-1 email-smtp.eu-
west-1.amazonaws.com

SMTP

欧州 (ロンドン) eu-west-2 email-smtp.eu-
west-2.amazonaws.com

SMTP

欧州 (パリ) eu-west-3 email-smtp.eu-
west-3.amazonaws.com

SMTP

欧州 (ストックホ
ルム)

eu-north-1 email-smtp.eu-
north-1.amazonaws.com

SMTP

南米 (サンパウロ) sa-east-1 email-smtp.sa-
east-1.amazonaws.com

SMTP

AWS GovCloud 
(US)

us-gov-west-1 email-smtp.us-gov-
west-1.amazonaws.com

email-smtp-
fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

SMTP

DKIM ドメイン

リージョン名 リージョン AWS DKIM ドメイ
ン

アフリカ (ケープ
タウン)

af-south-1 dkim.af-
south-1.amazonses.com

アジアパシフィッ
ク (ジャカルタ)

ap-southeast-3 dkim.ap-
southeast-3.amazonses.com
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SES

リージョン名 リージョン AWS DKIM ドメイ
ン

アジアパシフィッ
ク (大阪)

ap-northeast-3 dkim.ap-
northeast-3.amazonses.com

欧州 (ミラノ) eu-south-1 dkim.eu-
south-1.amazonses.com

その他のすべてのリージョン dkim.amazonses.com

メール受信エンドポイント

リージョン名 リージョン 受信エンドポイン
ト

米国東部（バージ
ニア北部）

us-east-1 inbound-smtp.us-
east-1.amazonaws.com

米国西部 (オレゴ
ン)

us-west-2 inbound-smtp.us-
west-2.amazonaws.com

欧州 (アイルラン
ド)

eu-west-1 inbound-smtp.eu-
west-1.amazonaws.com

Amazon SES は、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシフィック (ジャカル
タ)、アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (ソウル)、アジア
パシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、カナダ (中
部)、欧州 (フランクフルト)、欧州 (ロンドン)、欧州 (パリ)、欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、
南米 (サンパウロ)、および AWS GovCloud (US) の各リージョンでの E メール受信をサポートしていませ
ん。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

送信クォータ サポートされている
各リージョン: 200

はい 現在のリージョンにおい
て、このアカウントで 24 時
間に送信できる E メールの
最大数。

送信レート サポートされている
各リージョン: 1

はい 現在のリージョンにおい
て、Amazon SES を使用
してこのアカウントで 1 秒
あたりに受け付けられる E 
メールの最大数。

詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES のサービス
クォータ」を参照してください。

Version 1.0
972

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ses/quotas/L-804C8AE8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ses/quotas/L-CDEF9B6B
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/quotas.html


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Signer

AWS Signer エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Lambda を使用したサービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 signer.us-east-2.amazonaws.com

signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 signer.us-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 signer.us-west-1.amazonaws.com

signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 signer.us-west-2.amazonaws.com

signer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 signer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 signer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 signer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

signer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

signer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

signer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS Signer

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

signer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

signer.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

signer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 signer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 signer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 signer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 signer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 signer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

signer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 signer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

IoT を使用したサービスエンドポイント

リージョン名 [Region] (リージョン) エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハイオ) us-east-2 signer.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 signer.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (北カリフォル
ニア)

us-west-1 signer.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 signer.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アフリカ (ケープタウン) af-south-1 signer.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (香
港)

ap-east-1 signer.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS Signer

リージョン名 [Region] (リージョン) エンドポイント プロトコル

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 signer.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 signer.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 signer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 signer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 signer.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 signer.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 acm.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

中国 (寧夏) cn-northwest-1 acm.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 signer.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 signer.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロンドン) eu-west-2 signer.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1 signer.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 signer.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 signer.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

中東 (バーレーン) me-south-1 signer.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サンパウロ) sa-east-1 signer.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 秒あたりの API 呼び出し数 サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

現在のリージョンにおけ
る、このアカウントのあら
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AWS Signer

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ゆる API での API 呼び出し
の最大数。

AddProfilePermission リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
AddProfilePermission リク
エストの最大数。

CancelSigningProfile リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
CancelSigningProfile リクエ
ストの最大数。

DescribeSigningJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
DescribeSigningJob リクエ
ストの最大数。

GetSigningPlatform リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
GetSigningPlatform リクエ
ストの最大数。

GetSigningProfile リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
GetSigningProfile リクエス
トの最大数。

ListProfilePermissions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
ListProfilePermissions リク
エストの最大数。

ListSigningJobs リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
ListSigningJobs リクエスト
の最大数。

ListSigningPlatforms リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
ListSigningPlatforms リクエ
ストの最大数。

ListSigningProfiles リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
ListSigningProfiles リクエス
トの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS サインイン

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListTagsForResource リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
ListTagsForResource リク
エストの最大数。

PutSigningProfile リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
PutSigningProfile リクエス
トの最大数。

RemoveProfilePermission リクエストの
レート

サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
RemoveProfilePermission 
リクエストの最大数。

RevokeSignature リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
RevokeSignature リクエス
トの最大数。

RevokeSigningProfile リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
RevokeSigningProfile リク
エストの最大数。

StartSigningJob リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンにおけ
る、このアカウントで 
1 秒あたりに実行できる 
StartSigningJob リクエスト
の最大数。

TagResource リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの TagResource リク
エストの最大数。

UntagResource リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 3

はい 現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの UntagResource リ
クエストの最大数。

AWS サインインのエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS サインイン

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 us-east-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 signin.aws.amazon.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 us-west-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 us-west-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 af-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ap-east-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ap-south-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ap-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS サインイン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ca-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

eu-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 eu-west-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 eu-west-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 eu-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 eu-west-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 eu-south-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 eu-north-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

eu-central-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

me-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

me-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sa-east-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

signin.amazonaws-us-gov.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SimSpace Weaver

Service Quotas
AWS サインインには、増加可能なクォータはありません。

AWS SimSpace Weaver エンドポイントとクォータ
以下の表では、AWS SimSpace Weaver のサービスエンドポイントおよびサービスクォータを説明してい
ます。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウント のサービスリソースまたはオペレー
ションの最大数です。詳細については、「the section called “AWS サービスクォータ” (p. 8)」を参照
してください。

サービスエンドポイント

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 simspaceweaver.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (オハイオ) us-east-2 simspaceweaver.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) us-west-2 simspaceweaver.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 simspaceweaver.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 simspaceweaver.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 simspaceweaver.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 simspaceweaver.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (アイルランド) eu-west-1 simspaceweaver.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

シミュレーションカウ
ント

サポートされている各
リージョン: 2

はい AWS リージョン ごとに
アカウントで保持でき
る、ランニングシミュ
レーションと失敗シ
ミュレーションの最大
数。最大 10 までクォー
タ引き上げをリクエス
トできます。

シミュレーション用の
ワーカー

サポートされている各
リージョン: 2

はい 各シミュレーションに
割り当てることができ
るワーカーの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
SimSpace Weaver

名前 デフォルト 調整可能 説明
最大 10 までクォータ引
き上げをリクエストで
きます。

各コンピュートリソー
スユニットの vCPU

サポートされている各
リージョン: 2

いいえ アプリが各コンピュー
トリソースユニットで
取得する仮想中央演算
装置 (vCPU) の数。

各コンピュートリソー
スユニットのメモリ

サポートされている各
リージョン: 1 GB

いいえ コンピュートリソース
ユニットごとにアプリ
が取得するランダムア
クセスメモリ (RAM) の
量。

各ワーカーのコン
ピュートリソースユ
ニット

サポートされている各
リージョン: 17

いいえ 各ワーカーが利用でき
るコンピュートリソー
スユニットの数。

各アプリのコンピュー
トリソースユニット

サポートされている各
リージョン: 4

いいえ 各アプリに割り当て
ることができるコン
ピュートリソースユ
ニットの最大数。

各ワーカーのリモート
サブスクリプション

サポートされている各
リージョン: 24

いいえ 各ワーカーのリモート
サブスクリプションの
最大数。

パーティション内のエ
ンティティ

サポートされている各
リージョン: 8,192

いいえ 各パーティションのエ
ンティティの最大数。

ワーカー間のエンティ
ティ転送

サポートされている各
リージョン: 25

いいえ 各パーティションおよ
び各ティックの、ワー
カー間のエンティティ
転送の最大数。

同じワーカーでのエン
ティティ転送

サポートされている各
リージョン: 500

いいえ 同じワーカーでパー
ティションごとおよ
びティックごとのエ
ンティティ転送の最大
数。

各エンティティのイン
デックスフィールド

サポートされている各
リージョン: 1

いいえ エンティティが保持
できるインデックス
フィールドの最大数。

各エンティティのデー
タフィールド

サポートされている各
リージョン: 7

いいえ エンティティが持つこ
とができるデータ (非イ
ンデックス) フィールド
の最大数。

エンティティデータ
フィールドサイズ

サポートされている各
リージョン: 1,024 B

いいえ エンティティのデータ 
(非インデックス) フィー
ルドの最大サイズ。
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Amazon SNS

クロックレート
シミュレーションスキーマは、シミュレーションのクロックレート (ティックレートとも呼ばれます) を指
定します。次の表は、使用できる有効なクロックレートを指定しています。

名前 有効な値 説明

クロックレート サポートされている各リージョ
ン: 10、15、30

シミュレーションの有効なク
ロックレート。

SimSpace Weaver Local のサービスクォータ
以下のサービスクォータは SimSpace Weaver Local にのみ適用されます。他のすべてのクォータも 
SimSpace Weaver Local に適用されます。

名前 デフォルト 調整可能 説明

パーティション内のエ
ンティティ

SimSpace Weaver 
Local: 4,096 B

いいえ 各パーティションのエ
ンティティの最大数。

Amazon Simple Notification Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 sns.us-east-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sns.us-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sns.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sns.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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Amazon SNS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 sns.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 sns.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 sns.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

sns.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

sns.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sns.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

sns.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

sns.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sns.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sns.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sns.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sns.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sns.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sns.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sns.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 sns.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 sns.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 sns.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 sns.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

sns.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

sns.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

sns.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sns.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

sns.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sns.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

FIFO トピック

FIFO トピックは、以下のリージョンでサポートされています。

リージョン名 リージョン

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アジアパシフィック (ハイデラバード) ap-south-2
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リージョン名 リージョン

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3

アジアパシフィック (メルボルン) ap-southeast-4

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

カナダ (中部) ca-central-1

中国 (北京) cn-north-1

中国 (寧夏) cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1

欧州 (スペイン) eu-south-2

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

欧州 (チューリッヒ) eu-central-2

中東 (バーレーン) me-south-1

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

Service Quotas
以下のクォータは、AWS アカウントで作成できる Amazon SNS リソースの数を決定し、Amazon SNS 
API リクエストを発行できるレートも決定します。

Amazon SNS リソース

引き上げをリクエストするには、SNS Quota Increase ケースを送信してください。

リソース デフォルト

トピック • 標準: アカウントあたり 
10,0000

• FIFO: アカウントあたり 1,000
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リソース デフォルト

サブスクリプション • 標準:トピックあたり 
12,500,000

Kinesis Data Firehose 配信ス
トリームの場合、サブスクリ
プション所有者あたりトピッ
クごとに 5

• FIFO: トピックあたり 100

保留中のサブスクリプション アカウントあたり 5,000

SMS のアカウント使用料しきい値 アカウントあたり 1.00 USD

プロモーション SMS メッセージの配信レート 1 秒あたり 20 メッセージ

トランザクション SMS メッセージの配信料金 1 秒あたり 20 メッセージ

E メールメッセージの配信レート 1 秒あたり 10 メッセージ

PublishBatchRequest におけるメッセージの最大数 10 件の
PublishBatchRequestEntries

サブスクリプションフィルターポリシー • トピックあたり 200 のフィル
ターポリシー

• AWS アカウントあたり 10,000 
のフィルターポリシー

Amazon SNS API スロットリングの制限

以下のクォータでは、Amazon SNS API リクエストを発行できるレートを調整します。

ハード

以下のクォータを増やすことはできません。

API 1 秒あたりのトランザクション

AddPermission 10

CheckIfPhoneNumberIsOptedOut 50

CreateSMSSandboxPhoneNumber 1

DeleteSMSSandboxPhoneNumber 1

GetSMSAttributes 20

GetSMSSandboxAccountStatus 10

ListEndpointsByPlatformApplication 30

ListOriginationNumbers 1

ListPhoneNumbersOptedOut 10

ListPlatformApplications 15
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API 1 秒あたりのトランザクション

ListSMSSandboxPhoneNumbers 1

ListSubscriptions 30

ListSubscriptionsByTopic 30

ListTagsForResource 10

ListTopics 30

OptInPhoneNumber 20

RemovePermission 10

SetSMSAttributes 1

サブスクリプション 100

TagResource 10

サブスクリプション解除 100

UntagResource 10

VerifySMSSandboxPhoneNumber 1

ソフト

以下のクォータは AWS リージョンによって異なります。Publish および PublishBatch API リクエス
トを組み合わせて Amazon SNS リージョンに発行するメッセージ数に基づいた 1 秒あたりのメッセージ
のクォータ。「Amazon Support Center」(Amazon サポートセンター) でクォータ引き上げケースを開い
て、ソフト制限の引き上げをリクエストできます。

例えば、リージョンのクォータがメッセージ 30,000 件/秒の場合、次に示すいくつかの方法でこのクォー
タに到達することができます。

• Publish アクションを API リクエスト 30,000 件/秒のレートで使用して、30,000 件のメッセージを発
行する (API リクエストあたりで 1 件のメッセージ)。

• PublishBatch アクションを API リクエスト 3,000 件/秒のレートで使用して、30,000 件のメッセージ
を発行する (API リクエストあたりで 10 件のメッセージ)。

• Publish アクションを API リクエスト 10,000 件/秒のレートで使用してメッセージを発行する (API リ
クエストあたりで 1 件のメッセージ)。同時に、PublishBatch アクションを API リクエスト 2,000 件/
秒のレートで使用して 20,000 件のメッセージを発行する (バッチ API リクエストあたりで 10 件のメッ
セージ)。これにより、1 秒ごとに発行されるメッセージは合計 30,000 件となる。

API スロットリングの発行

API AWS リージョン 標準トピック FIFO トピック

米国東部 (バージニア北
部) リージョン

1 秒あたり 30,000 件の
メッセージ

Publish および 
PublishBatch

米国西部 (オレゴン) 
リージョン

Europe (Ireland) Region

1 秒あたり 9,000 件の
メッセージ

トピックごとに、1 秒あ
たり 300 件のメッセー
ジ、または 1 秒あたり 
10 MB のどちらか早い
方。これはハード制限
であり、時間を延長す
ることはできません。
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API AWS リージョン 標準トピック FIFO トピック

米国東部 (オハイオ) 
リージョン

US West (N. California) 
リージョン

Asia Pacific (Mumbai) 
Region

Asia Pacific (Seoul) 
Region

アジアパシフィック (シ
ンガポール) リージョン

アジアパシフィック (シ
ドニー) リージョン

Asia Pacific (Tokyo) 
Region

欧州 (フランクフルト) 
リージョン

1 秒あたり 1,500 件の
メッセージ

クロスリージョン配信
の場合、FIFO トピック
では 1 秒あたり 100 件
のメッセージ、または 1 
秒あたり 3 MB のどちら
か早い方をサポートし
ます。
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API AWS リージョン 標準トピック FIFO トピック

アフリカ（ケープタウ
ン）リージョン

アジアパシフィック (香
港) リージョン

アジアパシフィック (ハ
イデラバード)

アジアパシフィック (大
阪) リージョン

Canada (Central) 
Region

中国 (北京) リージョン

中国 (寧夏) リージョン

Europe (London) Region

欧州 (ミラノ) リージョ
ン

欧州 (パリ) リージョン

欧州 (スペイン)

欧州 (ストックホルム) 
リージョン

中東 (バーレーン) リー
ジョン

南米 (サンパウロ) リー
ジョン

1 秒あたり 300 件の
メッセージ

その他の API スロットリング

API AWS リージョン 1 秒あたりのトランザクション

米国東部 (バージニア北部) リー
ジョン

3,000

米国西部 (オレゴン) リージョン

Europe (Ireland) Region

900

ConfirmSubscription

CreatePlatformApplication

CreatePlatformEndpoint

CreateTopic

DeleteEndpoint

DeletePlatformApplication

DeleteTopic

GetEndpointAttributes

GetDataProtectionPolicy

米国東部 (オハイオ) リージョン

US West (N. California) リージョ
ン

Asia Pacific (Mumbai) Region

Asia Pacific (Seoul) Region

150
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API AWS リージョン 1 秒あたりのトランザクション
アジアパシフィック (シンガポー
ル) リージョン

アジアパシフィック (シドニー) 
リージョン

Asia Pacific (Tokyo) Region

欧州 (フランクフルト) リージョ
ン

GetPlatformApplicationAttributes

GetSubscriptionAttributes

GetTopicAttributes

SetEndpointAttributes

SetPlatformApplicationAttributes

SetSubscriptionAttributes

SetTopicAttributes
アフリカ (ケープタウン) リー
ジョン

アジアパシフィック (香港) リー
ジョン

アジアパシフィック (ハイデラ
バード)

アジアパシフィック (大阪) リー
ジョン

Canada (Central) Region

中国 (北京) リージョン

中国 (寧夏) リージョン

Europe (London) Region

欧州 (ミラノ) リージョン

欧州 (パリ) リージョン

欧州 (スペイン)

欧州 (ストックホルム) リージョ
ン

中東 (バーレーン) リージョン

South America (São Paulo) 
Region

30

PutDataProtectionPolicy すべての商用リージョン 1

Amazon Simple Queue Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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サービスエンドポイント

Amazon SQS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 sqs.us-east-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sqs.us-east-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sqs.us-west-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sqs.us-west-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP およ
び HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 sqs.af-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 sqs.ap-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 sqs.ap-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sqs.ap-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sqs.ca-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sqs.eu-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sqs.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sqs.eu-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 sqs.eu-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 sqs.eu-west-3.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 sqs.eu-south-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 sqs.eu-north-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

sqs.eu-central-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

sqs.me-south-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

sqs.me-central-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sqs.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

Version 1.0
992



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SQS

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

レガシーエンドポイント

AWS CLI または SDK for Python を使用する場合は、以下のレガシーエンドポイントを使用できます。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 us-east-2.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 us-west-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 us-west-2.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 af-south-1.queue.amazonaws.com HTTP

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 ap-south-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック (大
阪)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 ca-central-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 cn-north-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

cn-northwest-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 eu-central-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 eu-west-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 eu-west-2.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 eu-west-3.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 eu-north-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 sa-east-1.queue.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

キューポリシーあたり
のアクション

サポートされている各
リージョン: 7

いいえ キューポリシーにおけ
るアクションの数。

メッセージあたりの属
性

サポートされている各
リージョン: 10

いいえ メッセージに追加され
た属性の数。

バッチ処理されたメッ
セージ ID の長さ

サポートされている各
リージョン: 80

いいえ バッチ処理されたメッ
セージ ID の長さ。

FIFO キューのバッチ
メッセージスループッ
ト

サポートされている各
リージョン: 3,000

はい FIFO キューでのバッ
チ処理された 1 秒あた
りのトランザクション 
(TPS) の数。

FIFO キューのバッチ
メッセージの高スルー
プット

サポート対象地域 (米国
東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米
国西部 (オレゴン)、欧州 
(フランクフルト)、欧州 
(アイルランド)): 60,000

いいえ FIFO キューでのバッ
チ処理された 1 秒あた
りのトランザクション 
(TPS) の数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SQS

名前 デフォルト 調整可能 説明
その他のサポートさ
れているすべてのリー
ジョン: 15,000

キューポリシーあたり
の条件

サポートされている各
リージョン: 10

いいえ キューポリシーにおけ
る条件の数。

FIFO キューあたりのイ
ンフライトメッセージ

サポートされている各
リージョン: 20,000

いいえ FIFO キューにおけるイ
ンフライトメッセージ
の数。

標準キューあたりのイ
ンフライトメッセージ

サポートされている各
リージョン: 120,000

はい 標準キューにおけるイ
ンフライトメッセージ
の数。

メッセージ非表示期間 サポートされている各
リージョン: 0 秒

いいえ Amazon SQS でメッ
セージを削除しない場
合のメッセージ保持時
間 (秒単位)。最大は 14 
日 (1,209,600 秒) です。

メッセージサイズ サポートされている各
リージョン: 256 KB

いいえ メッセージのサイズ 
(KB)。

Amazon S3 バケット内
のメッセージサイズ

サポートされている各
リージョン: 2 GB

いいえ Amazon S3 バケットに
おけるメッセージのサ
イズ (GB 単位)。

Batch あたりのメッセー
ジ

サポートされている各
リージョン: 10

いいえ メッセージバッチにお
けるメッセージの数。

キューポリシーあたり
のプリンシパル

サポートされている各
リージョン: 50

いいえ キューに対するメッ
セージの初回配信の遅
延時間 (分単位)。

キュー名の長さ サポートされている各
リージョン: 80

いいえ キュー名の長さ。

キューポリシーのサイ
ズ

サポートされている各
リージョン: 8,192 バイ
ト

いいえ キューポリシーのサイ
ズ (バイト単位)。

キューポリシーあたり
のステートメント

サポートされている各
リージョン: 20

いいえ キューに追加されたタ
グの数。

UTF-8 キュータグキー
の長さ

サポートされている各
リージョン: 128

いいえ UTF-8 キュータグキー
の長さ。

UTF-8 キュータグ値の
長さ

サポートされている各
リージョン: 256

いいえ UTF-8 キュータグ値の
長さ。

FIFO キューのバッチな
しのメッセージスルー
プット

サポートされている各
リージョン: 300

いいえ FIFO キューでのバッ
チ処理されていない 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

名前 デフォルト 調整可能 説明

FIFO キューのバッチ
なしのメッセージ高ス
ループット

サポート対象地域 (米国
東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米
国西部 (オレゴン)、欧州 
(フランクフルト)、欧州 
(アイルランド)): 6,000

サポート地域 (アジアパ
シフィック (ムンバイ)、
アジアパシフィック (シ
ンガポール)、アジアパ
シフィック (シドニー)、
アジアパシフィック (東
京)): 3,000

その他のサポートさ
れているすべてのリー
ジョン: 1,500

いいえ FIFO キューでのバッ
チ処理されていない 1 
秒あたりのトランザク
ション (TPS) の数。

詳細については、Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの Amazon SQS クォータと
Amazon SQS に関するよくある質問の「制限と制約」セクションを参照してください。

Amazon Simple Storage Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon S3 のエンドポイント

REST API を使用して以下の表に示すエンドポイントにリクエストを送信する場合、仮想ホスト形式のス
タイルとパス形式のメソッドを使用できます。詳細については、バケットの仮想ホスティングを参照して
ください。

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 標準エンドポイント :

• s3.us-east-2.amazonaws.com
• s3-fips.us-

east-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

east-2.amazonaws.com**

us-east-2 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

• s3-fips.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.us-
east-2.amazonaws.com

• account-id.s3-control-
fips.us-east-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.us-
east-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
east-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 標準エンドポイント :

• s3.us-east-1.amazonaws.com
• s3-fips.us-

east-1.amazonaws.com
• s3.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

east-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

east-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.us-

east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-control-

fips.us-east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

us-east-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

米国西部 
(北カリフォ
ルニア)

us-west-1 標準エンドポイント :

• s3.us-west-1.amazonaws.com
• s3-fips.us-

west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

west-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

west-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.us-

west-1.amazonaws.com
• account-id.s3-control-

fips.us-west-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.us-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

us-west-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 標準エンドポイント :

• s3.us-west-2.amazonaws.com
• s3-fips.us-

west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

west-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

west-2.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.us-

west-2.amazonaws.com
• account-id.s3-control-

fips.us-west-2.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.us-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

us-west-2 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 標準エンドポイント :

• s3.af-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.af-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.af-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.af-
south-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.af-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.af-
south-1.amazonaws.com**

af-south-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

アジアパシ
フィック 
(香港) ***

ap-east-1 標準エンドポイント :

• s3.ap-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

east-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.ap-

east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.ap-
east-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
east-1.amazonaws.com**

ap-east-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 標準エンドポイント :

• s3.ap-south-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

south-2.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.ap-

south-2.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.ap-
south-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
south-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
south-2.amazonaws.com**

ap-south-2 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

標準エンドポイント :

• s3.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

ap-
southeast-3

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

Version 1.0
1002



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

標準エンドポイント :

• s3.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

• account-id.s3.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• account-id.s3.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

ap-
southeast-4

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 標準エンドポイント :

• s3.ap-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.ap-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.ap-
south-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
south-1.amazonaws.com**

ap-south-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

標準エンドポイント :

• s3.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

ap-
northeast-3

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

標準エンドポイント :

• s3.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

ap-
northeast-2

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

アジアパシ
フィック 
(シンガポー
ル)

ap-
southeast-1

標準エンドポイント :

• s3.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

ap-
southeast-1

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

標準エンドポイント :

• s3.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

ap-
southeast-2

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

標準エンドポイント :

• s3.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

ap-
northeast-1

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

カナダ (中
部)

ca-central-1 標準エンドポイント :

• s3.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ca-
central-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

ca-central-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

中国 (北京) cn-north-1 このリージョンの有効なエンド
ポイント名:

• s3.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• s3.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-control.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-
control.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.cn-
north-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com

cn-north-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

このリージョンの有効なエンド
ポイント名:

• s3.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• s3.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-control.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-
control.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.cn-
northwest-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com

cn-
northwest-1

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

欧州 (フラ
ンクフルト)

eu-central-1 標準エンドポイント :

• s3.eu-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.eu-
central-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

eu-central-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 標準エンドポイント :

• s3.eu-west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

west-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
west-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-1.amazonaws.com**

EU または 
eu-west-1

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 標準エンドポイント :

• s3.eu-west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-2.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

west-2.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
west-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-2.amazonaws.com**

eu-west-2 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 標準エンドポイント :

• s3.eu-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
south-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
south-1.amazonaws.com**

eu-south-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

Version 1.0
1010



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

欧州 (パリ) eu-west-3 標準エンドポイント :

• s3.eu-west-3.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-3.amazonaws.com
• account-id.s3-control.eu-

west-3.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
west-3.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
west-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-3.amazonaws.com**

eu-west-3 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 標準エンドポイント :

• s3.eu-north-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

north-1.amazonaws.com
• account-id.s3-control.eu-

north-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
north-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
north-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
north-1.amazonaws.com**

eu-north-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 標準エンドポイント :

• s3.eu-south-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

south-2.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

south-2.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
south-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
south-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
south-2.amazonaws.com**

eu-south-2 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4

欧州 
(チューリッ
ヒ)

eu-central-2 標準エンドポイント :

• s3.eu-
central-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.eu-
central-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.eu-
central-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

eu-central-2 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 標準エンドポイント :

• s3.sa-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.sa-

east-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.sa-

east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.sa-
east-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.sa-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.sa-
east-1.amazonaws.com**

sa-east-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
2 および 4

中東 (バー
レーン)

me-south-1 標準エンドポイント :

• s3.me-
south-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.me-
south-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.me-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

me-south-1 HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

標準エンドポイント :

• s3.me-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.me-
central-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.me-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

me-
central-1

HTTP およ
び HTTPS

バージョン 
4 のみ
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

標準エンドポイント :

• s3.us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack.us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.us-
gov-east-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.us-gov-
east-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
gov-east-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-gov-
east-1.amazonaws.com**

us-gov-
east-1

HTTP およ
び HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント ロケーショ
ンの制約

プロトコル 署名バー
ジョンのサ
ポート

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

標準エンドポイント :

• s3.us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack.us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.us-
gov-west-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control-
fips.dualstack.us-gov-
west-1.amazonaws.com**

Amazon S3 Access Points 
(HTTPS のみ):

• s3-accesspoint.us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
gov-west-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-gov-
west-1.amazonaws.com**

us-gov-
west-1

HTTP およ
び HTTPS

 

** Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントは、IPv6 および IPv4 を使用した S3 バケットへのリクエ
ストをサポートしています。詳細については、デュアルスタックのエンドポイント使用を参照してくださ
い。

*** 使用する前に、このリージョンを有効にする必要があります。

前述のエンドポイントを使用している場合は、次の考慮事項が追加適用されます。

• s3-control エンドポイントは、Amazon S3 アカウントレベルのオペレーションで使用されます。
• s3-accesspoint エンドポイントは、Amazon S3 Access Points を介してリクエストを作成するため

だけに使用されます。詳細については、Amazon S3 Access Points の使用を参照してください。
• Amazon S3 は、AWS のリージョン命名規則と一致するように、米国スタンダードリージョンの名前を

米国東部 (バージニア北部) リージョンに変更しました。エンドポイントに変更はないため、アプリケー
ションを変更する必要はありません。
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• バケットの作成に、米国東部 (バージニア北部) エンドポイント以外のリージョンを使用する場合
は、LocationConstraint バケットパラメータを同じリージョンに設定する必要があります。AWS 
SDK for Java と AWS SDK for .NET の両方が、ロケーションの制限を設定に列挙を使用します (Java で
は Region、.NET では S3Region)。詳細については、「Amazon Simple Storage Service API リファレ
ンス」の「Create Bucket」を参照してください。

Amazon S3 は、エンドポイントのドメインネームシステム (DNS) クエリに応答して複数の回答を返しま
す。この動作により、アプリケーションが複数の Amazon S3 IP アドレスにわたってリクエストを並列処
理できるようになるため、パフォーマンスと可用性が向上します。Amazon S3 複数値回答 DNS は米国東
部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)、およびアジアパシフィック (東京) の各
リージョンでサポートされます。Amazon S3 複数値回答 DNS は従来のグローバルエンドポイントではサ
ポートされていません。詳細については、「複数値回答ルーティング」を参照してください。

Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイント
バケットをウェブサイトとして設定すると、ウェブサイトは次のリージョン固有のウェブサイトエンド
ポイントを使用することで利用できます。ウェブサイトエンドポイントは、前の表にリストされている 
REST API エンドポイントとは異なることに注意してください。Amazon S3 でのウェブサイトのホスティ
ングに関する詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 での
ウェブサイトのホスティング」を参照してください。Amazon Route 53 API を使用してエイリアスレコー
ドをホストゾーンに追加する場合は、ホストゾーン ID が必要です。

Note

Amazon S3 Access Points は HTTPS または Amazon S3 アクセスポイントをサポートしていま
せん。HTTPS を使用する場合は、Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 でホストされてい
る静的ウェブサイトを提供できます。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの Route 53 
に登録されたカスタムドメインを使用した静的ウェブサイトの設定および CloudFront を使用した
ウェブサイトのパフォーマンスの向上を参照してください。

リージョン名 ウェブサイトエンドポイント Route 53 ホストゾー
ン ID

米国東部 (オハイ
オ)

s3-website.us-east-2.amazonaws.com Z2O1EMRO9K5GLX

米国東部（バー
ジニア北部）

s3-website-us-east-1.amazonaws.com Z3AQBSTGFYJSTF 

米国西部 (北カリ
フォルニア)

s3-website-us-west-1.amazonaws.com Z2F56UZL2M1ACD 

米国西部 (オレゴ
ン)

s3-website-us-west-2.amazonaws.com Z3BJ6K6RIION7M

アフリカ (ケープ
タウン)

s3-website.af-south-1.amazonaws.com Z2OSFR5PIJ8TYW

アジアパシ
フィック (香港)

s3-website.ap-east-1.amazonaws.com ZNB98KWMFR0R6

アジアパシ
フィック (ハイデ
ラバード)

s3-website.ap-south-2.amazonaws.com Z02976202B4EZMXIPMXF7

アジアパシ
フィック (ジャカ
ルタ)

s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com Z01846753K324LI26A3VV
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リージョン名 ウェブサイトエンドポイント Route 53 ホストゾー
ン ID

アジアパシ
フィック (メルボ
ルン)

s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com Z0312387243XT5FE14WFO

アジアパシ
フィック (ムンバ
イ)

s3-website.ap-south-1.amazonaws.com Z11RGJOFQNVJUP

アジアパシ
フィック (大阪)

s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com Z2YQB5RD63NC85

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com Z3W03O7B5YMIYP

アジアパシ
フィック (シンガ
ポール)

s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com Z3O0J2DXBE1FTB

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com Z1WCIGYICN2BYD

アジアパシ
フィック (東京)

s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com Z2M4EHUR26P7ZW

カナダ (中部) s3-website.ca-central-1.amazonaws.com Z1QDHH18159H29

中国 (北京) s3-website.cn-north-1.amazonaws.com.cn Z5CN8UMXT92WN

中国 (寧夏) s3-website.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn Z282HJ1KT0DH03

欧州 (フランクフ
ルト)

s3-website.eu-central-1.amazonaws.com Z21DNDUVLTQW6Q

欧州 (アイルラン
ド)

s3-website-eu-west-1.amazonaws.com Z1BKCTXD74EZPE

欧州 (ロンドン) s3-website.eu-west-2.amazonaws.com Z3GKZC51ZF0DB4

ヨーロッパ (ミラ
ノ)

s3-website.eu-south-1.amazonaws.com Z2OPA49AB41N7K

欧州 (パリ) s3-website.eu-west-3.amazonaws.com Z3R1K369G5AVDG

欧州 (ストックホ
ルム)

s3-website.eu-north-1.amazonaws.com Z3BAZG2TWCNX0D

欧州 (スペイン) s3-website.eu-south-2.amazonaws.com Z0081959F7139GRJC19J

欧州 (チューリッ
ヒ)

s3-website.eu-central-2.amazonaws.com Z030506016YDQGETNASS

イスラエル (テル
アビブ)

s3-website.il-central-1.amazonaws.com Z09640613K4A3MN55U7GU

中東 (バーレー
ン)

s3-website.me-south-1.amazonaws.com Z1MPMWCPA7YB62

Version 1.0
1018



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon S3

リージョン名 ウェブサイトエンドポイント Route 53 ホストゾー
ン ID

中東 (アラブ首長
国連邦)

s3-website.me-central-1.amazonaws.com Z06143092I8HRXZRUZROF

南米 (サンパウ
ロ)

s3-website-sa-east-1.amazonaws.com Z7KQH4QJS55SO

AWS GovCloud 
(米国東部)

s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com Z2NIFVYYW2VKV1

AWS GovCloud 
(米国西部)

s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com Z31GFT0UA1I2HV

サービスクォータ

Amazon S3

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクセスポイント サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントでリージョンご
とに作成できる Amazon S3 
Access Points の数

バケットポリシー サポートされている
各リージョン: 20 KB

いい
え

Amazon S3 バケットのバ
ケットポリシーの最大サイ
ズ (KB)

バケットのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

Amazon S3 バケットに割り
当てられるタグの最大数

バケット サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントで作成できる 
Amazon S3 バケットの数

イベント通知 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

Amazon S3 バケットあたり
のイベント通知の最大数

ライフサイクルルール サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Amazon S3 ライフサイクル
設定に指定できるルールの
最大数

最大パーツサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

API を使用したマルチパー
トアップロードにおける 
Amazon S3 オブジェクト
パートの最大サイズ (GB)

最小パーツサイズ サポートされている
各リージョン: 5 MB

いい
え

API を使用したマルチパー
トアップロードにおける 
Amazon S3 オブジェクト
パートの最小サイズ (MB)。
最後にアップロードされた
パートは、記載されている
最小値より小さい場合があ
ります
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

マルチリージョンアクセスポイントのリー
ジョン

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

マルチリージョンアクセス
ポイントあたりの最大リー
ジョン数。

マルチリージョンアクセスポイント サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

アカウントあたりのマルチ
リージョンアクセスポイン
ト。

オブジェクトサイズ サポートされている
各リージョン: 5 TB

いい
え

Amazon S3 オブジェクトの
最大サイズ (TB)

オブジェクトサイズ (コンソールアップ
ロード)

サポートされている
各リージョン: 160 
GB

いい
え

コンソールを使ってアップ
ロードできる Amazon S3 
オブジェクトの最大サイズ 
(GB)

オブジェクトタグ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

Amazon S3 オブジェクトに
割り当てられるタグの最大
数

Parts サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

マルチパートアップロード
あたりの Amazon S3 オブ
ジェクトパートの最大数

レプリケーションルール サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Amazon S3 レプリケーショ
ン設定で指定できるルール
の最大数

レプリケーション転送速度 サポートされている
各リージョン: 1 Gb/
秒

はい このアカウントでソース
リージョンからレプリケー
トできるレプリケーション
時間制御の最大転送速度。

S3 Glacier: ランダムリストアリクエストの
数。

サポートされている
各リージョン: 35

いい
え

S3 Glacier ストレージクラ
スから保存される PiB あた
りのランダムリストアリク
エストの数 (1 日単位)。

S3 Glacier: プロビジョニングされたキャパ
シティーユニット

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

アカウントごとに購入でき
る S3 Glacier ストレージク
ラスのプロビジョニングさ
れたキャパシティーユニッ
トの最大数。

S3 Glacier: 1 秒あたりの取り出しリクエス
ト率。

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

アカウントごとに許可され
ている 1 秒あたりに実行で
きる取り出しリクエストの
最大数。
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Amazon S3 on Outposts

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクセスポイント サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

現在の Outpost におけ
る、AWS アカウントの S3 
on Outposts バケットごとに
作成できる Amazon S3 on 
Outposts アクセスポイント
の最大数。

バケット サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

現在の Outpost におけ
る、AWS アカウントごと
に作成できる Amazon S3 
on Outposts バケットの最大
数。

Amazon Simple Workflow Service エンドポイントと
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 swf.us-east-2.amazonaws.com

swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 swf.us-east-1.amazonaws.com

swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 swf.us-west-1.amazonaws.com

swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 swf.us-west-2.amazonaws.com

swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 swf.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 swf.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 swf.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

swf.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

swf.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 swf.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

swf.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

swf.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

swf.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

swf.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

swf.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

swf.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

swf.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 swf.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 swf.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 swf.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 swf.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 swf.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 swf.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

swf.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

swf.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

swf.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 swf.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CountClosedWorkflowExecutions スロット
リングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
CountClosedWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

CountClosedWorkflowExecutions スロット
リングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
CountClosedWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

CountOpenWorkflowExecutions スロットリ
ングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
CountOpenWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

CountOpenWorkflowExecutions スロットリ
ングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
CountOpenWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

CountPendingActivityTasks スロットリング
バースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
CountPendingActivityTasks 
呼び出しの最大数。

CountPendingActivityTasks スロットリング
リフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
CountPendingActivityTasks 
呼び出しの最大数。

CountPendingDecisionTasks スロットリン
グバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
CountPendingDecisionTasks 
呼び出しの最大数。

CountPendingDecisionTasks スロットリン
グリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
CountPendingDecisionTasks 
呼び出しの最大数。

DeprecateActivityType スロットリングバー
スト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
DeprecateActivityType 呼び
出しの最大数。

DeprecateActivityType スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DeprecateActivityType 呼び
出しの最大数。

DeprecateDomain スロットリングバースト
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
DeprecateDomain 呼び出し
の最大数。

DeprecateDomain スロットリングリフィル
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DeprecateDomain 呼び出し
の最大数。

DeprecateWorkflowType スロットリング
バースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
DeprecateWorkflowType 呼
び出しの最大数。

DeprecateWorkflowType スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DeprecateWorkflowType 呼
び出しの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeActivityType スロットリングバー
スト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
DescribeActivityType 呼び出
しの最大数。

DescribeActivityType スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DescribeActivityType 呼び出
しの最大数。

DescribeDomain スロットリングバースト
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしでバー
ストできる DescribeDomain 
呼び出しの最大数。

DescribeDomain スロットリングリフィル
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DescribeDomain 呼び出しの
最大数。

DescribeWorkflowExecution スロットリン
グバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
DescribeWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

DescribeWorkflowExecution スロットリン
グリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DescribeWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

DescribeWorkflowType スロットリング
バースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
DescribeWorkflowType 呼び
出しの最大数。

DescribeWorkflowType スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
DescribeWorkflowType 呼び
出しの最大数。

ワークフロー実行履歴のイベント サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

いい
え

特定のワークフロー実行に
おけるイベントの最大数。

GetWorkflowExecutionHistory スロットリ
ングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
GetWorkflowExecutionHistory 
呼び出しの最大数。

GetWorkflowExecutionHistory スロットリ
ングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 60

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
GetWorkflowExecutionHistory 
呼び出しの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

入力/結果データサイズ サポートされてい
る各リージョン: 
32,768

いい
え

この制限は、アクティビ
ティまたはワークフロー実
行結果データ、アクティビ
ティタスクまたはワークフ
ロー実行をスケジューリン
グする時の入力データ、お
よびワークフロー実行シグ
ナルと共に送信される入力
に影響します。

ListActivityTypes スロットリングバースト
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
ListActivityTypes 呼び出し
の最大数。

ListActivityTypes スロットリングリフィル
制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
ListActivityTypes 呼び出し
の最大数。

ListClosedWorkflowExecutions スロットリ
ングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
ListClosedWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

ListClosedWorkflowExecutions スロットリ
ングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
ListClosedWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

ListDomains スロットリングバースト制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 100

はい スロットリングなしでバー
ストできる ListDomains 呼
び出しの最大数。

ListDomains スロットリングリフィル制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
ListDomains 呼び出しの最
大数。

ListOpenWorkflowExecutions スロットリン
グバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
ListOpenWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

ListOpenWorkflowExecutions スロットリン
グリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 48

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
ListOpenWorkflowExecutions 
呼び出しの最大数。

ListWorkflowTypes スロットリングバース
ト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
ListWorkflowTypes 呼び出し
の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListWorkflowTypes スロットリングリフィ
ル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
ListWorkflowTypes 呼び出し
の最大数。

ドメインあたりの最大ワークフローとアク
ティビティタイプ

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 現在のリージョンにおいて
このアカウントのドメイ
ンあたりに登録されている
ワークフローとアクティビ
ティタイプの最大数。

ワークフロー実行あたりのオープンアク
ティビティタスク

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

この制限には、ワーカーに
よってスケジュールされた
アクティビティタスクと処
理中のアクティビティタス
クの両方が含まれます。

オープン子ワークフロー実行 サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

ワークフロー実行あたりの
オープン子ワークフロー実
行の最大数。

ワークフロー実行あたりのオープンタイ
マー

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

ワークフロー実行あたりの
同時オープンタイマーの最
大数。

ドメインあたりのオープンワークフロー実
行

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい 現在のリージョンにおける
このアカウントのドメイン
あたりのオープンワークフ
ロー実行の最大数。

PollForActivityTask スロットリングバース
ト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
PollForActivityTask 呼び出
しの最大数。

PollForActivityTask スロットリングリフィ
ル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
PollForActivityTask 呼び出
しの最大数。

PollForDecisionTask スロットリングバース
ト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
PollForDecisionTask 呼び出
しの最大数。

PollForDecisionTask スロットリングリフィ
ル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
PollForDecisionTask 呼び出
しの最大数。

タスクリストあたりのポーラー サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

特定のタスクリストに対し
て同時にポーリングを実
行するポーラーを、最大 
1,000 個持つことができま
す。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SWF　

名前 デフォルト 調整
可能

説明

RecordActivityTaskHeartbeat スロットリン
グバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RecordActivityTaskHeartbeat 
呼び出しの最大数。

RecordActivityTaskHeartbeat スロットリン
グリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 160

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RecordActivityTaskHeartbeat 
呼び出しの最大数。

RegisterActivityType スロットリングバース
ト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RegisterActivityType 呼び出
しの最大数。

RegisterActivityType スロットリングリフィ
ル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 60

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RegisterActivityType 呼び出
しの最大数。

RegisterDomain スロットリングバースト制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 100

はい スロットリングなしでバー
ストできる RegisterDomain 
呼び出しの最大数。

RegisterDomain スロットリングリフィル制
限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 6

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RegisterDomain 呼び出しの
最大数。

RegisterWorkflowType スロットリングバー
スト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RegisterWorkflowType 呼び
出しの最大数。

RegisterWorkflowType スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 60

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RegisterWorkflowType 呼び
出しの最大数。

登録済みドメイン サポートされている
各リージョン: 100

はい 現在のリージョンでこのア
カウントに登録されたドメ
インの最大数。

リクエストサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Simple Workflow API リク
エストあたりの合計データ
サイズ (MB 単位) で、リク
エストヘッダーおよびその
他すべての関連リクエスト
データを含みます。

RequestCancelExternalWorkflowExecution 
スロットリングバースト制限 (トランザク
ション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1,200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RequestCancelExternalWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-CBE45CF4
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SWF　

名前 デフォルト 調整
可能

説明

RequestCancelExternalWorkflowExecution 
スロットリングリフィル制限 (トランザク
ション/秒)

サポートされている
各リージョン: 120

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RequestCancelExternalWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

RequestCancelWorkflowExecution スロッ
トリングバースト制限 (トランザクション/
秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RequestCancelWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

RequestCancelWorkflowExecution スロッ
トリングリフィル制限 (トランザクション/
秒)

サポートされている
各リージョン: 30

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RequestCancelWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

RespondActivityTaskCanceled スロットリ
ングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RespondActivityTaskCanceled 
呼び出しの最大数。

RespondActivityTaskCanceled スロットリ
ングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RespondActivityTaskCanceled 
呼び出しの最大数。

RespondActivityTaskCompleted スロットリ
ングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RespondActivityTaskCompleted 
呼び出しの最大数。

RespondActivityTaskCompleted スロットリ
ングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RespondActivityTaskCompleted 
呼び出しの最大数。

RespondActivityTaskFailed スロットリング
バースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RespondActivityTaskFailed 
呼び出しの最大数。

RespondActivityTaskFailed スロットリング
リフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RespondActivityTaskFailed 
呼び出しの最大数。

RespondDecisionTaskCompleted スロット
リングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
RespondDecisionTaskCompleted 
呼び出しの最大数。

RespondDecisionTaskCompleted スロット
リングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
RespondDecisionTaskCompleted 
呼び出しの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SWF　

名前 デフォルト 調整
可能

説明

キューの SWF タスク (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

タスクがキュー状態を維持
する最大時間 (ワークフロー
実行時間制限で制約されま
す)。

ScheduleActivityTask スロットリングバー
スト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
ScheduleActivityTask 呼び
出しの最大数。

ScheduleActivityTask スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
ScheduleActivityTask 呼び
出しの最大数。

SignalExternalWorkflowExecution スロット
リングバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 1,200

はい スロットリングなし
でバーストできる 
SignalExternalWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

SignalExternalWorkflowExecution スロット
リングリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 120

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
SignalExternalWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

SignalWorkflowExecution スロットリング
バースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
SignalWorkflowExecution 呼
び出しの最大数。

SignalWorkflowExecution スロットリング
リフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 30

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
SignalWorkflowExecution 呼
び出しの最大数。

StartChildWorkflowExecution スロットリン
グバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 500

はい スロットリングなし
でバーストできる 
StartChildWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

StartChildWorkflowExecution スロットリン
グリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 12

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
StartChildWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

StartTimer スロットリングバースト制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなしでバー
ストできる StartTimer 呼び
出しの最大数。

StartTimer スロットリングリフィル制限 
(トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
StartTimer 呼び出しの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon SimpleDB

名前 デフォルト 調整
可能

説明

StartWorkflowExecution スロットリング
バースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
StartWorkflowExecution 呼
び出しの最大数。

StartWorkflowExecution スロットリングリ
フィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 200

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
StartWorkflowExecution 呼
び出しの最大数。

タスク実行時間 (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

タスクが実行状態を維持す
る最大時間 (ワークフロー
実行時間制限で制約されま
す)。

TerminateWorkflowExecution スロットリン
グバースト制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい スロットリングなし
でバーストできる 
TerminateWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

TerminateWorkflowExecution スロットリン
グリフィル制限 (トランザクション/秒)

サポートされている
各リージョン: 60

はい スロットリングなしで 
1 秒あたりに実行できる 
TerminateWorkflowExecution 
呼び出しの最大数。

ワークフロー実行アイドル時間制限 (年) サポートされている
各リージョン: 1

はい ワークフロー実行がアイド
ル状態になる最大時間 (年単
位) (ワークフロー実行時間
制限で制約されます)。

ワークフロー実行時間 (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ワークフロー実行を実行で
きる最大時間 (年単位)。

ワークフローの保持時間 (日数) サポートされている
各リージョン: 90

はい この期間後は、ワークフ
ロー履歴の取得や表示はで
きません。Amazon SWF が
保持するクローズしたワー
クフロー実行の数にはこれ
以上の制限はありません。

詳細については、Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイドから Amazon SWF のクォータを
参照してください。

Amazon SimpleDB エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM Identity Center

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 sdb.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sdb.us-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sdb.us-west-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sdb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sdb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP およ
び HTTPS

Service Quotas

リソース デフォルト

ドメイン 250

詳細については、Amazon SimpleDB デベロッパーガイドの Amazon SimpleDB のクォータをご参照くださ
い。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
IAM Identity Center

ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
IAM Identity Center

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 sso.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 sso.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 sso.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 sso.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 sso.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 sso.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

sso.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 sso.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

sso.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

sso.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

sso.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

sso.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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IAM Identity Center

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

sso.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

sso.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

sso.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 sso.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 sso.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 sso.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 sso.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 sso.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

sso.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 sso.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

ID ストア

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 identitystore.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 identitystore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 identitystore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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IAM Identity Center

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 identitystore.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 identitystore.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

identitystore.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

identitystore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 identitystore.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 identitystore.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 identitystore.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 identitystore.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 identitystore.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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IAM Identity Center

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 identitystore.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サービスプロバイダーの SAML 2.0 証明書
のファイルサイズ (PEM 形式)

サポートされている
各リージョン: 2 KB

いい
え

サービスプロバイダーの 
SAML 2.0 証明書 (PEM 形
式) の最大ファイルサイズ 
(KB 単位)。

IAM Identity Center でサポートされるグ
ループの数

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

いい
え

IAM Identity Center でサ
ポートされるグループの最
大数。

IAM Identity Center で許可される許可セッ
ト数

サポートされている
各リージョン: 2,000

はい IAM Identity Center のアク
セス権限セットのデフォル
ト数。

AWS アカウントあたりに許可されるアク
セス権限セット数

サポートされている
各リージョン: 50

はい AWS アカウントあたりで
許可される権限セットのデ
フォルト数。

ユーザーの許可を評価するために使用でき
る一意のグループの数

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

ユーザーの権限を評価す
るために使用できる一意
のグループの最大数。IAM 
Identity Center では、ユー
ザーが利用可能な AWS ア
カウントやアプリケーショ
ンアイコンを AWS アクセ
スポータルに表示する前
に、グループのメンバー
シップを評価することで、
ユーザーの有効な許可を評
価します。

IAM Identity Center でサポートされるユー
ザーの数

サポートされてい
る各リージョン: 
100,000

はい IAM Identity Center でサ
ポートされるデフォルトの
ユーザー数。

設定できる AWS アカウントまたはアプリ
ケーションの総数

サポートされている
各リージョン: 3,000

はい 設定できる AWS アカウン
トまたはアプリケーション
のデフォルトの総数 (アカウ
ントとアプリケーションを
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Snow ファミリー

名前 デフォルト 調整
可能

説明

組み合わせた合計数)。例え
ば、2,750 個のアカウント
と 250 個のアプリケーショ
ンを設定し、合計 3,000 個
のアカウントとアプリケー
ションを設定することがで
きます。

詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「AWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のクォータ」を参照してください。

AWS Snow Family エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Snow Family デバイスは以下の AWS リージョンで利用できます。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 snowball.us-east-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com
HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 snowball.us-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com
HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 snowball.us-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com
HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 snowball.us-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com
HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 snowball.af-south-1.amazonaws.com  

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 snowball.ap-east-1.amazonaws.com  

アジアパシ
フィック 

ap-
southeast-3

snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com  
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Snow ファミリー

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

(ジャカル
タ)

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 snowball.ap-south-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com
HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com
HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com
HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com

snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com
HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com
HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

snowball.ca-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com
HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

snowball.eu-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com
HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 snowball.eu-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com
HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 snowball.eu-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com
HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 snowball.eu-south-1.amazonaws.com  

欧州 (パリ) eu-west-3 snowball.eu-west-3.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com
HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 snowball.eu-north-1.amazonaws.com  

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

snowball.me-central-1.amazonaws.com  
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Step Functions

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 snowball.sa-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS Snowcone Studio を利用できるのは、以下の AWS リージョンのみです。

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• カナダ (中部)
• 南米 (サンパウロ)
• 欧州 (アイルランド)
• 欧州 (フランクフルト)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (パリ)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (東京)

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Snowball Edge デバイス サポートされている
各リージョン: 1

はい Snowball Edge デバイスの
最大数。

Snowcone のデバイス サポートされている
各リージョン: 1

はい Snowcone デバイスの最大
数。

AWS Step Functions エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 states.us-east-2.amazonaws.com

autobahn-states.us-east-2.amazonaws.com

sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

states-fips.us-east-2.amazonaws.com

sync-states.us-east-2.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 states.us-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-east-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-east-1.amazonaws.com

sync-states.us-east-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 states.us-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-west-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-west-1.amazonaws.com

sync-states.us-west-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 states.us-west-2.amazonaws.com

autobahn-states.us-west-2.amazonaws.com

sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

states-fips.us-west-2.amazonaws.com

sync-states.us-west-2.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 states.af-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.af-south-1.amazonaws.com

sync-states.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 states.ap-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-east-1.amazonaws.com

sync-states.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 states.ap-south-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-south-2.amazonaws.com

sync-states.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

states.ap-southeast-3.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

states.ap-southeast-4.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-4.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 states.ap-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-south-1.amazonaws.com

sync-states.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

states.ap-northeast-3.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

states.ap-northeast-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

states.ap-southeast-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-1.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

states.ap-southeast-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

states.ap-northeast-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

カナダ (中
部)

ca-
central-1

states.ca-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.ca-central-1.amazonaws.com

sync-states.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

states.eu-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-central-1.amazonaws.com

sync-states.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 states.eu-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-1.amazonaws.com

sync-states.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 states.eu-west-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-2.amazonaws.com

sync-states.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 states.eu-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-south-1.amazonaws.com

sync-states.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 states.eu-west-3.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-3.amazonaws.com

sync-states.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 states.eu-south-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-south-2.amazonaws.com

sync-states.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 states.eu-north-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-north-1.amazonaws.com

sync-states.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

states.eu-central-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-central-2.amazonaws.com

sync-states.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

states.me-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.me-south-1.amazonaws.com

sync-states.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

states.me-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.me-central-1.amazonaws.com

sync-states.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 states.sa-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.sa-east-1.amazonaws.com

sync-states.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

states.us-gov-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ARN あたりのアクティビティポーラー サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

アクティビティリソース 
ARN ごとに待機できるポー
リングの数。

CreateActivity スロットリングトークンバ
ケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
CreateActivity 呼び出しの最
大数。

CreateActivity スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい CreateActivity 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

CreateStateMachine スロットリングトーク
ンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
CreateStateMachine 呼び出
しの最大数。

CreateStateMachine スロットリングトーク
ンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい CreateActivity 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DeleteActivity スロットリングトークンバ
ケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
DeleteActivity 呼び出しの最
大数。

DeleteActivity スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい DeleteActivity 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

DeleteStateMachine スロットリングトーク
ンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
DeleteStateMachine 呼び出
しの最大数。

DeleteStateMachine スロットリングトーク
ンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい DeleteStateMachine 呼び出
しのトークンリフィルレー
ト/秒。

DescribeActivity スロットリングトークンバ
ケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 200

はい 一度に行うことができる 
DescribeActivity 呼び出しの
最大数。

DescribeActivity スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい DescribeActivity 呼び出し
のトークンリフィルレート/
秒。

DescribeExecution スロットリングトーク
ンバケットサイズ

us-east-1: 300

us-west-2: 300

eu-west-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
250

はい 一度に行うことができる 
DescribeExecution 呼び出し
の最大数。

DescribeExecution スロットリングトーク
ンリフィルレート/秒

us-east-1: 15

us-west-2: 15

eu-west-1: 15

他のサポートされて
いる各リージョン: 
10

はい DescribeExecution 呼び出し
のトークンリフィルレート/
秒。

DescribeStateMachine スロットリングトー
クンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 200

はい 一度に行うことができる 
DescribeStateMachine 呼び
出しの最大数。

DescribeStateMachine スロットリングトー
クンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 20

はい DescribeStateMachine 呼
び出しのトークンリフィル
レート/秒。

DescribeStateMachineForExecution スロッ
トリングトークンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 200

はい 一度に行うことができる 
DescribeStateMachineForExecution 
呼び出しの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

DescribeStateMachineForExecution スロッ
トリングトークンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい DescribeStateMachineForExecution 
呼び出しのトークンリフィ
ルレート/秒。

実行履歴サイズのイベント サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

いい
え

特定の実行のイベントの最
大数

実行履歴の保持時間 (日数) サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

実行情報が完了後に保存さ
れる時間 (日数)。

実行アイドル時間 (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

実行がアイドル状態になれ
る時間 (年単位)。

実行時間 (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

実行が実行できる最大時間 
(年単位)。

Step Functions コンソールに表示される実
行

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

Step Functions ダッシュ
ボードに表示される実行の
最大数。

GetActivityTask スロットリングトークンバ
ケットサイズ

us-east-1: 3,000

us-west-2: 3,000

eu-west-1: 3,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,500

はい 一度に行うことができる 
GetActivityTask 呼び出しの
最大数。

GetActivityTask スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

us-east-1: 500

us-west-2: 500

eu-west-1: 500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
300

はい GetActivityTask 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

GetExecutionHistory スロットリングトーク
ンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 400

はい 一度に行うことができる 
GetExecutionHistory 呼び出
しの最大数。

GetExecutionHistory スロットリングトーク
ンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 20

はい GetExecutionHistory 呼び出
しのトークンリフィルレー
ト/秒。

タスク状態または実行時の入力データまた
は結果データのサイズ

サポートされてい
る各リージョン: 
262,144 バイト

いい
え

タスク、状態、実行の 
UTF-8 でエンコードされ
た文字列としてのバイト単
位の最大の入力または結果
データサイズ。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListActivities スロットリングトークンバ
ケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
ListActivities 呼び出しの最
大数。

ListActivities スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

us-east-1: 10

us-west-2: 10

eu-west-1: 10

他のサポートされて
いる各リージョン: 5

はい ListActivities 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

ListExecutions スロットリングトークンバ
ケットサイズ

us-east-1: 200

us-west-2: 200

eu-west-1: 200

他のサポートされて
いる各リージョン: 
100

はい 一度に行うことができる 
ListExecutions 呼び出しの
最大数。

ListExecutions スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

us-east-1: 5

us-west-2: 5

eu-west-1: 5

他のサポートされて
いる各リージョン: 2

はい ListExecutions 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

ListStateMachines スロットリングトークン
バケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
ListStateMachines 呼び出し
の最大数。

ListStateMachines スロットリングトークン
リフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 5

はい ListStateMachines 呼び出し
のトークンリフィルレート/
秒。

ListTagsForResource スロットリングトー
クンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
ListTagsForResource 呼び
出しの最大数。

ListTagsForResource スロットリングトー
クンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい ListTagsForResource 呼び
出しのトークンリフィル
レート/秒。

オープン実行 サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

はい 現在のリージョンにおける
アカウントごとのオープン
実行の最大数。

登録したアクティビティ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 現在のリージョンにおける
このアカウントのアクティ
ビティの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

登録済みステートマシン サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい 現在のリージョンにおける
このアカウントのステート
マシンの最大数。

リソース名の長さ サポートされている
各リージョン: 80

いい
え

ステートマシン、実行、お
よびアクティビティリソー
スタイプの最大文字数

SendTaskFailure スロットリングトークン
バケットサイズ

us-east-1: 3,000

us-west-2: 3,000

eu-west-1: 3,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,500

はい 一度に行うことができる 
SendTaskFailure 呼び出し
の最大数。

SendTaskFailure スロットリングトークン
リフィルレート/秒

us-east-1: 500

us-west-2: 500

eu-west-1: 500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
300

はい SendTaskFailure 呼び出し
のトークンリフィルレート/
秒。

SendTaskHeartbeat スロットリングトーク
ンバケットサイズ

us-east-1: 3,000

us-west-2: 3,000

eu-west-1: 3,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,500

はい 一度に行うことができる 
SendTaskHeartbeat 呼び出
しの最大数。

SendTaskHeartbeat スロットリングトーク
ンリフィルレート/秒

us-east-1: 500

us-west-2: 500

eu-west-1: 500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
300

はい SendTaskHeartbeat 呼び出
しのトークンリフィルレー
ト/秒。

SendTaskSuccess スロットリングトーク
ンバケットサイズ

us-east-1: 3,000

us-west-2: 3,000

eu-west-1: 3,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
1,500

はい 一度に行うことができる 
SendTaskSuccess 呼び出し
の最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

SendTaskSuccess スロットリングトーク
ンリフィルレート/秒

us-east-1: 500

us-west-2: 500

eu-west-1: 500

他のサポートされて
いる各リージョン: 
300

はい SendTaskSuccess 呼び出し
のトークンリフィルレート/
秒。

API リクエストあたりのサイズ サポートされている
各リージョン: 1 MB

いい
え

Step Functions API リクエ
ストあたりの合計データ
サイズ (MB 単位) で、リク
エストヘッダーおよびその
他すべての関連リクエスト
データを含みます。

StartExecution スロットリングトークンバ
ケットサイズ

us-east-1: 1,300

us-west-2: 1,300

eu-west-1: 1,300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
800

はい 一度に行うことができる 
StartExecution 呼び出しの
最大数。

StartExecution スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

us-east-1: 300

us-west-2: 300

eu-west-1: 300

他のサポートされて
いる各リージョン: 
150

はい StartExecution 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

StateTransition スロットリングトークンバ
ケットサイズ

us-east-1: 5,000

us-west-2: 5,000

eu-west-1: 5,000

他のサポートされて
いる各リージョン: 
800

はい 一度に行うことができる 
StateTransition 呼び出しの
最大数。

StateTransition スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

us-east-1: 1,500

us-west-2: 1,500

eu-west-1: 1,500

他のサポートされ
ている各リージョ
ン:500

はい StateTransition 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

キューの Step Functions タスク (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

Step Functions がキューに
タスクを保持する最大時間 
(年単位)。

StopExecution スロットリングトークンバ
ケットサイズ

us-east-1: 1,000

us-west-2: 1,000

eu-west-1: 1,000

他のサポートされ
ている各リージョ
ン:500

はい 一度に行うことができる 
StopExecution 呼び出しの
最大数。

StopExecution スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

us-east-1: 200

us-west-2: 200

eu-west-1: 200

他のサポートされて
いる各リージョン: 
25

はい StopExecution 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

TagResource スロットリングトークンバ
ケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 200

はい 一度に行うことができる 
TagResource 呼び出しの最
大数。

TagResource スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい TagResource 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

タスク実行時間 (年) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

タスクが実行できる最大有
効期間 (年単位)。

UntagResource スロットリングトークンバ
ケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 200

はい 一度に行うことができる 
UntagResource 呼び出しの
最大数。

UntagResource スロットリングトークンリ
フィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

はい UntagResource 呼び出しの
トークンリフィルレート/
秒。

UpdateStateMachine スロットリングトー
クンバケットサイズ

サポートされている
各リージョン: 100

はい 一度に行うことができる 
UpdateStateMachine 呼び出
しの最大数。

UpdateStateMachine スロットリングトー
クンリフィルレート/秒

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

UpdateStateMachine 呼び出
しのトークンリフィルレー
ト/秒。

詳細については、AWS Step Functions ユーザーガイドの「クォータ」を参照してください。
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Storage Gateway

AWS Storage Gateway エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに接
続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一部の AWS のサー
ビスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、「AWS サービスエ
ンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウ
ントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォー
タ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

Storage Gateway

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 storagegateway.us-east-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 storagegateway.us-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 storagegateway.us-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 storagegateway.us-west-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 storagegateway.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

storagegateway.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

storagegateway.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Storage Gateway ハードウェアアプライアンスリージョン
Storage Gateway ハードウェアアプライアンスは、法的に許可され、米国政府により輸出が許可されてい
る全世界に発送できます。

Storage Gateway ハードウェアアプライアンスは、次の AWS リージョンでサポートされています。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• カナダ (中部)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (ストックホルム)
• 南米 (サンパウロ)

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

キャッシュされた最大ボリュームゲート
ウェイキャッシュ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

キャッシュ型ボリューム
ゲートウェイの最大キャッ
シュサイズ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

キャッシュされた最小ボリュームゲート
ウェイキャッシュ (GiB)

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

キャッシュ型ボリューム
ゲートウェイの最小キャッ
シュサイズ

キャッシュされた最大ボリュームゲート
ウェイアップロードバッファ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

キャッシュ型ボリューム
ゲートウェイの最大アップ
ロードバッファサイズ

キャッシュされた最小ボリュームゲート
ウェイアップロードバッファ (GiB)

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

キャッシュ型ボリューム
ゲートウェイの最小アップ
ロードバッファサイズ

キャッシュされたボリュームサイズ (TiB) サポートされている
各リージョン: 32

いい
え

キャッシュボリュームの最
大サイズ

ゲートウェイあたりのキャッシュボリュー
ム

サポートされている
各リージョン: 32

いい
え

ゲートウェイあたりの
キャッシュボリュームの最
大数

最大ファイルゲートウェイキャッシュ (TiB) サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

ファイルゲートウェイの最
大キャッシュサイズ

最小ファイルゲートウェイキャッシュ 
(GiB)

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

ファイルゲートウェイの最
小キャッシュサイズ

S3 バケットあたりのファイル共有 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

Amazon S3 バケットごとの
ファイル共有の最大数。

ゲートウェイあたりのファイル共有 サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ゲートウェイごとのファイ
ル共有の最大数

ファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 5 TB

いい
え

個々のファイルの最大サイ
ズ (Amazon S3 の個々のオ
ブジェクトの最大サイズ)

仮想テープの最大サイズ (TiB) サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

仮想テープの最大サイズ

VTL の最大仮想テープ サポートされている
各リージョン: 1,500

いい
え

仮想テープライブラリ 
(VTL) の仮想テープの最大
数

仮想テープの最小サイズ (GiB) サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

仮想テープの最小サイズ

パスの長さ サポートされている
各リージョン: 1,024 
バイト

いい
え

パスの最大長

ゲートウェイあたりのキャッシュボリュー
ムのサイズ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

ゲートウェイのすべての
キャッシュボリュームの合
計サイズ

ゲートウェイあたりの保存ボリュームのサ
イズ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 512

いい
え

ゲートウェイのすべての保
存されたボリュームの合計
サイズ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

保存された最大ボリュームゲートウェイ
アップロードバッファ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

保管型ボリュームゲート
ウェイの最大アップロード
バッファサイズ

保存された最小ボリュームゲートウェイ
アップロードバッファ (GiB)

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

保管型ボリュームゲート
ウェイの最小アップロード
バッファサイズ

保存されたボリュームサイズ (TiB) サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

保存されたボリュームの最
大サイズ

ゲートウェイあたりの保存されたボリュー
ム

サポートされている
各リージョン: 32

いい
え

ゲートウェイあたりの保存
されたボリュームの最大数

最大テープゲートウェイキャッシュ (TiB) サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

テープゲートウェイの最大
キャッシュサイズ

最小テープゲートウェイキャッシュ (GiB) サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

テープゲートウェイの最小
キャッシュサイズ

最大テープゲートウェイアップロードバッ
ファ (TiB)

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

テープゲートウェイの最大
アップロードバッファサイ
ズ

最小テープゲートウェイアップロードバッ
ファ (GiB)

サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

テープゲートウェイの最小
アップロードバッファサイ
ズ

仮想テープライブラリ (PiB) のテープの合
計サイズ

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

仮想テープライブラリ 
(VTL) のすべてのテープの
合計サイズ

詳細については、「AWS Storage Gateway ユーザーガイド」の「Storage Gateway のクォータ」を参照し
てください。

AWS Support エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

AWS Support API オペレーション サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
AWS Support API オペレー
ションの最大数。

AWS Trusted Advisor API オペレーション サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

1 秒あたりに実行できる 
AWS Trusted Advisor API 
オペレーションの最大数。

作成できる AWS Support ケースの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

1 時間あたりに作成できる 
AWS Support ケースの最大
数。

詳細については、AWS Supportユーザーガイドを参照してください。

Slack エンドポイントの AWS Support アプリ

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 supportapp.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 supportapp.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 supportapp.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Systems Manager エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ssm.us-east-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ssm.us-east-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ssm.us-west-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ssm.us-west-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ssm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ssm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 ssm.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ssm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ssm.ca-central-1.amazonaws.com

ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ssm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ssm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ssm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ssm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ssm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 ssm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ssm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

ssm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ssm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

ssm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ssm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

ssm.* エンドポイントに加えて、マネージドインスタンスでは、以下のエンドポイントへの HTTPS 
(ポート 443) アウトバウンドトラフィックも許可する必要があります。詳細については、AWS Systems 
Manager ユーザーガイドの「リファレンス: ec2messages、ssmmessages と他の API コール」を参照し
てください。
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• ec2messages.*
• ssmmessages.*

AWS AppConfig エンドポイントおよびクォータの詳細については、「AWS AppConfig エンドポイントと
クォータ (p. 29)」を参照してください。

Service Quotas

機能 リソース デフォルト

Application Manager Application Manager のアプリケーション
の最大数

100

Application Manager でア
プリケーションを追加する
と、Systems Manager が自
動的にリソースグループを
作成し、そのアプリケーショ
ンのすべてのリソースが整理
されます。アプリケーション
の最大数は、AWS Resource 
Groups の基盤となるクォー
タに基づきます。

Application Manager アプリケーションに割り当てることがで
きる AWS リソースの最大数

AWS CloudFormation スタッ
クベースのアプリケーション
の場合: 200

AWS Resource Groups ベー
スのアプリケーションの場
合: 無制限

オートメーション オートメーションの同時実行 100

各 AWS アカウント は、100 
個のオートメーションを同
時に実行できます。これに
は、子オートメーション (別
のオートメーションによって
開始されるオートメーショ
ン) とレート制御のオート
メーションが含まれます。
この数を超えるオートメー
ションを実行しようとする
と、Systems Manager か
らキューに対して追加の
オートメーションが行わ
れ、Pending のステータス
が表示されます。

オートメーション 自動化キュー 1,000

同時オートメーションの制限
よりも多くのオートメーショ
ンを実行しようとすると、
後続のオートメーションが
キューに追加されます。各 
AWS アカウント は、1,000 
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機能 リソース デフォルト
個のオートメーションを
キューに登録できます。オー
トメーションが完了 (または
終了状態に到達) すると、
キューの最初のオートメー
ションが開始されます。

オートメーション レート制御のオートメーションの同時実
行

25

各 AWS アカウント は、25 
個のレート制御オートメー
ションを同時に実行できま
す。同時レート制御のオー
トメーション制限よりも多
くのレート制御のオートメー
ションを実行しようとする
と、Systems Manager は
後続のレート制御のオート
メーションをキューに追加
し、Pending のステータス
が表示されます。

オートメーション レート制御のオートメーションキュー 1,000

同時レート制御のオートメー
ション制限よりも多くのオー
トメーションを実行しよう
とすると、後続のオートメー
ションがキューに追加され
ます。各 AWS アカウント 
は、1,000 個のレート制御
オートメーションをキュー
に登録できます。オートメー
ションが完了 (または終了状
態に到達) すると、キューの
最初のオートメーションが開
始されます。

オートメーション ネストされたオートメーションのレベル
数

5

親レベルのオートメーション
ランブックは子レベルのオー
トメーションランブックを開
始できます。これは、1 レベ
ルのネストされたオートメー
ションを表します。子レベル
のオートメーションランブッ
クは別のオートメーションラ
ンブックを開始できます。こ
れで、2 レベルのネストされ
たオートメーションになりま
す。このように、最上位の親
オートメーションランブック
の下で 5 レベルまでのネス
トされたオートメーションが
可能です。
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機能 リソース デフォルト

オートメーション オートメーションの実行履歴がシステム
に保存される日数

30

オートメーション キューに入れることができる追加の自動
化の実行

1,000

オートメーション ユーザーのコンテキストで実行している
場合の自動化の実行の最大期間

12 時間

オートメーションの実行時
間が 12 時間を超えることが
予想される場合は、サービス
ロール (またはロールの継承) 
を使用してオートメーション
を実行する必要があります。

オートメーション executeScript アクションの実行時間 10 分

各 executeScript アク
ションは、最大 10 分実行で
きます。

オートメーション executeScript アクションの最大出力 100 KB まで

オートメーション invokeLambdaFunction アクションの
実行時間

5 分

各
invokeLambdaFunction
アクションの実行時間は最大 
5 分です。

オートメーション invokeLambdaFunction アクションの
最大出力

200 KB まで

オートメーション オートメーションランブックのアタッチ
メントの数

5

各ランブックのアタッチメン
ト数は最大 5 つです。

オートメーション オートメーションランブックのアタッチ
メントサイズ

256 MB

各添付ファイルは最大 256 
MB です。

コンプライアンス 任意の 1 つの AWS:ComplianceItem オ
ブジェクトの最大サイズ

800 KB

ディストリビューター ディストリビューターパッケージ内のア
タッチメントの最大数

20

ディストリビューター ディストリビューターパッケージのア
タッチメントごとの最大サイズ

1 GB

ディストリビューター ディストリビューターパッケージ内の
ファイルの最大数

1,000

ディストリビューター 各リージョンにおける AWS アカウント
あたりのディストリビューターパッケー
ジの最大数

500
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機能 リソース デフォルト

ディストリビューター ディストリビューターパッケージあたり
のパッケージバージョンの最大数

25

ディストリビューター ディストリビューターの最大パッケージ
サイズ

20 GB

ディストリビューター ディストリビューターの最大パッケージ
マニフェスト

64 KB

Explorer リソースデータの同期の最大数 (各リー
ジョンの AWS アカウントあたり)

5

Fleet Manager リモートデスクトップセッションの最大
制限

60 分

Fleet Manager リモートデスクトップセッションの最大
数 (各リージョンの AWS アカウントあた
り)

リモートデスクトップセッションの最大
数 (各リージョンの AWS アカウント あ
たり) 最大 25 件までの Service Quotas 引
き上げリクエストが自動的に承認されま
す。Service Quotas の引き上げは、有効
になるまでに最大 2 時間半かかることが
あります。

5

インベントリ リソースデータの同期の最大数 (各リー
ジョンの AWS アカウントあたり)

5

インベントリ 1 呼び出しあたりにインスタンスごとに
収集されるインベントリデータ

1 MB

この最大値は、ほとんどの
インベントリコレクションの
シナリオを適切にサポートし
ます。このクォータに達する
と、インスタンスの新しいイ
ンベントリデータは収集され
ません。以前に収集されたイ
ンベントリデータは有効期限
まで保存されます。

インベントリ 1 日あたりにインスタンスごとに収集さ
れるインベントリデータ

5,000 KB

このクォータに達すると、
インスタンスの新しいインベ
ントリデータは収集されませ
ん。以前に収集されたインベ
ントリデータは有効期限まで
保存されます。

インベントリ カスタムインベントリタイプ 20

最大 20 のカスタムインベン
トリタイプを追加できます。
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機能 リソース デフォルト

インベントリ カスタムインベントリタイプのサイズ 200 KB

これは、収集されたインベン
トリではなくタイプの最大サ
イズです。

インベントリ カスタムインベントリタイプの属性 50

これは、カスタムインベント
リタイプ内の属性の最大数で
す。

インベントリ インベントリデータの有効期限 30 日間

インベントリデータを収集す
るように設定されたインスタ
ンスを終了すると、Systems 
Manager はインベントリ
データを 30 日間保持し、そ
の後削除します。実行中の
インスタンスの場合、30 日
を経過したインベントリデー
タは削除されます。インベ
ントリデータを 30 日を超え
て保存する必要がある場合
は、AWS Config を使用して
履歴を記録したり、データ
を定期的に照会して Amazon 
S3 バケットにアップロード
したりできます。詳細につい
ては、AWS Config デベロッ
パーガイドの「Amazon EC2 
マネージドインスタンスイン
ベントリの記録」を参照して
ください。

メンテナンスウィンドウ あたりのメンテナンスウィンドウAWS ア
カウント

50

メンテナンスウィンドウ メンテナンスウィンドウごとのタスク数 20

メンテナンスウィンドウ メンテナンスウィンドウごとのターゲッ
ト数

100

メンテナンスウィンドウ ターゲットごとのインスタンス ID 50

メンテナンスウィンドウ タスクごとのターゲット 10

メンテナンスウィンドウ 1 つのメンテナンスウィンドウの同時実
行数

1

メンテナンスウィンドウ 複数のメンテナンスウィンドウの同時実
行数

5

メンテナンスウィンドウ 実行履歴の保持 30 日間
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機能 リソース デフォルト

マネージドインスタンス - ハ
イブリッド環境

ハイブリッド環境内の登録されたオンプ
レミスサーバーおよび仮想マシン (VM) 
の合計数

スタンダードインスタンス: 
1,000 (1 アカウント、1 リー
ジョンあたり)

アドバンストインスタンス: 
アドバンストインスタンス
は、従量課金制で使用でき
ます。また、アドバンスト
インスタンスでは、AWS 
Systems Manager セッショ
ンマネージャーを使用して
ハイブリッドマシンに接続
することもできます。ハイブ
リッド環境で使用するための
オンプレミスインスタンスの
アクティブ化に関する詳細に
ついては、「AWS Systems 
Manager ユーザーガイド」
の「マネージドインスタンス
のアクティベーションを作成
する」を参照してください。
アドバンストインスタンスの
有効化の詳細については、ア
ドバンストインスタンス階層
を使用するを参照してくださ
い。

OpsCenter 各リージョンで AWS アカウント アカウ
ントごとに許可される OpsItems の合計
数 (オープンおよび解決済みの OpsItems 
を含む)

500,000

OpsCenter 1 月ごとの OpsItems の AWS アカウント 
あたりの最大数

10,000

OpsCenter 運用データ値の最大サイズ 20 KB

OpsCenter OpsItem あたりの関連付けられている
オートメーションランブックの最大数

10

OpsCenter 関連付けられた単一のランブックの運用
データに格納されているオートメーショ
ンランブック実行の最大数

10

OpsCenter OpsItem ごとに指定できる関連リソース
の最大数

100

OpsCenter OpsItem ごとに指定できる関連 OpsItem 
の最大数

10

OpsCenter 重複排除文字列の最大長 64 文字

OpsCenter ステータスに関係なく OpsiteM がシステ
ムによって自動的にアーカイブされるま
での期間

36 か月間
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機能 リソース デフォルト

パラメータストア 許可されるパラメータの合計数

(AWS アカウント および地域あたり)

標準パラメータ: 10,000

アドバンストパラメータ: 
100,000

詳細パラメータの詳細につ
いては、「AWS Systems 
Manager ユーザーガイド」
の「Systems Manager のア
ドバンスドパラメータについ
て」を参照してください。

パラメータストア パラメータ値の最大サイズ 標準パラメータ: 4 KB

アドバンストパラメータ: 8 
KB

パラメータストア アドバンストパラメータあたりのパラ
メータポリシーの最大数

10

パラメータストア 最大スループット (1 秒あたりのトランザ
クション数)

デフォルトのスルー
プット: 40 (次の API 
アクションで共有:
GetParameter、GetParameters、GetParametersByPath)

高スループット: 100 
(GetParametersByPath)

高スループット: 3000 (次
の API アクションで共有:
GetParameter および
GetParameters)

パラメータストアのス
ループットの詳細につい
ては、「AWS Systems 
Manager ユーザーガイド」
の「Parameter Store のス
ループットを引き上げる」を
参照してください。

パラメータストア パラメータの最大履歴数 過去 100 個の値

Patch Manager あたりのパッチベースラインAWS アカウ
ント

50

Patch Manager パッチベースラインごとのパッチグルー
プ

25

Patch Manager オペレーション履歴の保持 最新 150 のオペレーション
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機能 リソース デフォルト

Run Command 実行履歴の保持 30 日間

各コマンドの履歴は、最
大 30 日利用可能です。さ
らに、すべてのログファ
イルのコピーを Amazon 
Simple Storage Service に
保存するか、すべての API 
呼び出しの監査証跡を AWS 
CloudTrail に維持することが
できます。

セッションマネージャー セッション終了前のアイドル時間 デフォルト: 20 分

1 ～ 60 分に設定できます。

セッションマネージャー 実行履歴の保持 30 日間

各コマンドの履歴は、最
大 30 日利用可能です。さ
らに、すべてのログファ
イルのコピーを Amazon 
Simple Storage Service に
保存するか、すべての API 
呼び出しの監査証跡を AWS 
CloudTrail に維持することが
できます。

SSM ドキュメント ドキュメントサイズ 64 KB

1 つの SSM ドキュメントの
最大サイズは 64 KB です。

SSM ドキュメント 合計ドキュメント 500

AWS アカウントごとに各
リージョンで最大 500 件の
ドキュメントを作成できま
す。

SSM ドキュメント ドキュメントのバージョン 1,000

単一の SSM ドキュメントの
バージョンの最大数は 1,000 
です。

SSM ドキュメント 非公開で共有された Systems Manager の
ドキュメント

1,000

1 つの SSM ドキュメント
は、最大 1000 個の AWS ア
カウント と共有できます。

SSM ドキュメント 公開で共有された Systems Manager のド
キュメント

5

各 AWS アカウントは、最大 
5 つのドキュメントを公開で
きます。
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機能 リソース デフォルト

SSM ドキュメント ドキュメントタイプごとのお気に入りの
最大数

20

ステートマネージャー 各リージョンの AWS アカウント ごとの
関連付け

2,000

各 AWS アカウント は、
リージョンあたり最大 2,000 
件の関連付けを保持できま
す。

ステートマネージャー 関連付けのバージョン 1,000

最大 1,000 バージョンのス
テートマネージャーの関連付
けを保持できます。

SAP エンドポイントの AWS Systems Manager と
クォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

AWS アカウント のリー
ジョン内の SAP アプリ
ケーション

10 [Yes (はい)] AWS アカウント で
リージョンごとに AWS 
Systems Manager for 
SAP で登録できる SAP 
アプリケーションの最
大数。

SAP アプリケーション
あたりのコンポーネン
ト

5 はい AWS Systems Manager 
for SAP に登録した 
SAP アプリケーション
ごとに登録できる ssm-
sap コンポーネントの
最大数。

コンポーネントあたり
のデータセット

20 はい ssm-sap コンポーネ
ントごとに登録できる
ssm-sap データベース
の最大数。

Amazon Textract エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 textract.us-east-2.amazonaws.com

textract-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 textract.us-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 textract.us-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 textract.us-west-2.amazonaws.com

textract-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 textract.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

textract.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

textract.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

textract.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

textract.ca-central-1.amazonaws.com

textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

textract.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 textract.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 textract.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 textract.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

textract.us-gov-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

textract.us-gov-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

リソース リージョン

同期オペ
レーション

API 米国東部 
(バージニ
ア北部)

米国西部 
(オレゴン)

米国東部 
(オハイオ)

欧州 (アイ
ルランド)

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

その他の
リージョン

AnalyzeDocument10 10 10 5 5 1

DetectDocumentText25 25 10 5 5 1

AnalyzeExpense5 5 1 1 1 1

同期オペ
レーション
におけるア
カウントご
とに 1 秒
あたりの
トランザク
ション

AnalyzeID 5 5 1 1 1 1

非同期オペ
レーション

API 米国東部 
(バージニ
ア北部)

米国西部 
(オレゴン)

米国東部 
(オハイオ)

欧州 (アイ
ルランド)

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

その他の
リージョン

StartDocumentAnalysis10 10 10 5 5 2

StartDocumentTextDetection15 15 5 5 5 1

StartExpenseAnalysis5 5 1 1 1 1

すべての 
start (非同
期) オペ
レーション
におけるア
カウントご
との 1 秒
あたりの
トランザク
ション

StartLendingAnalysis5 5 1 1 1 1

GetDocumentAnalysis10 10 10 5 5 5

GetDocumentTextDetection25 25 10 5 5 5

GetExpenseAnalysis5 5 5 5 5 5

GetLendingAnalysis25 25 5 5 5 5

すべての 
get (非同
期) オペ
レーション
におけるア
カウントご
との 1 秒
あたりの
トランザク
ション

GetLendingAnalysisSummary5 5 1 1 1 1

同時に存
在できるア
カウントご
との非同期
ジョブの最
大数

AnalyzeLending 
を除くすべ
て

600 600 100 100 100 100

同時に存在
できる非同
期 Analyze 
Lending 
ジョブの最
大数

  100 100 50 50 50 50
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詳細については、Amazon Textract デベロッパーガイドの Amazon Textract のクォータを参照してくださ
い。

Amazon Timestream エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
次のエンドポイントを使用して、書き込み API のエンドポイントを取得します。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

クエリ API のエンドポイントを取得するには、次のエンドポイントを使用します。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 query.timestream.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 query.timestream.us-east-1.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 query.timestream.us-west-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

詳細については、Amazon Timestream デベロッパーガイドの API の使用を参照してください。

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クエリ結果のデータサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

クエリ結果の最大データサ
イズ。

データベース名の長さ サポートされている
各リージョン: 256 
バイト

いい
え

データベース名の最大バイ
ト数。

アカウントあたりのデータベース サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

AWS アカウントごとに作成
できるデータベースの最大
数。

シリーズあたりのディメンション名とディ
メンション値のペアのサイズ

サポートされている
各リージョン: 2 KB

いい
え

シリーズあたりのディメン
ション名とディメンション
値の最大サイズ。

ディメンション名の長さ サポートされている
各リージョン: 60 バ
イト

いい
え

ディメンション名の最大バ
イト数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

テーブルあたりのディメンション サポートされている
各リージョン: 128

いい
え

テーブルあたりのディメン
ションの最大数。

クエリの実行期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

クエリの最大実行期間 (時間
単位)。時間がかかるクエリ
はタイムアウトします。

将来の取り込み期間 (分) サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

現在のシステム時間と
比較した時系列データの
最大リードタイム (分単
位)。例えば、将来の取り
込み期間が 30 分である場
合、Timestream は現在のシ
ステム時刻より最大 30 分前
のデータを受け入れます。

データベースあたりのアクティブなマグネ
ティックストアパーティションの最大数

サポートされている
各リージョン: 250

いい
え

データベースあたりのアク
ティブなマグネティックス
トアパーティションの最大
数。パーティションは、取
り込みを受け取ってから最
大 6 時間アクティブなまま
になることがあります。

マグネティックストアの最大保持期間 (日) サポートされてい
る各リージョン: 
73,000

いい
え

マグネティックストアに
データを保持できる最大期
間 (日数)。

メモリストアの最大保持期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 8,766

いい
え

テーブルごとにデータをメ
モリストアに保持できる最
大期間 (時間単位)。

メジャー名の長さ サポートされている
各リージョン: 256 
バイト

いい
え

メジャー名の最大バイト
数。

複数メジャーレコードあたりのメジャー値
サイズ

サポートされている
各リージョン: 2,048 
バイト

いい
え

複数メジャーレコードあた
りのメジャー値の最大サイ
ズ。

複数メジャーレコードあたりのメジャー サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

複数メジャーレコードあた
りのメジャーの最大数。

テーブルあたりのメジャー サポートされている
各リージョン: 8,192

いい
え

テーブルあたりのメジャー
の最大数。

クエリ結果のメタデータのサイズ サポートされている
各リージョン: 100 
KB

いい
え

クエリ結果の最大メタデー
タサイズ。

マグネティックストアの最小保持期間 (日) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

テーブルごとにデータをマ
グネティックストアに保持
する必要がある最小期間 (日
数)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

メモリストアの最小保持期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

テーブルごとにデータをメ
モリストアに保持する必
要がある最小期間 (時間単
位)。

QueryString の長さ (KiB) サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

UTF-8 でエンコードされた
クエリ文字列の最大長 (KiB 
単位)。

WriteRecords API リクエストあたりのレ
コード

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

WriteRecords API リクエス
トのレコードの最大数。

アカウントごとのスケジュールされたクエ
リ

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

AWS アカウントごとに作成
できるスケジュールされた
クエリの最大数。

テーブル名の長さ サポートされている
各リージョン: 256 
バイト

いい
え

テーブル名の最大バイト
数。

アカウントあたりのテーブル数 サポートされてい
る各リージョン: 
50,000

いい
え

AWS アカウントごとに作成
できるテーブルの最大数。

CRUD API のスロットリングレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

現在のリージョンで、アカ
ウントごとに 1 秒あたりに
許可されるデータベース/
テーブル API の作成/更新/
リスト/説明/削除リクエスト
の最大数。

テーブルごとの複数メジャーレコードにわ
たる一意のメジャー

サポートされている
各リージョン: 1,024

いい
え

1 つのテーブルに定義
されているすべての複
数メジャーレコードの
一意のメジャー。1 つの
複数メジャーレコード
は、MaximumMeasureAttributesPerRecord 
の一意のメジャーを持つ
ことができます。また、
テーブルは、複数メジャー
レコード間で定義された 
MaximumMeasureAttributesPerTable 
の一意のメジャーを持つこ
とができます。

詳細については、Amazon Timestream デベロッパーガイドのクォータをご覧ください。

Amazon Transcribe エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
サポートされるサービスエンドポイントは、バッチトランスクリプションとストリーミングトランス
クリプションで異なります。さらに、エンドポイントは、Amazon Transcribe、Amazon Transcribe 
Medical、Amazon Transcribe Call Analytics の間で異なります。詳細については、次の表を参照してくだ
さい。

次の表は、Amazon Transcribe 用にサポートされるバッチエンドポイントを示しています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 transcribe.us-east-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 transcribe.us-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 transcribe.us-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 transcribe.us-west-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 transcribe.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 transcribe.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 transcribe.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

transcribe.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 transcribe.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 transcribe.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 transcribe.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 transcribe.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

transcribe.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 transcribe.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

次の表は、Amazon Transcribe 用にサポートされるストリーミングエンドポイントを示しています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

HTTPS
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Amazon Transcribe

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

transcribestreaming-fips.us-
west-2.amazonaws.com

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

transcribestreaming.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

transcribestreaming.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

transcribestreaming.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

transcribestreaming.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

transcribestreaming.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

次の表は、Amazon Transcribe Medical および Amazon Transcribe Call Analytics 用にサポートされる 
AWS リージョン を示しています。'post-call' はバッチトランスクリプションを指し、'real-time' はスト
リーミングトランスクリプションを指すことに注意してください。

これらのリージョンのエンドポイントを取得するには、前述の Amazon Transcribe エンドポイントの表を
参照してください。

Amazon Transcribe Medical

[Region] (リージョン) トランスクリプションタイプ

ap-east-1 (香港) バッチ

ap-northeast-1 (東京) バッチ、ストリーミング

ap-northeast-2 (ソウル) バッチ、ストリーミング
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[Region] (リージョン) トランスクリプションタイプ

ap-south-1 (ムンバイ) バッチ

ap-southeast-1 (シンガポール) バッチ

ap-southeast-2 (シドニー) バッチ、ストリーミング

ca-central-1 (カナダ、中部) バッチ、ストリーミング

eu-central-1 (フランクフルト) バッチ、ストリーミング

eu-west-1 (アイルランド) バッチ、ストリーミング

eu-west-2 (ロンドン) バッチ、ストリーミング

eu-west-3 (パリ) バッチ

me-south-1 (バーレーン) バッチ

sa-east-1 (サンパウロ) バッチ、ストリーミング

us-east-1 (バージニア北部) バッチ、ストリーミング

us-east-2 (オハイオ) バッチ、ストリーミング

us-gov-east-1 (GovCloud、米国東部) バッチ

us-gov-west-1 (GovCloud、米国西部) バッチ

us-west-1 (サンフランシスコ) バッチ

us-west-2 (オレゴン) バッチ、ストリーミング

Amazon Transcribe Call Analytics

[Region] (リージョン) トランスクリプションタイプ

ap-northeast-1 (東京) post-call, real-time

ap-northeast-2 (ソウル) post-call, real-time

ap-south-1 (ムンバイ) post-call

ap-southeast-1 (シンガポール) post-call

ap-southeast-2 (シドニー) post-call, real-time

ca-central-1 (カナダ、中部) post-call, real-time

eu-central-1 (フランクフルト) post-call, real-time

eu-west-2 (ロンドン) post-call, real-time

us-east-1 (バージニア北部) post-call, real-time

us-west-2 (オレゴン) post-call, real-time
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Amazon Transcribe

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブキューの帯域幅比率 サポートされている
各リージョン: 0.9

はい 現在のリージョンのこのア
カウントでキューに入れる
ことができるジョブの比率

オーディオファイルの最大長 サポートされてい
る各リージョン: 
14,400 秒

いい
え

秒単位でのオーディオファ
イルの最大長。

オーディオファイルの最大文字数 (Medical) サポートされてい
る各リージョン: 
14,400 秒

いい
え

秒単位でのオーディオ
ファイルの最大文字数 
(Medical)。

コール分析バッチジョブのオーディオファ
イルの最大長

サポートされてい
る各リージョン: 
14,400 秒

いい
え

コール分析バッチジョブの
オーディオファイルの最大
長 (秒単位)。

オーディオファイルの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 2 GB

いい
え

オーディオファイルの最大
サイズ (GB 単位)。

オーディオファイルの最大サイズ (Medical) サポートされている
各リージョン: 2 GB

いい
え

医療文字起こしのオーディ
オファイルの最大サイズ 
(GB 単位)。

コール分析バッチジョブのオーディオファ
イルの最大サイズ

サポートされている
各リージョン: 500 
MB

いい
え

コール分析バッチジョブの
オーディオファイルの最大
サイズ (MB 単位)。

カスタム語彙の語句の最大長 サポートされている
各リージョン: 256

いい
え

カスタム語彙の語句の最大
文字数。

コール分析バッチジョブのカテゴリの最大
数

サポートされている
各リージョン: 200

はい コール分析バッチジョブの
アカウントあたりのカテゴ
リの最大数。

コール分析バッチジョブのカテゴリあたり
のルールの最大数

サポートされている
各リージョン: 20

はい コール分析バッチジョブの
カテゴリあたりのルールの
最大数。

コール分析バッチジョブのカテゴリごとに
許可されるターゲットの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい コール分析バッチジョブの
カテゴリごとに許可される
ターゲットの最大数。

語彙フィルターの最大数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントの語彙フィルター
の最大数。

カスタム語彙の最大サイズ サポートされている
各リージョン: 50 KB

いい
え

カスタム語彙の最大サイズ 
(KB 単位)。

語彙フィルターの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 50 KB

いい
え

語彙フィルターの最大サイ
ズ (KB 単位)。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

オーディオファイルの最小時間 サポートされている
各リージョン: 500 
ミリ秒

いい
え

オーディオファイルの最小
時間 (ms 単位)。

オーディオファイルの最小時間 (Medical) サポートされている
各リージョン: 500 
ミリ秒

いい
え

医療文字起こしのオーディ
オファイルの最小時間 (ミリ
秒 (ms) 単位)。

コール分析バッチジョブのオーディオファ
イルの最小時間

サポートされている
各リージョン: 500 
ミリ秒

いい
え

コール分析バッチジョブの
オーディオファイルの最小
時間 (ミリ秒 (ms) 単位)。

StartMedicalStreamTranscription 
Websocket リクエストの数

サポートされている
各リージョン: 25

はい StartMedicalStreamTranscription 
Websocket リクエストの最
大数。

StartStreamTranscription ウェブソケット要
求の数

サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
StartStreamTranscription 
Websocket リクエストの最
大数。

チャネル識別のチャネル数 サポートされている
各リージョン: 2

はい チャネル識別のトランスク
リプションジョブのために
オーディオファイルに含め
ることのできるチャネルの
最大数。

チャネル識別のチャネル数 (Medical) サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

チャネル識別のチャネルの
最大数 (Medical)。

コール分析バッチジョブのチャネル識別の
チャネル数

サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

コール分析バッチジョブの
チャネル識別のチャネルの
最大数。

同時コール分析バッチジョブの数 サポートされている
各リージョン: 100

はい 同時コール分析バッチジョ
ブの最大数。

トランスクリプションストリーミングの同
時実行 HTTP/2 ストリーミングの数。

サポートされている
各リージョン: 25

はい このアカウントの現在の
リージョンにおける同時
ストリームトランスクリプ
ションジョブの最大数。

同時バッチトランスクリプションジョブの
数

サポートされている
各リージョン: 250

はい このアカウントの現在の
リージョンにおける同時ト
ランスクリプションジョブ
の最大数。

同時の医療バッチ文字起こしジョブの数 サポートされている
各リージョン: 250

はい 同時の医療バッチ文字起こ
しジョブの最大数。

カスタム言語モデルの同時トレーニング数 サポートされている
各リージョン: 3

はい このアカウントの現在の
リージョンで一度にトレー
ニングできるカスタム言語
モデルの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Transcribe

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ジョブレコードが保持される日数 サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

ジョブレコードが保持され
る日数。

ジョブレコードが保持される日数 (Medical) サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

ジョブレコードが保持され
る最大日数 (Medical)。

コール分析バッチジョブのためにジョブレ
コードが保持される日数

サポートされている
各リージョン: 90

いい
え

コール分析バッチジョブの
ためにジョブレコードが保
持される日数。

保留中の医学分野の語彙数 サポートされている
各リージョン: 10

はい 保留中の医学分野の最大語
彙数。

保留中の語彙数 サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンで一度に保留状
態にできる最大語彙数。

StartCallAnalyticsStreamTranscription 
HTTP/2 ストリーミングリクエストの同時
実行数。

サポートされている
各リージョン: 25

はい このアカウントで現在
のリージョンにおいて実
行できる 1 秒あたりの 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
リクエストの最大数。

アカウントごとのカスタム言語モデルの合
計数

サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンにおけるカスタ
ム言語モデルの最大数。

アカウントあたりの合計医療語彙数 サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりの最大合
計医療語彙数。

アカウントあたりの合計語彙数 サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できる合
計語彙数。

トランザクション/
秒、CreateCallAnalyticsCategory オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 10

はい CreateCallAnalyticsCategory 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/秒、CreateVocabulary 
オペレーション

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
CreateVocabulary リクエス
トの最大数。

トランザクション/
秒、DeleteCallAnalyticsCategory オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 5

はい DeleteCallAnalyticsCategory 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、DeleteCallAnalyticsJob オペレーショ
ン

サポートされている
各リージョン: 5

はい DeleteCallAnalyticsJob オペ
レーションの 1 秒あたりの
最大トランザクション数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Transcribe

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トランザクション/
秒、DeleteMedicalTranscriptionJob オペ
レーション

サポートされている
各リージョン: 5

はい トランザクション/
秒、DeleteMedicalTranscriptionJob 
オペレーション

トランザクション/
秒、DeleteMedicalVocabulary オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 5

はい DeleteMedicalVocabulary 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、DeleteTranscriptionJob オペレーショ
ン

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
DeleteTranscriptionJob リク
エストの最大数。

トランザクション/秒、DeleteVocabulary オ
ペレーション

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
DeleteVocabulary リクエス
トの最大数。

トランザクション/
秒、GetCallAnalyticsCategory オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 20

はい GetCallAnalyticsCategory 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/秒、GetCallAnalyticsJob 
オペレーション

サポートされている
各リージョン: 20

はい GetCallAnalyticsJob オペ
レーションの 1 秒あたりの
最大トランザクション数。

トランザクション/
秒、GetMedicalTranscriptionJob オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 30

はい GetMedicalTranscriptionJob 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、GetMedicalVocabulary オペレーション

サポートされている
各リージョン: 20

はい GetMedicalVocabulary オペ
レーションの 1 秒あたりの
最大トランザクション数。

トランザクション/秒、GetTranscriptionJob 
オペレーション

サポートされている
各リージョン: 30

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
GetTranscriptionJob リクエ
ストの最大数。

トランザクション/秒、GetVocabulary オペ
レーション

サポートされている
各リージョン: 20

はい 現在のリージョンのこのア
カウントから実行できる 1 
秒あたりの GetVocabulary 
リクエストの最大数。

トランザクション/
秒、ListCallAnalyticsCategories オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 5

はい ListCallAnalyticsCategories 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Transcribe

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トランザクション/
秒、ListCallAnalyticsJobs オペレーション

サポートされている
各リージョン: 5

はい ListCallAnalyticsJobs オペ
レーションの 1 秒あたりの
最大トランザクション数。

トランザクション/
秒、ListMedicalTranscriptionJobs オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 5

はい ListMedicalTranscriptionJobs 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、ListMedicalVocabularies オペレーショ
ン

サポートされている
各リージョン: 5

はい ListMedicalVocabularies オ
ペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、ListTranscriptionJobs オペレーション

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
ListTranscriptionJobs リク
エストの最大数。

トランザクション/秒、ListVocabularies オ
ペレーション

サポートされている
各リージョン: 5

はい 現在のリージョンのこのア
カウントから実行できる 1 
秒あたりの ListVocabularies 
リクエストの最大数。

トランザクション/
秒、StartCallAnalyticsJob オペレーション

サポートされている
各リージョン: 10

はい StartCallAnalyticsJob オペ
レーションの 1 秒あたりの
最大トランザクション数。

StartCallAnalyticsStreamTranscription 
Websocket オペレーションのトランザク
ション/秒 (TPS)

サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンのこのア
カウントから許可された 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
WebSocket リクエストの最
大数。

1 秒あたりのトランザクショ
ン、StartCallAnalyticsStreamTranscription 
オペレーション

サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
リクエストの最大数。

トランザクション/
秒、StartMedicalStreamTranscription オペ
レーション

サポートされている
各リージョン: 25

はい StartMedicalStreamTranscription 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、StartMedicalTranscriptionJob オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 25

はい StartMedicalTranscriptionJob 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、StartStreamTranscription オペレーショ
ン

サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
StartStreamTranscription リ
クエストの最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Transfer Family

名前 デフォルト 調整
可能

説明

トランザクション/
秒、StartTranscriptionJob オペレーション

サポートされている
各リージョン: 25

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
StartTranscriptionJob リク
エストの最大数。

トランザクション/
秒、UpdateCallAnalyticsCategory オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 10

はい UpdateCallAnalyticsCategory 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/
秒、UpdateMedicalVocabulary オペレー
ション

サポートされている
各リージョン: 10

はい UpdateMedicalVocabulary 
オペレーションの 1 秒あた
りの最大トランザクション
数。

トランザクション/秒、UpdateVocabulary 
オペレーション

サポートされている
各リージョン: 10

はい 現在のリージョンのこ
のアカウントから実行
できる 1 秒あたりの 
UpdateVocabulary リクエス
トの最大数。

AWS Management Console で現在のクォータを確認できます。

AWS Transfer Family エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 transfer.us-east-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 transfer.us-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 transfer.us-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 transfer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Transfer Family

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 transfer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 transfer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 transfer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

transfer.ca-central-1.amazonaws.com

transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

transfer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 transfer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 transfer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 transfer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
1087



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Transfer Family

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (パリ) eu-west-3 transfer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 transfer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

transfer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

transfer.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 transfer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

サーバーあたりの契約 サポートされている
各リージョン: 100

はい サーバーあたりの契約の最
大数

アカウントあたりの証明書数 サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントあたりの証明書
の最大数

プロファイルあたりの証明書 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

プロファイルあたりの証明
書の最大数

コネクタごとの同時 AS2 メッセージ数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

コネクタで処理できる同時 
AS2 メッセージの最大数

サーバーごとの同時 AS2 メッセージ数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

サーバーで処理できる同時 
AS2 メッセージの最大数

サーバーあたりの同時実行セッション サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

サーバーあたりの同時実行
セッションの最大数。

アカウントあたりのコネクタ数 サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントあたりのコネク
タの最大数

ファイルサイズ サポートされている
各リージョン: 5 TB

いい
え

個々のファイルの最大サイ
ズ (Amazon S3 の個々のオ
ブジェクトの最大サイズ)
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/transfer/quotas/L-C08739CA
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Transfer Family

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アイドル接続のタイムアウト サポートされている
各リージョン: 1,800 
秒

いい
え

SFTP/FTP(S) 接続のアイド
ル状態のタイムアウト。期
間が経過してもアクティビ
ティがない場合、クライア
ントは切断される可能性が
あります。

インバウンド AS2 メッセージの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

はい インバウンド AS2 メッセー
ジの最大サイズ (MB)

アクセスする AD グループの最大数 サポートされている
各リージョン: 100

はい サーバーあたりのアクセス
へのマッピングが許可され
ている Active Directory グ
ループの数

ワークフローごとの新しい実行の最大数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ワークフローごとに一度に
許可される新しい実行の最
大数。

アウトバウンド AS2 メッセージの最大サイ
ズ

サポートされてい
る各リージョン: 50 
MB

はい アウトバウンド AS2 メッ
セージの最大サイズ (MB)

ワークフローごとの 1 秒あたりの新しい実
行のリフィルレート

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ワークフローごとの 1 秒あ
たりの新しい実行のリフィ
ルレート

サーバーあたりのサービス管理ユーザーの
数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい サーバーあたりのサービス
管理ユーザーの最大数

ユーザーあたりの認証リクエスト数/秒 サポートされている
各リージョン: 2

いい
え

ID プロバイダのタイプが 
AWS Directory Service の場
合、ディレクトリごとに 1 
ユーザーあたり 1 秒ごとに 
2 つの認証という制限があ
ります

StartFileTransfer リクエストあたりのファ
イル数

サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

StartFileTransfer リクエス
トあたりの最大ファイル数

アカウントあたりのプロファイル サポートされている
各リージョン: 1,000

はい アカウントあたりのプロ
ファイルの最大数

サーバーあたりの AS2 メッセージレート サポートされている
各リージョン: 25/秒

いい
え

サーバーが 1 秒間に受信で
きる AS2 メッセージの最大
数

コネクタあたりの StartFileTransfer リクエ
ストレート

サポートされている
各リージョン: 3/秒

はい コネクタごとの 1 秒あたり
の StartFileTransfer リクエ
ストの最大数

サービス管理ユーザーあたりの SSH キー サポートされている
各リージョン: 50

はい サービス管理ユーザーあた
りの SSH キーの最大数
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/transfer/quotas/L-1B36ED13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/transfer/quotas/L-843894CE
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Translate

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アカウントあたりのサーバー サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントあたりのサー
バーの最大数

アカウントごとの VPC_ENDPOINT サー
バー数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

アカウントあたりの 
VPC_ENDPOINT サーバー
の最大数

アカウントあたりのワークフロー サポートされている
各リージョン: 10

はい アカウントあたりのワーク
フローの最大数

Amazon Translate エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 translate.us-east-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 translate.us-east-1.amazonaws.com

translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 translate.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 translate.us-west-2.amazonaws.com

translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 translate.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 translate.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

translate.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon Translate

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

translate.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

translate.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

translate.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

translate.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

translate.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 translate.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 translate.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 translate.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 translate.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

translate.us-gov-west-1.amazonaws.com

translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

同時実行バッチ翻訳ジョブ サポートされている
各リージョン: 10

はい このアカウントの現在の
リージョンでの同時バッチ
翻訳ジョブの最大数。

カスタム用語ファイル サポートされている
各リージョン: 100

はい このアカウントで現在の
リージョンに保存できるカ
スタム用語ファイルの最大
数。

並列データリソース サポートされている
各リージョン: 1,000

はい このアカウントの現在の
リージョンでの並列データ
リソースの最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/translate/quotas/L-10DB0BCF
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
ユーザー通知

詳細については、Amazon Translate デベロッパーガイドのガイドラインとクォータを参照してください。

AWS ユーザー通知のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスクォータは以下のとおりです。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS 
アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービス
クォータ (p. 8)」を参照してください。

Note

現在、このサービスではサービスエンドポイントを使用できません。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整可能 説明

AWS アカウ
ント の通知
設定の合計

50 個の通知設定。 いいえ AWS アカウント で作成で
きる通知設定の最大数。

1 つのサービ
スの通知設
定

AWS アカウント の特定の
サービスで 20 個の通知設
定。

いいえ AWS アカウント の特定の
サービスのために作成でき
る通知設定の最大数。

サービスお
よびイベン
トタイプあ
たりの通知
設定

AWS アカウント の各サー
ビスおよびイベントタイプ
で 10 個の通知設定。

いいえ 特定の AWS アカウント の
ために作成できるサービス
およびイベントタイプ別の
通知設定の最大数。

特定の通知
設定のイベ
ントルール

10 個のイベントルール いいえ AWS アカウント の各通知
設定のために作成できるイ
ベントルールの最大数。

特定の通知
設定のチャ
ネル

各通知設定で 50 個のチャネ
ル (E メール、モバイルデバ
イス、またはチャットチャ
ネル)。

いいえ AWS アカウント で作成で
きる各通知設定のチャネル
の最大数。

E メールの
連絡先

各 AWS アカウント で 500 
件の E メール連絡先。

いいえ 各 AWS アカウント のため
に追加できる E メールの連
絡先の最大数。

通知ハブ 各 AWS アカウント で 3 個
のハブ。

いいえ 各 AWS アカウント に追加
できる通知ハブの最大数。

特定の AWS 
アカウン
ト のソース
イベントの
レート

1/秒。 いいえ 各 AWS アカウント で受信
できる 1 秒あたりのソース
イベントの最大数。
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Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントとクォー
タ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント
Amazon VPC リソース (仮想プライベートクラウド、サブネット、ゲートウェイなど) を管理する API 
アクションは、Amazon EC2 API の一部です。詳細については、「Amazon EC2 API リファレンス」の
「Amazon VPC アクション」を参照してください。

Amazon EC2 のサービスエンドポイントについては、「the section called “Amazon EC2” (p. 327)」を参
照してください。

Service Quotas

名前 デフォルト 調整
可能

説明

VPC 当たりのアクティブな VPC ピアリン
グ接続

サポートされている
各リージョン: 50

はい VPC あたりのアクティブな 
VPC ピアリング接続の最大
数。このクォータは、最大 
125 まで増やすことができ
ます。

VPC エンドポイントポリシーあたりの文字 サポートされてい
る各リージョン: 
20,480

いい
え

空白を含む VPC エンドポ
イントポリシーの最大文字
数。

リージョンあたりの Egress-only インター
ネットゲートウェイの数

サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたりの 
Egress-Only (送信専用) イ
ンターネットゲートウェ
イの最大数。このクォータ
は、リージョンあたりの 
VPC の最大数に直接関係し
ています。このクォータを
引き上げるには、リージョ
ンごとの VPC の数を引き上
げます。

NAT ゲートウェイあたりの Elastic IP アド
レスのクォータ

サポートされている
各リージョン: 2

はい 接続タイプがパブリックで
ある 1 つの NAT ゲートウェ
イに関連付けることができ
る Elastic IP アドレスの最
大数。

リージョンあたりのゲートウェイ VPC エ
ンドポイントの数

サポートされている
各リージョン: 20

はい リージョンあたりのゲート
ウェイ VPC エンドポイント
の最大数。最大は、VPC あ
たり 255 ゲートウェイエン
ドポイントです。
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/OperationList-query-vpc.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-7E9ECCDB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-45FE3B85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-5F53652F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-1B52E74A
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

VPC 当たりの IPv4 CIDR ブロック サポートされている
各リージョン: 5

はい VPC あたりの IPv4 CIDR ブ
ロックの最大数。プライマ
リ CIDR ブロックとすべて
のセカンダリ CIDR ブロッ
クは、このクォータに対し
てカウントされます。この
クォータは、最大 50 まで増
やすことができます。

VPC 当たりの IPv6 CIDR ブロック サポートされている
各リージョン: 5

はい VPC あたりの IPv6 CIDR ブ
ロックの最大数。

セキュリティグループ当たりのインバウン
ドルールまたはアウトバウンドルールの数

サポートされている
各リージョン: 60

はい VPC セキュリティグルー
プあたりのインバウンド
ルールまたはアウトバウ
ンドルールの最大数 (合計 
120 ルール)。このクォー
タは、IPv4 ルールと IPv6 
ルールに対して個別に適用
されます。セキュリティグ
ループまたはプレフィック
スリスト ID を参照するルー
ルは、IPv4 用に 1 つ、IPv6 
用に 1 つとしてカウント
されます。このクォータに
ネットワークインターフェ
イスあたりのセキュリティ
グループを乗算した値が 
1000 を超えることはできま
せん。

VPC あたりのインターフェイス VPC エン
ドポイント数

サポートされている
各リージョン: 50

はい VPC あたりのインターフェ
イス VPC エンドポイントの
最大数。

リージョンあたりのインターネットゲート
ウェイ

サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたりのイン
ターネットゲートウェイの
最大数。このクォータは、
リージョンあたりの VPC の
最大数に直接関係していま
す。このクォータを引き上
げるには、リージョンごと
の VPC の数を引き上げま
す。

アベイラビリティーゾーン当たりの NAT 
ゲートウェイの数

サポートされている
各リージョン: 5

はい アベイラビリティーゾーン
あたりの NAT ゲートウェ
イの最大数。これには、保
留中、アクティブ、または
削除中の状態の NAT ゲート
ウェイが含まれます。

VPC 当たりのネットワーク ACL の数 サポートされている
各リージョン: 200

はい VPC あたりのネットワーク 
ACL の最大数。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-83CA0A9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-085A6257
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-0EA8095F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-29B6F2EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-A4707A72
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-FE5A380F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-B4A6D682
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ネットワークアドレスの使用量 サポートされてい
る各リージョン: 
64,000

はい 1 つの VPC の最大ネット
ワークアドレス使用量。

リージョンあたりのネットワークインター
フェイス

サポートされている
各リージョン: 5,000

はい リージョンあたりのネット
ワークインターフェイスの
最大数。

未処理の VPC ピアリング接続リクエスト サポートされている
各リージョン: 25

はい リクエストした未処理の 
VPC ピアリング接続リクエ
ストの最大数。

VPC ごとの参加者アカウント サポートされている
各リージョン: 100

はい これは、VPC 内のサブネッ
トを共有できる個々の参加
者アカウントの最大数。こ
れは VPC あたりのクォータ
で、VPC で共有されている
すべてのサブネットに適用
されます。

ピアリングされたネットワークアドレスの
使用量

サポートされてい
る各リージョン: 
128,000

はい 1 つの VPC およびそのピア
の最大ネットワークアドレ
ス使用量。

NAT ゲートウェイあたりのプライベート 
IP アドレスのクォータ

サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

接続タイプがプライベート
である 1 つの NAT ゲート
ウェイに割り当てることが
できるプライベート IP アド
レスの最大数。

VPC 当たりのルートテーブルの数 サポートされている
各リージョン: 200

はい VPC あたりのルートテー
ブルの最大数。メインルー
トテーブルは、このクォー
タに対してカウントされま
す。

ルートテーブルあたりのルート サポートされている
各リージョン: 50

はい ルートテーブルあたりの
伝播されないルートの最
大数。このクォータは最
大 1000 まで引き上げ可能
です。ただし、ネットワー
クパフォーマンスに影響
する場合があります。この
クォータは、IPv4 ルートと 
IPv6 ルートに対して個別に
適用されます。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-BB24F6E5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-DF5E4CA3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-DC9F7029
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-2C462E13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-CD17FD4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-589F43AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-93826ACB
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ネットワーク ACL 当たりのルールの数 サポートされている
各リージョン: 20

はい ネットワーク ACL あたり
のインバウンドルールまた
はアウトバウンドルールの
最大数 (合計 40 ルール)。
これには、IPv4 ルールと 
IPv6 ルールの両方、および
デフォルトの拒否ルールが
含まれます。このクォータ
は最大 40 まで引き上げ可能
です。ただし、ネットワー
クパフォーマンスに影響す
る場合があります。

ネットワークインターフェイス当たりのセ
キュリティグループ

サポートされている
各リージョン: 5

はい ネットワークインターフェ
イスあたりのセキュリティ
グループの最大数。最大数
は 16 です。このクォータに
セキュリティグループあた
りのルールのクォータを乗
算した値が 1,000 を超える
ことはできません。

VPC 当たりのサブネットの数 サポートされている
各リージョン: 200

はい VPC あたりのサブネットの
最大数。

アカウントと共有できるサブネット サポートされている
各リージョン: 100

はい AWS アカウントと共有でき
るサブネットの最大数。

VPC ピア接続リクエストの有効期限 (時間) サポートされている
各リージョン: 168

いい
え

許容されない VPC ピアリ
ング接続リクエストの有効
期限が切れるまでの最大時
間。デフォルト値は 168 時
間 (1 週間) です。

リージョンあたりの VPC セキュリティグ
ループの数

サポートされている
各リージョン: 2,500

はい リージョンあたりの VPC セ
キュリティグループの最大
数。

リージョンあたりの VPC サポートされている
各リージョン: 5

はい リージョンあたりの VPC の
最大数。このクォータは、
リージョンあたりのイン
ターネットゲートウェイの
最大数に直接関係していま
す。

詳細については、次を参照してください。

• Amazon VPC クォータ
• VPC ピアリング接続のクォータ
• トラフィックミラーリングのクォータ
• AWS Transit Gateway クォータ
• AWS Network Manager クォータ
• 「Reachability Analyzer のクォータ」
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-2AEEBF1A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-2AFB9258
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-407747CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-44499CD2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-E79EC296
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-F678F1CE
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-connection-quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/mirroring/traffic-mirroring-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/transit-gateway-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/network-manager/latest/tgwnm/nm-quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/reachability-analyzer-limits.html
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• Network Access Analyzer quotas (Network Access Analyzer のクォータ)
• AWS PrivateLink クォータ
• AWS Client VPN クォータ
• Site-to-Site VPN のクォータ

Amazon VPC Lattice のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

認可ポリシーのサイズ サポートされている
各リージョン: 10 KB

いい
え

認可ポリシー内の JSON 
ファイルの最大サイズ。
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/network-access-analyzer/network-access-analyzer-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-limits-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-limits.html
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

サービスあたりのリスナー サポートされている
各リージョン: 2

はい サービスのために作成でき
るリスナーの最大数。キャ
パシティの追加や上限の引
き上げについては、AWS サ
ポートにお問い合わせくだ
さい。

リスナーあたりのルール サポートされている
各リージョン: 5

はい サービスリスナーのために
定義できるルールの最大
数。キャパシティの追加
や上限の引き上げについて
は、AWS サポートにお問い
合わせください。

関連付けあたりのセキュリティグループ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

VPC とサービスネットワー
ク間の関連付けに追加でき
るセキュリティグループの
最大数。

サービスネットワークあたりのサービスの
関連付け

サポートされている
各リージョン: 500

はい 1 つのサービスネットワー
クに関連付けることができ
るサービスの最大数。キャ
パシティの追加や上限の引
き上げについては、AWS サ
ポートにお問い合わせくだ
さい。

リージョンあたりのサービスネットワーク サポートされている
各リージョン: 10

はい リージョンあたりのサー
ビスネットワークの最大
数。キャパシティの追加
や上限の引き上げについて
は、AWS サポートにお問い
合わせください。

リージョンあたりのサービス サポートされている
各リージョン: 500

はい リージョンあたりのサービ
スの最大数。キャパシティ
の追加や上限の引き上げに
ついては、AWS サポートに
お問い合わせください。

リージョンあたりのターゲットグループ サポートされている
各リージョン: 500

はい リージョンあたりのター
ゲットグループの最大
数。キャパシティの追加
や上限の引き上げについて
は、AWS サポートにお問い
合わせください。

サービスあたりのターゲットグループ サポートされている
各リージョン: 5

はい サービスに関連付けること
ができるターゲットグルー
プの最大数。キャパシティ
の追加や上限の引き上げに
ついては、AWS サポートに
お問い合わせください。
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-D64E952E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-CF78395E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-75D4A19E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-9CAD07FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-620C821E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-BB11C6B9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-3DEC3B9F
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ターゲットグループあたりのターゲット サポートされている
各リージョン: 1,000

はい 1 つのターゲットグループ
に関連付けることができる
ターゲットの最大数。キャ
パシティの追加や上限の引
き上げについては、AWS サ
ポートにお問い合わせくだ
さい。

サービスネットワークあたりの VPC の関
連付け

サポートされている
各リージョン: 500

はい 1 つのサービスネットワー
クに関連付けることができ
る VPC の最大数。キャパ
シティの追加や上限の引き
上げについては、AWS サ
ポートにお問い合わせくだ
さい。

AWS WAF エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Note

このページでは、2019 年 11 月にリリースされた AWS WAF の最新バージョンに関する情報を提
供します。エンドポイントや名前空間といった AWS WAF へのアクセスに使用するエンティティ
の名前には、以前のバージョンと区別するために V2 や v2 などのバージョニング情報が追加され
ています。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 wafv2.us-east-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 wafv2.us-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 wafv2.us-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 wafv2.us-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 wafv2.af-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 wafv2.ap-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 wafv2.ap-south-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 wafv2.ap-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

wafv2.ca-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

wafv2.eu-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 wafv2.eu-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 wafv2.eu-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 wafv2.eu-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 wafv2.eu-west-3.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 wafv2.eu-south-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 wafv2.eu-north-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

wafv2.eu-central-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

wafv2.me-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

wafv2.me-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 wafv2.sa-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudFront の WAF のアカウントあたりの
最大 IP セット

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

CloudFront のアカウントで
作成できる IP セットの最大
数。

リージョンの WAF のアカウントあたりの
最大 IP セット

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

リージョンのアカウントで
作成できる IP セットの最大
数。

CloudFront の 1 つのルールグループまたは 
1 つのウェブ ACL 用のすべてのレスポンス
本文コンテンツの最大合計サイズ (KB)

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

CloudFront の 1 つのルール
グループまたは 1 つのウェ
ブ ACL 用のすべてのレスポ
ンス本文コンテンツの最大
合計サイズ (KB)。

リージョンレベルの 1 つのルールグループ
または 1 つのウェブ ACL 用のすべてのレ
スポンス本文コンテンツの最大合計サイズ 
(KB)

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リージョンレベルの 1 つ
のルールグループまたは 1 
つのウェブ AC についての
すべてのレスポンス本文コ
ンテンツの最大結合サイズ 
(KB)。

CloudFront の WAF の IP セット内の IP ア
ドレスの最大数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

CloudFront の IP セット内
で許可される IP アドレスの
最大数。

リージョンの WAF の IP セット内の IP ア
ドレスの最大数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

リージョンの IP セット内で
許可される IP アドレスの最
大数。

CloudFront の WAF の文字列一致 (バイト
一致) 文字列の最大バイト数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

CloudFront の文字列一致 
(バイト一致) 文字列で作成
できる最大バイト数。

リージョンの WAF の文字列一致 (バイト一
致) 文字列の最大バイト数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

リージョンの文字列一致 (バ
イト一致) 文字列で作成でき
る最大バイト数。

Cloudfront の WAF のアカウントあたりの
正規表現パターンで許可される最大文字数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

CloudFront のアカウントの
正規表現パターンで許可さ
れる最大文字数。

リージョンの WAF のアカウントあたりの
正規表現パターンで許可される最大文字数

サポートされている
各リージョン: 200

いい
え

リージョンのアカウントの
正規表現パターンで許可さ
れる最大文字数。

CloudFront の 1 つのカスタムリクエスト定
義のカスタムヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CloudFront の 1 つのカスタ
ムリクエスト定義のカスタ
ムヘッダーの最大数。

リージョンレベルの 1 つのカスタムリクエ
スト定義のカスタムヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リージョンレベルの 1 つ
のカスタムリクエスト定義
のカスタムヘッダーの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudFront の 1 つのカスタムレスポンス定
義のカスタムヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CloudFront の 1 つのカスタ
ムレスポンス定義のカスタ
ムヘッダーの最大数。

リージョンレベルの 1 つのカスタムレスポ
ンス定義のカスタムヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リージョンレベルの 1 つ
のカスタムレスポンス定義
のカスタムヘッダーの最大
数。

CloudFront のウェブ ACL またはルールグ
ループあたりのカスタムリクエストヘッ
ダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい CloudFront のウェブ ACL 
またはルールグループあ
たりのカスタムリクエスト
ヘッダーの最大数。

リージョンレベルのウェブ ACL または
ルールグループあたりのカスタムリクエス
トヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンレベルのウェブ 
ACL またはルールグループ
あたりのカスタムリクエス
トヘッダーの最大数。

CloudFront のウェブ ACL またはルールグ
ループあたりのカスタムレスポンス本文の
最大数

サポートされている
各リージョン: 50

はい CloudFront のウェブ ACL 
またはルールグループあた
りのカスタムレスポンス本
文の最大数。

リージョンレベルのウェブ ACL または
ルールグループあたりのカスタムレスポン
ス本文の最大数

サポートされている
各リージョン: 50

はい リージョンレベルのウェブ 
ACL またはルールグループ
あたりのカスタムレスポン
ス本文の最大数。

CloudFront のウェブ ACL またはルールグ
ループあたりのカスタムレスポンスヘッ
ダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい CloudFront のウェブ ACL 
またはルールグループあ
たりのカスタムレスポンス
ヘッダーの最大数。

リージョンレベルのウェブ ACL または
ルールグループあたりのカスタムレスポン
スヘッダーの最大数

サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンレベルのウェブ 
ACL またはルールグループ
あたりのカスタムレスポン
スヘッダーの最大数。

Cloudfront の WAF のウェブ ACL あたりの
ログ送信先設定の最大数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

CloudFront のウェブ ACL 
で許可されるログ送信先設
定の最大数。

リージョンの WAF のウェブ ACL あたりの
ログ送信先設定の最大数

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

リージョンのウェブ ACL で
許可されるログ送信先設定
の最大数。

CloudFront の WAF のアカウントあたりの
正規表現パターンセットのパターンの最大
数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CloudFront のアカウントで
作成できる正規表現パター
ンセットのパターンの最大
数。

リージョンの WAF のアカウントあたりの
正規表現パターンセットのパターンの最大
数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リージョンのアカウントで
作成できる正規表現パター
ンセットのパターンの最大
数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Cloudfront の WAF のウェブ ACL あたりの
レートベースのステートメントの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CloudFront のウェブ ACL 
で許可されるレートベー
スのステートメントの最大
数。

リージョナルの WAF のウェブ ACL あたり
のレートベースのステートメントの最大数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リージョナルのウェブ ACL 
で許可されるレートベース
のステートメントの最大
数。

Cloudfront の WAF のルールグループまた
はウェブ ACL あたりの参照ステートメン
トの最大数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

CloudFront のルールグルー
プまたはウェブ ACL 内で許
可される参照ステートメン
トの最大数。

リージョンの WAF のルールグループまた
はウェブ ACL あたりの参照ステートメン
トの最大数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リージョンのルールグルー
プまたはウェブ ACL 内で許
可される参照ステートメン
トの最大数。

CloudFront のウェブ ACL ごとの 1 秒あた
りの最大リクエスト数

サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

はい CloudFront のウェブ ACL 
ごとの 1 秒あたりの最大リ
クエスト数。

リージョンレベルのウェブ ACL ごとの 1 
秒あたりの最大リクエスト数

サポートされてい
る各リージョン: 
25,000

はい リージョンレベルのウェブ 
ACL ごとの 1 秒あたりの最
大リクエスト数。

CloudFront のルールステートメントあたり
のテキスト変換の最大数

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

CloudFront のルールステー
トメントあたりのテキスト
変換の最大数。

リージョンレベルのルールステートメント
あたりのテキスト変換の最大数

サポートされている
各リージョン: 3

いい
え

リージョンレベルのルール
ステートメントあたりのテ
キスト変換の最大数。

CloudFront のレートベースのルールごとに
ブロックできる一意の IP アドレスの最大
数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

CloudFront のレートベース
のルールごとにブロックで
きる一意の IP アドレスの最
大数。

リージョンレベルでレートベースのルール
ごとにブロックできる一意の IP アドレス
の最大数

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

リージョンレベルでレー
トベースのルールごとにブ
ロックできる一意の IP アド
レスの最大数。

CloudFront の WAF のルールグループの
ウェブ ACL キャパシティーユニットの最
大数

サポートされている
各リージョン: 1,500

はい CloudFront のルールグルー
プで許可されるウェブ ACL 
キャパシティーユニットの
最大数。

リージョンの WAF のルールグループの
ウェブ ACL キャパシティーユニットの最
大数

サポートされている
各リージョン: 1,500

はい リージョンのルールグルー
プで許可されるウェブ ACL 
キャパシティーユニットの
最大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF

名前 デフォルト 調整
可能

説明

CloudFront の WAF のウェブ ACL のウェ
ブ ACL キャパシティーユニットの最大数

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

CloudFront のウェブ ACL 
で許可されるウェブ ACL 
キャパシティーユニットの
最大数。

リージョンの WAF のウェブ ACL のウェブ 
ACL キャパシティーユニットの最大数

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

リージョンのウェブ ACL で
許可されるウェブ ACL キャ
パシティーユニットの最大
数。

CloudFront の WAF のアカウントあたりの
最大正規表現パターンセット

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

CloudFront のアカウントで
作成できる正規表現パター
ンセットの最大数。

リージョンの WAF のアカウントあたりの
最大正規表現パターンセット

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リージョンのアカウントで
作成できる正規表現パター
ンセットの最大数。

CloudFront の WAF のアカウントあたりの
最大ルールグループ

サポートされている
各リージョン: 100

はい CloudFront のアカウントで
作成できるルールグループ
の最大数。

リージョンの WAF のアカウントあたりの
最大ルールグループ

サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンのアカウントで
作成できるルールグループ
の最大数。

CloudFront の検査できるウェブリクエスト
本文の最大サイズ (KB)

サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

CloudFront の検査できる
ウェブリクエスト本文の最
大サイズ (KB)。

リージョンレベルで検査できるウェブリク
エスト本文の最大サイズ (KB)

サポートされている
各リージョン: 8

いい
え

リージョンレベルで検査で
きるウェブリクエスト本文
の最大サイズ (KB)。

CloudFront の 1 つのカスタムレスポンス定
義のカスタムレスポンス本文コンテンツの
最大サイズ (KB)

サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

CloudFront の 1 つのカスタ
ムレスポンス定義のカスタ
ムレスポンス本文コンテン
ツの最大サイズ (KB)。

リージョンレベルの 1 つのカスタムレスポ
ンス定義のカスタムレスポンス本文コンテ
ンツの最大サイズ (KB)

サポートされている
各リージョン: 4

いい
え

リージョンレベルの 1 つ
のカスタムレスポンス定義
のカスタムレスポンス本文
コンテンツの最大サイズ 
(KB)。

CloudFront の WAF のアカウントあたりの
最大ウェブ ACL

サポートされている
各リージョン: 100

はい CloudFront のアカウントで
作成できるウェブ ACL の最
大数。

リージョンの WAF のアカウントあたりの
最大ウェブ ACL

サポートされている
各リージョン: 100

はい リージョンのアカウントで
作成できるウェブ ACL の最
大数。

CloudFront のレートベースのルールに対し
て定義できる最小リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

CloudFront のレートベース
のルールに対して定義でき
る最小リクエストレート。

Version 1.0
1105

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/wafv2/quotas/L-9E2A3B2D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/wafv2/quotas/L-C5BCD850
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/wafv2/quotas/L-24189897
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/wafv2/quotas/L-2EC3DE7B


AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
AWS WAF Classic

名前 デフォルト 調整
可能

説明

リージョンレベルのレートベースのルール
に対して定義できる最小リクエストレート

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

リージョンレベルのレート
ベースのルールに対して
定義できる最小リクエスト
レート。

CloudFront のウェブ ACL あたりの 
CloudWatch Logs ログストリームの数

サポートされている
各リージョン: 35

はい CloudFront のウェブ ACL 
あたりの CloudWatch Logs 
ログストリームの数。

リージョンのウェブ ACL あたりの 
CloudWatch Logs ログストリームの数

サポートされている
各リージョン: 35

はい リージョンのウェブ ACL あ
たりの CloudWatch Logs ロ
グストリームの数。

CloudFront のウェブ ACL あたりのトーク
ンドメインの数

サポートされている
各リージョン: 10

はい CloudFront のウェブ ACL 
あたりのトークンドメイン
の数。

リージョンのウェブ ACL あたりのトーク
ンドメインの数

サポートされている
各リージョン: 10

はい リージョンのウェブ ACL あ
たりのトークンドメインの
数。

詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの「AWS WAF のクォータ」を参照してください。

AWS WAF Classic エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

Note

このページでは、AWS WAF Classicに関連する情報を提供します。2019 年 11 月より前に AWS 
WAF でルールやウェブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、まだウェブ ACL を移行して
いないという場合は、これらのリソースへのアクセスに AWS WAF Classic を使用する必要があ
ります。それ以外の場合は、このバージョンを使用しないでください。
最新バージョンの AWS WAF に関する情報については、「AWS WAF エンドポイントとクォー
タ (p. 1099)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 waf.amazonaws.com

waf-fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS WAFApplication Load Balancer および API Gateway API 用の Classic には、次のエンドポイントが
あります。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 waf-regional.us-east-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 waf-regional.us-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 waf-regional.us-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 waf-regional.us-west-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 waf-regional.af-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

waf-regional.me-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

waf-regional.me-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ルールあたりの条件の数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ルールに追加できる条件の
最大数。

SQL インジェクション一致条件あたりの
フィルターの数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

SQL インジェクション一
致条件に追加できるフィル
ターの最大数。

クロスサイトスクリプティング一致条件あ
たりのフィルターの数

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

クロスサイトスクリプティ
ング一致条件に追加できる
フィルターの最大数。

サイズ制約条件あたりのフィルターの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

サイズ制約条件に追加でき
るフィルターの最大数。

文字列一致条件あたりのフィルターの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

文字列一致条件に追加でき
るフィルターの最大数。

GeoMatchSets サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

アカウントに追加できる 
GeoMatchSet の最大数。

HTTP ヘッダー名の長さ サポートされている
各リージョン: 40

いい
え

AWS WAF がサイズ制約条
件で HTTP ヘッダーを検査
する長さ (バイト単位)。

IP セット一致条件あたりの IP アドレス範
囲

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

IP セット一致条件に追加で
きる IP アドレス範囲 (CIDR 
表記) の最大数。

レートベースのルールごとにブロックされ
ている IP アドレス

サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

いい
え

レートベースのルールごと
にブロックされている IP ア
ドレスの最大数。

GeoMatchSet あたりのロケーション サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

GeoMatchSet に追加できる
ロケーションの最大数。

ウェブ ACL あたりのログ記録送信先設定 サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

ウェブ ACL に追加できる
ログ記録送信先設定の最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

正規表現の一致条件あたりのパターンセッ
ト

サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

正規表現の一致条件に追加
できるパターンセットの最
大数。

パターンセットあたりのパターン サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

正規表現の一致条件でパ
ターンセットに追加できる
パターンの最大数。

リクエストのレート サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい Application Load Balancer 
の 1 秒あたりのリクエ
ストの最大数。この制
限は、Application Load 
Balancer の AWS WAF にの
み適用されます。この制限
は、AWS コンソールを使
用して増やすことができま
す。

レートベースのルールレート サポートされている
各リージョン: 2,000

いい
え

5 分間で単一の IP アドレス
から行われるリクエストの
最大数。

レートベースのルール サポートされている
各リージョン: 5

はい アカウントで作成できる
レートベースのルールの最
大数。

正規表現パターンの長さ サポートされている
各リージョン: 70

いい
え

正規表現の一致条件のパ
ターンで、AWS WAF が検
索する文字数。

正規表現パターンセット サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

アカウントに追加できる正
規表現パターンセットの最
大数。

[Rules] (ルール) サポートされている
各リージョン: 100

はい アカウントで作成できる
ルールの最大数。

ウェブ ACL あたりのルールの数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

ウェブ ACL に追加できる
ルールの最大数。

検索の長さ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

AWS WAF がサイズ制約条
件で監視する長さ (バイト単
位)。

ウェブ ACL サポートされている
各リージョン: 50

はい アカウントで作成できる
ウェブ ACL の最大数。

詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの「AWS WAF Classic クォータ」を参照してください。

AWS Well-Architected Tool エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
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ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

質問ごとの選択肢数 サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

質問用に作成できる選択肢
の最大数。

レンズサイズ サポートされている
各リージョン: 500 
キロバイト

いい
え

最大レンズサイズ (KB 単
位)。

各リージョンのアカウントごとのレンズ数 サポートされている
各リージョン: 15

いい
え

リージョンでアカウントご
とに作成できるレンズの最
大数。

ワークロードあたりのレンズ数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ワークロードに関連付ける
ことができるレンズの最大
数。

ワークロードあたりのマイルストーン サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

ワークロード用に作成でき
るマイルストーンの最大
数。

レンズあたりの柱数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

レンズ用に作成できる柱の
最大数。

柱あたりの質問数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

柱用に作成できる質問の最
大数。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon WorkDocs

名前 デフォルト 調整
可能

説明

レンズあたりの共有数 サポートされている
各リージョン: 300

いい
え

レンズ用に作成できる共有
の最大数。

ワークロードあたりの共有数 サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

ワークロード用に作成でき
る共有の最大数。

レンズあたりのバージョン数 サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

レンズ用に作成できるバー
ジョンの最大数。

各リージョンのアカウントごとのワーク
ロード数

サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

リージョンでアカウントご
とに作成できるワークロー
ドの最大数。

Amazon WorkDocs エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 workdocs.us-east-1.amazonaws.com

workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 workdocs.us-west-2.amazonaws.com

workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

workdocs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

workdocs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

workdocs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 workdocs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon WorkMail

Service Quotas
このサービスにはクォータがありません。

Amazon WorkMail エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよび Service Quotas を以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。

サービスエンドポイント

リージョン名 リージョン サービス エンドポイント

米国東部 (バージニア
北部)

us-east-1 Amazon WorkMail 
SDK

https://workmail.us-
east-1.amazonaws.com

米国東部（バージニ
ア北部）

us-east-1 Amazon WorkMail 
Message Flow SDK

https://workmailmessageflow.us-
east-1.amazonaws.com

米国西部 (オレゴン) us-west-2 Amazon WorkMail 
SDK

https://workmail.us-
west-2.amazonaws.com

米国西部 (オレゴン) us-west-2 Amazon WorkMail 
Message Flow SDK

https://workmailmessageflow.us-
west-2.amazonaws.com

欧州 (アイルランド) eu-west-1 Amazon WorkMail 
SDK

https://workmail.eu-
west-1.amazonaws.com

欧州 (アイルランド) eu-west-1 Amazon WorkMail 
Message Flow SDK

https://workmailmessageflow.eu-
west-1.amazonaws.com

メールプロトコルエンドポイント

リージョン名 リージョン サービス エンドポイント

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 Autodiscover https://autodiscover-service.mail.us-
east-1.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 Exchange web 
services (EWS)

https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 Exchange 
ActiveSync (EAS)

https://mobile.mail.us-
east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-
ActiveSync

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 SSL/TLS 経由の 
IMAP (IMAPS)

imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993

米国東部 (バージニ
ア北部)

us-east-1 SSL/TLS 経由の 
SMTP (SMTPS)

smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
WorkSpaces

リージョン名 リージョン サービス エンドポイント

米国西部 (オレゴン) us-west-2 Autodiscover https://autodiscover-service.mail.us-
west-2.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

米国西部 (オレゴン) us-west-2 Exchange web 
services (EWS)

https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

米国西部 (オレゴン) us-west-2 Exchange 
ActiveSync (EAS)

https://mobile.mail.us-
west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-
ActiveSync

米国西部 (オレゴン) us-west-2 SSL/TLS 経由の 
IMAP (IMAPS)

imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993

米国西部 (オレゴン) us-west-2 SSL/TLS 経由の 
SMTP (SMTPS)

smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465

欧州 (アイルランド) eu-west-1 Autodiscover https://autodiscover-service.mail.eu-
west-1.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

欧州 (アイルランド) eu-west-1 Exchange Web 
services (EWS)

https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

欧州 (アイルランド) eu-west-1 Exchange 
ActiveSync (EAS)

https://mobile.mail.eu-
west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-
ActiveSync

欧州 (アイルランド) eu-west-1 SSL/TLS 経由の 
IMAP (IMAPS)

imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993

欧州 (アイルランド) eu-west-1 SSL/TLS 経由の 
SMTP (SMTPS)

smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Service Quotas
詳細については、Amazon WorkMail Quotas を参照してください。

WorkSpaces のエンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
WorkSpaces

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 workspaces.us-east-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 workspaces.us-west-2.amazonaws.com

workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 workspaces.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 workspaces.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

workspaces.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

workspaces.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 workspaces.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 workspaces.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 workspaces.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
WorkSpaces

サービスクォータ

リソース デフォルト 説明 調整可能

WorkSpaces 1 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
WorkSpaces の最大数。

はい

Graphics WorkSpaces 0 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Graphics WorkSpaces 
の最大数。

はい

GraphicsPro 
WorkSpaces

0 現在のリージョン
内のこのアカウン
トの GraphicsPro 
WorkSpaces の最大数で
す。

はい

イメージ 40 現在のリージョン内
のこのアカウントのイ
メージの最大数。

はい

バンドル 50 現在のリージョン内の
このアカウントのバ
ンドルの最大数。こ
のクォータはカスタム
バンドルにのみ適用さ
れ、パブリックバンド
ルには適用されませ
ん。

いいえ

接続エイリアス 20 現在のリージョン内の
このアカウントの接続
エイリアスの最大数。

いいえ

ディレクトリ 50 現在のリージョンにお
いて、このアカウント
で Amazon WorkSpaces 
で使用するために登録
できるディレクトリの
最大数。

いいえ

IP アクセスコントロー
ルグループ

100 現在のリージョン内の
このアカウントの IP ア
クセスコントロールグ
ループの最大数。

いいえ

IP アクセスコントロー
ルグループあたりの
ルール数

10 現在のリージョン内の
このアカウントの IP ア
クセスコントロールグ
ループあたりのルール
の最大数。

いいえ

ディレクトリあたりの 
IP アクセスコントロー
ルグループ数

25 現在のリージョン内の
このアカウントのディ
レクトリあたりの IP ア

いいえ
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon WorkSpaces Web

リソース デフォルト 説明 調整可能
クセスコントロールグ
ループの最大数。

次のクォータは、Amazon WorkSpaces Application Manager 用です。詳細については、Amazon WAM 管
理ガイドの Amazon WorkSpaces Application Manager クォータを参照してください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ユーザーあたりのアプリケーションの割り
当て

サポートされている
各リージョン: 50

はい 現在のリージョンのこのア
カウントの、ユーザーあた
りのアプリケーション割り
当ての最大数。

アプリケーションサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

いい
え

現在のリージョンのこの
アカウントでパッケージ
化できる最大アプリケー
ションサイズ (GB 単位)。5 
GB よりも大きいアプリ
ケーションは、Amazon 
WorkSpaces Application 
Manager (Amazon WAM) を
使用してのパッケージ化は
できません。

合計パッケージサイズ (保存料金なし) サポートされている
各リージョン: 100 
GB

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントの、ストレージ
料金なしでのすべてのパッ
ケージの最大合計サイズ 
(GB 単位)。パッケージ化
できるアプリケーションの
数にクォータはありません
が、パッケージが 100 GB 
を超えた場合はストレージ
料金が適用されます。

アプリケーションあたりのユーザー/
WorkSpace またはグループの割り当て

サポートされている
各リージョン: 200

はい 現在のリージョンのこのア
カウントの、アプリケー
ションごとのユーザー/
WorkSpace 割り当てまた
はグループ割り当ての最大
数。

Amazon WorkSpaces Web エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
Amazon WorkSpaces Web

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部
（バージニ
ア北部）

us-east-1 workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整可能 説明

ウェブポータルあたり
の同時セッションの最
大数。

サポートされている各
リージョン: 25

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web ポータルの同時
セッションの最大数。

ウェブポータルの数 サポートされている各
リージョン: 1

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
X-Ray

名前 デフォルト 調整可能 説明
Web ポータルの最大
数。

ブラウザ設定の数 サポートされている各
リージョン: 3

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web ブラウザ設定の最
大数。

トラストストアあたり
の証明書数

サポートされている各
リージョン: 100

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web トラストストアの
最大数。

ウェブポータルあたり
の ID プロバイダーの数

サポートされている各
リージョン: 1

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web ポータルの ID プロ
バイダーの最大数。

ネットワーク設定の数 サポートされている各
リージョン: 3

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web ネットワーク設定
の最大数。

トラストストアの数 サポートされている各
リージョン: 3

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web トラストストアの
最大数。

ユーザー設定の数 サポートされている各
リージョン: 3

はい 現在のリージョン内
のこのアカウントの 
Amazon WorkSpaces 
Web ユーザー設定の最
大数。

AWS X-Ray エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスに
プログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一
部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、
「AWS サービスエンドポイント (p. 5)」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれ
ます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、
「AWS サービスクォータ (p. 8)」を参照してください。
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AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
X-Ray

サービスエンドポイント

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 xray.us-east-2.amazonaws.com

xray-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 xray.us-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 xray.us-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 xray.us-west-2.amazonaws.com

xray-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 xray.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 xray.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 xray.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

xray.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

xray.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 xray.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

xray.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

xray.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ

ap-
southeast-1

xray.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
1121



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
X-Ray

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

ク (シンガ
ポール)

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

xray.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

xray.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-
central-1

xray.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

xray.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 xray.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 xray.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 xray.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 xray.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 xray.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 xray.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

xray.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

xray.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

xray.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 xray.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

xray.us-gov-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

xray.us-gov-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Version 1.0
1122



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド
X-Ray

サービスクォータ

名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 リージョンあたりのカスタムサンプリン
グルール数

サポートされている
各リージョン: 25

はい リージョンあたりのカスタ
ムサンプリングルールの最
大数。

アカウントのグループ サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

アカウントあたりのグルー
プの最大数。

トレースごとにインデックス化される注釈
の数

サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

1 つのトレースに追加でき
る注釈の最大数。

セグメントドキュメントサイズ サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

いい
え

セグメントドキュメントの
最大サイズ。

1 秒あたりのセグメント サポートされている
各リージョン: 2,600

いい
え

X-Ray に送信できる 1 秒ご
とのセグメントの最大数。

カスタムサンプリングルールごとのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

カスタムサンプリングルー
ルあたりのタグの最大数。

グループごとのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

グループあたりのタグの最
大数。

トレースおよびサービスグラフ保持の日数 サポートされている
各リージョン: 30

いい
え

トレースマップデータと
サービスマップデータを保
持する日数。

トレースデータ変更期間の日数 サポートされている
各リージョン: 7

いい
え

追加料金なしで記録された
データを更新する日数。

トレースドキュメントサイズ (動的上限) サポートされている
各リージョン: 500 
キロバイト

いい
え

トレースドキュメントの最
大サイズ。

トレースドキュメントサイズ (下限) サポートされている
各リージョン: 100 
KB

いい
え

トレースドキュメントの最
大サイズ。
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API の再試行

AWS API
以下のページでは、AWS API を使用する場合に役立つ情報を示します。

内容
• AWSでのエラー再試行とエクスポネンシャルバックオフ (p. 1124)

AWSでのエラー再試行とエクスポネンシャルバッ
クオフ

DNS サーバー、スイッチ、ロードバランサーなど、ネットワークの多数のコンポーネントが、特定のリク
エストの存続期間中どこでもエラーを生成する可能性があります。ネットワーク環境でこれらのエラー応
答を処理する通常の方法は、クライアントアプリケーションで再試行を実装することです。この技術は、
アプリケーションの信頼性を向上させ、開発者の運用コストを削減します。

各 AWS SDK には、自動再試行ロジックが実装されています。AWS SDK for Java はリクエストを自動的
に再試行し、ClientConfiguration クラスを使用して再試行設定を構成できます。たとえば、最小限
のレイテンシーで再試行なしでリクエストを行うウェブページの再試行ロジックを無効にすることができ
ます。再試行を無効にするには、ClientConfiguration クラスを使用し、maxErrorRetry の 0 値を
指定します。

AWS SDKを使用していない場合は、サーバー (5xx) またはスロットリングエラーを受け取った元のリクエ
ストを再試行する必要があります。ただし、クライアントエラー (4xx) は、再試行する前にリクエストを
修正して問題を解決する必要があることを示します。

シンプルな再試行に加えて、各 AWS SDK は、より良いフロー制御のためにエクスポネンシャルバックオ
フアルゴリズムを実装します。エクスポネンシャルバックオフの背後にある考え方は、連続したエラー応
答の再試行間の待機時間を徐々に長く使用することです。最大遅延間隔と最大再試行回数を実装する必要
があります。最大遅延間隔と最大再試行回数は、必ずしも固定値であるとは限らず、実行されるオペレー
ション、およびネットワークレイテンシーなどのその他のローカル要因に基づいて設定する必要がありま
す。

ほとんどのエクスポネンシャルバックオフアルゴリズムは、連続した衝突を防ぐためにジッター (ランダ
ム化された遅延) を使用します。このような衝突を回避しようとしていないため、この乱数を使用する必
要はありません。ただし、同時クライアントを使用する場合、ジッターはリクエストをより速く成功させ
るのに役立ちます。詳細については、 エクスポネンシャルバックオフとジッターのブログ記事を参照して
ください。

次の擬似コードは、増分遅延を使用してステータスをポーリングする方法の 1 つを示しています。

Do some asynchronous operation.

retries = 0

DO 
    wait for (2^retries * 100) milliseconds 

    status = Get the result of the asynchronous operation. 

    IF status = SUCCESS 
        retry = false 
    ELSE IF status = NOT_READY 
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API の再試行

        retry = true 
    ELSE IF status = THROTTLED 
        retry = true 
    ELSE 
        Some other error occurred, so stop calling the API. 
        retry = false 
    END IF 

    retries = retries + 1

WHILE (retry AND (retries < MAX_RETRIES))
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AWS 用語集

Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

数字と記号
100-continue サーバーが実際にリクエストを送信する前に、リクエストを受け付けることができ

るかどうかを確認できるようにするメソッド。大規模な PUT リクエストの場合、
この方法により、時間と帯域幅料金の両方を削減できます。

A
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

AAD See 追加認証データ.

アクセスコントロールリスト 
(ACL)

特定の bucket (p. 1132) またはオブジェクトにアクセスできるユーザーを定義す
るドキュメント。Amazon S3 (p. 1176) の各 bucket (p. 1132) とオブジェクトに 
ACL があります。このドキュメントでは、各種のユーザーが実行できる操作 (書き
込みおよび読み取りのアクセス許可など) が定義されます。

アクセス識別子 See 認証情報.

アクセスキー アクセスキー ID (p. 1126) (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など) と シークレットアク
セスキー (p. 1179) (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY など) の
組み合わせ。アクセスキーを使用して、AWS に対して行う API リクエストに署名
します。

アクセスキー ID シークレットアクセスキー (p. 1179) に関連付けられている一意の識別子。アクセ
スキー ID とシークレットアクセスキーの両方が、プログラム的な AWS リクエス
トを暗号化して署名するために使用されます。
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アクセスキーのローテーショ
ン

AWS アクセスキー ID を変更することによってセキュリティを高める方法。この方
法を使用すると、自身の判断で古いキーを廃止できます。

アクセスポリシー言語 特定の AWS リソース (p. 1175) にアクセスできるユーザーと条件を指定するド
キュメント (具体的には「ポリシー (p. 1169)」) を作成するために使用する言語。

アカウント 以下のすべてに関連付けられている AWS との正式な関係:

• 所有者の E メールアドレスとパスワード
• その組織の下で作成されたリソースの制御
• これらのリソースに関連する AWS アクティビティに対する支払い

AWS アカウント には、AWS アカウント リソースのすべてを用いて、あらゆる事
柄を行う許可があります。これは、アカウント内に含まれるエンティティである
ユーザー (p. 1189) とは対照的です。

アカウントアクティビティ 過去 1 か月の AWS の使用状況とコストを表示するウェブページ。アカウントアク
ティビティページは https://aws.amazon.com/account-activity/ です。

AWS Account Management AWS Account Management は、各 AWS アカウント の連絡先情報を更新するため
に使用できるツールです。
See Also https://aws.amazon.com/organizations.

ACL See アクセスコントロールリスト (ACL).

ACM AWS Certificate Manager は、Secure Sockets Layer/Transport Layer 
Security (p. 1188) (SSL/TLS) 証明書を AWS のサービス サービスで使用するため
に、プロビジョニング、管理、デプロイするためのウェブサービス。
See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/.

action API 関数。オペレーションまたはコールとも呼びます。プリンシパル (p. 1170) に
実行のアクセス許可があるアクティビティ。「A は、条件 D に該当する C を対
象とするアクション B の実行を許可または禁止されている」というポリシーにお
いては、文字通り B がアクションに相当します。たとえば、ジェーンが Amazon 
SQS (p. 1183) に というリクエストを送信します。Action=ReceiveMessage

CloudWatch (p. 1135): アラームのステータスが変更されると開始されるレスポン
ス (例えば OK から ALARM に変更された場合)。ステータスの変更は、メトリクス
がアラームのしきい値に達した場合、または SetAlarmState リクエストによっ
て、発生する可能性があります。それぞれのアラームでは、各ステータスに 1 つ
以上のアクションを割り当てることができます。アクションを割り当てたステー
タスにアラームが変更されるたびにアクションが実行されます。アクションの例
には、Amazon SNS (p. 1182) 通知、Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144) ポリ
シー (p. 1169) の実行、および  Amazon EC2 インスタンス (p. 1145)の停止/終了
アクションが含まれます。

アクティブで信頼されたキー
グループ

Amazon CloudFront のディストリビューションに対してアクティブな 信頼でき
るキーグループ (p. 1189)、および各キーグループの公開キーの ID を示すリス
ト。CloudFront は、これらのキーグループの公開キーを使用して、CloudFront が
署名付き URL と署名付き Cookie の署名を検証できるようにします。

有効な信頼済み署名者 「」を参照してくださいアクティブで信頼されたキーグループ (p. 1127)

追加認証データ ヘッダーやその他の環境に応じたメタデータなど、整合性を確認したが暗号化され
ていないことを確認した情報。

管理上の停止 Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144) は、繰り返しインスタンスの起動に失敗する
Auto Scaling グループ (p. 1131) のプロセスを停止することがあります。管理上
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の停止が最もよく起こる Auto Scaling グループでは、実行中のインスタンスがな
く、24 時間以上インスタンスの起動を試みても、成功しませんでした。

アラーム 指定した期間、1 つのメトリクスを監視し、Amazon SNS (p. 1182) トピッ
ク (p. 1188) または Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144) ポリシー (p. 1169) を開
始する項目。これらのアクションは、メトリクスの値が所定の時間の間にしきい値
を超えた場合に開始されます。

許可 IAM (p. 1153) による ポリシー (p. 1169) アクセスが評価されたときの 2 つの可能
な結果のうちの 1 つ (もう 1 つは 拒否 (p. 1142))。ユーザーが AWS にリクエスト
を行うと、AWS がユーザーに適用されるすべての許可に基づいてリクエストを評
価し、許可または拒否を返します。

Amazon マシンイメージ (AMI) Amazon マシンイメージ (AMI) は、Amazon EBS (p. 1144) または Amazon 
S3 (p. 1176) に保存されている暗号化されたマシンイメージです。AMI は、コン
ピュータのルートドライブのテンプレートと同様に機能します。オペレーティン
グシステムが置かれており、ソフトウェアのほか、データベースサーバー、ミド
ルウェア、ウェブサーバーなどのアプリケーションのレイヤーも含むことができま
す。

Amazon Web Services (AWS) あらゆる規模の企業に対応する、クラウド上のインフラストラクチャウェブサービ
スのプラットフォーム。
See Also https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/.

AMI See Amazon マシンイメージ (AMI).

Amplify AWS Amplify は、フロントエンドのウェブデベロッパーやモバイルデベロッ
パーが、AWS が提供する安全でスケーラブルなフルスタックアプリケーション
を構築してデプロイするために使用できる完全なソリューションです。Amplify 
は、Amplify Hosting (p. 1128) とAmplify Studio (p. 1128) の 2 つのサービスを提供
します。
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify Android Amplify Android は、多くの AWS のサービス で特定のユースケースに対応するイ
ンターフェースを提供するオープンソースクライアントライブラリのコレクション
です。AWS によって強化されたネイティブ Android アプリケーションをビルドす
るには、Amplify Android がおすすめです。
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify Hosting AWS Amplify Hosting はフルマネージドの継続的インテグレーションと継続的デリ
バリー (CI/CD) およびホスティングサービスで、高速で安全かつ信頼性の高い静的
アプリケーションやサーバーサイドレンダリングアプリ向けです。Amplify Hosting 
は、継続的なデプロイでフルスタックのサーバーレスウェブアプリケーションをホ
ストするための Git ベースのワークフローを提供します。
See Also https://aws.amazon.com/amplify/hosting/ .

Amplify iOS Amplify iOS は、多くの AWS のサービス にわたる特定のユースケースのインター
フェイスを提供するオープンソースクライアントライブラリのコレクションで
す。Amplify iOS は AWS によって強化されたネイティブ iOS アプリケーションを
構築するための推奨される方法です。
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify Studio AWS Amplify Studio は、ウェブデベロッパーやモバイルデベロッパーがフルス
タックアプリケーションのフロントエンド UI コンポーネントとバックエンド環境
を構築するために使用できるビジュアル開発環境です。
See Also https://aws.amazon.com/amplify/studio/ .

分析スキーム CloudSearch (p. 1135): ステミングを制御し、ストップワードとシノニムを設定す
るためにテキストフィールドに適用される、言語固有のテキストの分析オプション
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API Gateway Amazon API Gateway は、開発者が API を作成、配布、保守、監視、保護するた
めに規模に関係なく使用できるフルマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/api-gateway.

AWS App2Container AWS App2Container は、.NET および Java アプリケーションをコンテナ化された
アプリケーションに移行することで最新化する変換ツールです。
See Also https://aws.amazon.com/app2container.

AWS AppConfig AWS AppConfig は、新しいコードをデプロイせずに実行時にソフトウェアを更新
するために使用されるサービスです。AWS AppConfig を使用すると、機能フラグ
とアプリケーション構成を設定、検証、およびデプロイできます。
See Also https://aws.amazon.com/systems-manager/features/appconfig.

Amazon AppFlow Amazon AppFlow は、Software as a Service (SaaS) アプリケーションと AWS の
サービス の間でデータを安全に転送するために使用できるフルマネージド統合
サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/appflow.

同時接続の Elastic Beanstalk (p. 1145): 環境、バージョン、環境設定などの、コンポーネント
の論理コレクション。アプリケーションの概念はフォルダと似ています。

CodeDeploy (p. 1136): デプロイするアプリケーションを一意に識別する名
前。AWS CodeDeploy はこの名前を使用して、デプロイ中にリビジョン、デプロ
イ設定、およびデプロイグループの正しい組み合わせが参照されるようにします。

Application Auto Scaling AWS Application Auto Scaling は、Amazon ECS サービス、Amazon EMR クラス
ター、DynamoDB テーブルなど、Amazon EC2 の枠を超えた AWS リソースに対
する自動スケーリングを設定するために使用できるウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

アプリケーション請求書 お客様が購入した Amazon DevPay 製品を管理する場所。ウェブアドレスは http:// 
www.amazon.com/dp-applications です。

Application Composer AWS Application Composer は、複数のAWS のサービス からサーバーレスアプリ
ケーションを構築するために使用できるビジュアルデザイナーです。アプリケー
ションを設計すると、Application Composer は CloudFormation (p. 1135) と AWS 
SAM (p. 1177) テンプレートリソースを含む YAML テンプレートを自動的に生成
します。
See Also https://aws.amazon.com/application-composer/ .

Application Cost Profiler AWS Application Cost Profiler を使用してソフトウェアアプリケーションによって
使用される共有 AWS リソースの消費を追跡し、テナントベース全体の詳細なコス
ト内訳をレポートするソリューションです。
See Also https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-
profiler/.

Application Discovery Service AWS Application Discovery Service は、サーバー、仮想マシン、アプリケーショ
ン、アプリケーション、アプリケーションの依存関係、およびネットワークイン
フラストラクチャなどのデータセンター内の IT アセットを特定することによって 
AWS への移行の計画を支援するウェブサービス。
See Also https://aws.amazon.com/application-discovery/.

アプリケーションリビジョン CodeDeploy (p. 1136): ソースコード、ウェブページ、実行可能ファイル、デプ
ロイスクリプトなどのソースコンテンツを含むアーカイブファイルが、アプリ
ケーション仕様ファイル (p. 1130) と共に含まれます。リビジョンは、Amazon 
S3 (p. 1176) バケット (p. 1132)または GitHub (p. 1151) リポジトリに格納され
ます。Amazon S3 では、リビジョンの Amazon S3 オブジェクトキー、ETag、
バージョン、またはその両方により、リビジョンが一意に識別されます。GitHub 
では、コミット ID により、リビジョンが一意に識別されます。
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アプリケーション仕様ファイ
ル

CodeDeploy (p. 1136): アプリケーションリビジョンのソースファイルを、インス
タンス上の宛先にマッピングするために使用される、YAML 形式のファイル。この
ファイルは、デプロイされるファイルでカスタムのアクセス許可を指定し、デプロ
イプロセスのさまざまなステージの各インスタンスで実行されるスクリプトを指定
するためにも使用されます。

アプリケーションバージョン] Elastic Beanstalk (p. 1145): アプリケーションに固有に繰り返し付けられ、機能的
に一貫性のある、デプロイ可能な一連のアプリケーションコードを示します。バー
ジョンはアプリケーションコードが含まれる Amazon S3 (p. 1176) オブジェクト 
(JAVA WAR ファイル) をポイントしています。

AppSpec ファイル See アプリケーション仕様ファイル.

AppStream 2.0 Amazon AppStream 2.0 は、デスクトップアプリケーションを書き換えることな
く、ユーザーにそのアプリケーションをストリーミングするための、完全マネージ
ド型のセキュアなサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/appstream/.

AWS AppSync AWS AppSync は、リアルタイムのデータ同期機能とオフラインプログラミング機
能を備えた、エンタープライズレベルの完全マネージド型の GraphQL サービスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/appsync/.

ARN See Amazon リソースネーム (ARN).

アーティファクト CodePipeline (p. 1136): パイプラインで処理されるファイルまたは変更のコピー。

非対称暗号化 パブリックキーとプライベートキーを両方使用する暗号化 (p. 1147)です。

非同期バウンス レシーバー (p. 1173) が最初に E メールメッセージの配信を承諾し、その後メッ
セージの配信に失敗したときに発生する バウンス (p. 1132) のタイプ。

Athena Amazon Athena は、Amazon S3 内のデータを ANSI SQL を使用して分析するの
に使用できるインタラクティブなクエリサービスです。Athena はサーバーレスの
ため、インフラストラクチャを管理する必要がありません。Athena は自動的にス
ケーリングされ、使いやすいので、数秒でデータセットの分析を開始できます。
See Also https://aws.amazon.com/athena/.

アトミックカウンタ DynamoDB: 他の書き込みリクエストを妨害せずに、既存の属性の値をインクリメ
ントまたはデクリメントする方法。

属性 基盤となるデータ要素であり、それ以上分割する必要がないものです。DynamoDB 
内の属性は、多くの点で他のデータベースシステムのフィールドや列に似ていま
す。

Amazon Machine Learning: 1 つのデータセットの監視にある一意の名前付きのプ
ロパティです。スプレッドシートまたはコンマ区切り値 (.csv) ファイルなどの、表
形式のデータ。列見出しは属性を表し、行には各属性の値が表示されます。

AUC 曲線の下の領域。バイナリ分類の機械学習の品質を評価する、業界標準のメトリク
スです。AUC は、モデルの能力を測定して、「正」である肯定的な例には「誤」
である否定的な例よりも、高いスコアを予測します。AUC のメトリクスは 0 から 
1 の 10 進値を返します。1 に近い AUC 値は、極めて正確な ML モデルであること
を示します。

Aurora Amazon Aurora は、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率性
を備え、商用データベースの可用性とスピードをあわせ持ったフルマネージド型 
MySQL と互換性のあるリレーショナルデータベースエンジンです。
See Also https://aws.amazon.com/rds/aurora/.
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認証されている暗号化 暗号化されたデータの機密性、データ整合性、および信頼性を保証する暗号
化 (p. 1147)です。

認証 ID をシステムに証明するプロセス。

AWS Auto Scaling AWS Auto Scaling は、アプリケーションの一部であるスケーラブルな AWS リ
ソースをすばやく検出し、動的なスケーリングを設定するために使用できるフルマ
ネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

Auto Scaling グループ 似た特性を共有し、インスタンスのスケーリングと管理を行うための論理グループ
として扱われる、複数の EC2 インスタンス (p. 1145)を表します。

アベイラビリティーゾーン リージョン (p. 1173) 内の仕切られた場所。他のアベイラビリティーゾーンに障害
が発生してもその影響を受けず、低コスト、低レイテンシーで同一リージョン内の
他のアベイラビリティーゾーンに接続できます。

AWS See Amazon Web Services (AWS).

B
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

Backint エージェント AWS Backint Agent for SAP HANA は、クラウド内の Amazon EC2 インスタンス
で実行される SAP HANA ワークロード向けの SAP 認定のバックアップおよび復元
ソリューションです。
See Also https://aws.amazon.com/backint-agent.

AWS Backup AWS Backup は、クラウド内およびオンプレミスの AWS のサービス 全体での
データのバックアップを一元化および自動化するために使用できるマネージド型の
バックアップサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/backup/.

基本モニタリング 5 分間隔で派生する AWS 提供のメトリクスのモニタリング。

バッチ See ドキュメントバッチ.

バッチ予測 Amazon Machine Learning: 入力データの監視を非同期的に一度に処理するオペ
レーション。リアルタイムの予測とは異なり、バッチ予測はすべての予測が処理さ
れるまで使用できません。
See Also リアルタイム予測.

BGP ASN Border Gateway Protocol Autonomous System Number は、BGP ルーティングで
使用される、ネットワークの一意の識別子です。Amazon EC2 (p. 1144) は、1～
65335 の範囲 (予約されている 7224 を除く) の 2 バイトの ASN の番号をすべてサ
ポートしています。

請求 See the section called “請求情報とコスト管理”.

請求情報とコスト管理 AWS Billing and Cost Management は、サービスをオンデマンドで必要に応じたボ
リュームだけ使用し、それに対する料金を支払う AWS クラウド のコンピューティ
ングモデル。お客様のアカウントでリソース (p. 1175)がアクティブになっている
間は、これらのリソース割り当ての料金と、そのリソースに付随する利用 (データ
転送やストレージの割り当てなど) の料金をお支払いいただきます。
See Also https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/.
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バイナリ属性 Amazon Machine Learning: 可能性のある 2 つの有効値のうちの、どちらかの属
性。有効な正の値は、1、y、yes、t、および true の回答です。有効なの負の値
は、0、n、no、f、false です。Amazon Machine Learning は、正の値の場合の出力
は 1 を、負の値の場合の出力は 0 を出力します。
See Also 属性.

バイナリ分類のモデル Amazon Machine Learning: 解がバイナリ変数で表現できる質問に対する回答を予
測する機械学習モデル。例えば、「1」または「0」、「yes」または「no」、「ク
リックする」または「クリックしない」で答える質問は、バイナリの解を持つ質問
です。バイナリ分類モデルの結果は必ず、「1」 (「true」または正の回答) または
「0」 (「false」または負の回答) のいずれかになります。

ブロック データセット。Amazon EMR (p. 1147) では、大量のデータがサブセットに分割さ
れます。各サブセットは、データブロックと呼ばれます。Amazon EMR では、各
ブロックに ID が割り当てられ、ハッシュテーブルを使用してブロックの処理が追
跡されます。

ブロックデバイス 固定サイズのブロック、セクタ、またはクラスターでデータの読み取りおよび (任
意で) 書き込みをサポートするストレージデバイス。

ブロックデバイスマッピング インスタンスにアタッチされたブロックデバイスを指定した、すべての
AMI (p. 1128) と インスタンス (p. 1155) のマッピング構造。

AWS Blockchain Templates See Managed Blockchain.

ブルー/グリーンデプロイ CodeDeploy: デプロイグループのインスタンス (元の環境) を別のインスタンスの
セット (置き換え先環境) に置き換えるデプロイ方法。

ブートストラップアクション Hadoop (p. 1152) が開始する前に、ジョブフローのすべてのノードでスクリプト
またはアプリケーションを実行する、ユーザー指定のデフォルトまたはカスタムの
アクション。

ボーダーゲートウェイプロト
コル (BGP) 自律システム番号 
(ASN)

See BGP ASN.

バウンス 失敗した E メール配信。

Braket Amazon Braket は、量子アルゴリズムを実行して研究や発見を推進するフルマネー
ジド量子コンピューティングサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/braket.

超過 Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144): ユーザー設定のしきい値 (上限または下限の
境界) が渡される条件。超過の継続時間が重要な場合は、超過時間パラメータで設
定すると、規模の拡大や縮小 (p. 1177) を開始できることがあります。

bucket Amazon S3 (p. 1176): 格納されるオブジェクトのコンテナ。すべてのオブジェク
トはバケット内に格納されます。例えば、photos/puppy.jpg という名前のオブ
ジェクトが DOC-EXAMPLE-BUCKET というバケットに格納されている場合、権限
があるユーザーは https://s3-bucket-endpoint/DOC-EXAMPLE-BUCKET/
photos/puppy.jpg という URL を使ってそのオブジェクトにアクセスできま
す。

バケット所有者 Amazon S3 (p. 1176) の bucket (p. 1132) を所有する人または組織。Amazon が 
Amazon.com というドメイン名の唯一の所有者であるように、バケットは、1 人の
個人または 1 つの組織のみが所有できます。

バンドル Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128) を作成するために一般的に使用される用
語。これは特に instance store-backed AMI (p. 1155) を作成することを示します。
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C
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

キャッシュクラスター 複数のキャッシュノード (p. 1133)に分散された論理キャッシュ。キャッシュクラ
スターには、特定の数のキャッシュノードを設定できます。

キャッシュクラスター識別子 お客様が提供するキャッシュクラスター用の識別子で、AWS リージョン (p. 1173)
内のお客様について一意である必要があります。

キャッシュエンジンバージョ
ン

キャッシュノードで実行中の Memcached サービスのバージョン。

キャッシュ ノード セキュリティで保護され、ネットワークに接続している RAM の固定サイズの断
片。各キャッシュノードでは、Memcached サービスのインスタンスが実行され、
それぞれの DNS 名とポートを持っています。それぞれ関連付けられている異なる
メモリ量で、複数のタイプのキャッシュノードがサポートされています。

キャッシュノードタイプ キャッシュノードを実行するために使用される EC2 インスタンス (p. 1145) タイ
プ

キャッシュパラメータグルー
プ

1 つ以上のキャッシュクラスターに適用できる、キャッシュエンジンパラメータ用
のコンテナ。

キャッシュセキュリティグ
ループ

コンソール、API またはコマンドラインツールを通じて指定された Amazon 
EC2 (p. 1144) セキュリティグループ (p. 1179)に属する、ホストのキャッシュ
ノードに対するインバウンド許可を統合する ElastiCache によって維持されるグ
ループ。

キャンペーン Amazon Personalize (p. 1169): 専用のプロビジョンドトランザクション容量を搭
載した、デプロイ済みのソリューションバージョン (トレーニング済みモデル)。ア
プリケーションユーザー向けのリアルタイム推奨事項を作成します。キャンペー
ンを作成したら、getRecommendations または getPersonalizedRanking の
パーソナライゼーション操作を使用して推奨事項を取得します。
See Also 推奨事項, ソリューションバージョン.

既定アクセスポリシー bucket (p. 1132) やオブジェクトに適用できる標準のアクセスコントロールポリ
シー。private、public-read、public-read-write、authenticated-read のオプションが
あります。

正規化 Amazon S3 (p. 1176) などのサービスが認識できる、スタンダード形式にデータを
変換するプロセス。

容量 同時にコンピューティングできるサイズの合計。各Auto Scaling グルー
プ (p. 1131)は、最小のコンピューティングサイズと最大のコンピューティングサ
イズとともに定義されます。定義された最小値と最大値の範囲で、規模の拡大や縮
小 (p. 1177) が容量を増大または縮小させます。

直積集合 複数セットから積を返す算術演算。

直積計算プロセッサ デカルト積を計算するプロセッサ。別名、デカルトデータプロセッサです。

AWS CDK AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラク
チャを定義し、AWS CloudFormation を通じてプロビジョニングするための、オー
プンソースのソフトウェア開発フレームワーク
See Also https://aws.amazon.com/cdk/.
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CDN See コンテンツ配信ネットワーク (CDN).

証明書 一部の AWS 製品が AWS アカウント (p. 1127) およびユーザーの認証に使用する
認証情報。別名 X.509 証明書 (p. 1192) です。証明書はプライベートキーと組み合
わせられます。

請求対象リソース 使用時に料金がかかる機能またはサービス。一部の AWS 製品は無料ですが、
料金が含まれるものもあります。例えば、CloudFormation (p. 1135) スタッ
ク (p. 1184)では、作成された AWS リソース (p. 1175)に料金が発生します。請求
される金額は、使用量によって異なります。Amazon Web Services のシンプルな
月次計算機を使用して、インスタンス、スタック、またはその他のリソースを作成
する前のコストを見積もります。

AWS Chatbot AWS Chatbot は、Slack チャンネルと Amazon Chime チャットルームの AWS リ
ソースの監視、トラブルシューティング、運用を容易にするインタラクティブエー
ジェントです。
See Also https://aws.amazon.com/chatbot.

Amazon Chime Amazon Chime は安全でリアルタイムの統一されたコミュニケーションサービスで
あり、会議をより効率的かつ簡単に行うことで会議を変革します。
See Also https://aws.amazon.com/chime/.

CIDR ブロック クラスレスドメイン間ルーティング。インターネットプロトコルアドレスの割り当
てとルート集計方法。
See Also クラスレスドメイン間ルーティング on Wikipedia.

暗号化テキスト 暗号化されていない情報である プレーンテキストが使用されます (p. 1169) とは対
照的に、暗号化された (p. 1147)情報。

分類 機械学習では、データサンプルを単一のカテゴリまたは「クラス」に配置 (分類) 
しようとする問題のタイプを指します。多くの場合、分類問題は 2 つのカテゴリ 
(クラス) から 1 つを選択するようモデル化されます。これらはバイナリ分類問題で
す。3 つ以上のカテゴリ (クラス) がある問題は、「多クラス分類」問題と呼ばれま
す。
See Also バイナリ分類のモデル, 複数クラスの分類モデル.

クライアント VPN AWS Client VPN は、リモートクライアントが Open VPN ベースのソフトウェアク
ライアントを使用して、AWS リソースに安全にアクセスするために使用できるク
ライアントベースのマネージド VPN サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/vpn/client-vpn.

AWS Cloud Control API AWS Cloud Control API は、開発者がサポートされているクラウドインフラストラ
クチャを作成、読み取り、更新、削除、リスト出力するために使用できる標準化さ
れたアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) の集合です。
See Also https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi.

Cloud Directory Amazon Cloud Directory は、アプリケーションの多階層データ用に高スケーラブル
なディレクトリストアを提供するサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/cloud-directory/.

AWS Cloud Map AWS Cloud Map は、アプリケーションが依存するバックエンドサービスとリソー
スのマップを作成および維持するために使用するサービスです。AWS Cloud Map 
では、AWS クラウド リソースに名前を付けて、検出することができます。
See Also https://aws.amazon.com/cloud-map.

クラウドサービスプロバイ
ダー (CSP)

クラウドサービスプロバイダーは、サブスクライバーにインターネットホストコン
ピューティング、ストレージ、ソフトウェアサービスへのアクセスを提供する企業
です。

AWS クラウド WAN AWS クラウド WAN は、統一されたグローバルネットワークの構築、管理、監視
に使用されるマネージドワイドエリアネットワーキングサービスです。
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See Also https://aws.amazon.com/cloud-wan.

AWS Cloud9 AWS Cloud9 は、コードの記述、実行、デバッグに使用するクラウドベースの統合
開発環境 (IDE) です。
See Also https://aws.amazon.com/cloud9/.

CloudFormation AWS CloudFormation は、関連する AWS リソース (p. 1175)を 1 つの単位として
一緒に作成および削除するテンプレートを記述または変更するためのサービスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/cloudformation.

CloudFront Amazon CloudFront は、ウェブサイトやアプリケーションのパフォーマンス、信頼
性、および可用性を向上させる AWS のコンテンツ配信サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/cloudfront.

CloudHSM AWS CloudHSM は、専用ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) アプライア
ンスを AWS クラウド 内で使用することによって、データセキュリティに対する会
社、契約上、または法令で定められた要件の遵守を支援するウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/cloudhsm/.

CloudSearch Amazon CloudSearch は、ウェブサイトまたはアプリケーション向けの検索ソ
リューションの設定、管理、スケーリングに使用できる AWS クラウド の完全マ
ネージド型サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/cloudsearch/.

CloudTrail AWS CloudTrail はお客様のアカウントの AWS API コールを記録し、ログファイル
をお客様に送信するウェブサービスです。記録される情報には、API コール元のア
イデンティティ、API コールの時刻、API コール元のソース IP アドレス、リクエ
ストパラメータおよび AWS のサービス から返されたレスポンス要素が含まれま
す。
See Also https://aws.amazon.com/cloudtrail/.

CloudWatch Amazon CloudWatch は、さまざまなメトリクスをモニタリング、および管理し
て、それらのメトリクスのデータに基づいてアラームのアクションを設定できる
ウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Events Amazon CloudWatch Events は、AWS リソース (p. 1175)での変更を示すシステ
ムイベントのほぼリアルタイムのストリームを Lambda (p. 1159) 関数、Kinesis 
Data Streams (p. 1159) のストリーム、Amazon SNS (p. 1182) トピック、または
組み込みターゲットに配信するために使用できるウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Logs Amazon CloudWatch Logs は、既存のシステム、アプリケーション、およびカス
タムログファイルから、システムとアプリケーションをモニタリングしてトラブル
シューティングのためのウェブサービスです。既存のログファイルを CloudWatch 
Logs に送信し、送信したログをほぼリアルタイムにモニタリングできます。
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

クラスター タスク (p. 1186)を配置できるコンテナインスタンス (p. 1138)の論理的なグルー
プ。

OpenSearch Service (p. 1167): Amazon OpenSearch Service (OpenSearch 
Service) の実行と OpenSearch Service ドメインの運用に必要な 1 つ以上のデータ
ノード、オプションの専用マスターノード、ストレージの論理グループ。
See Also データノード, 専用マスターノード, node.

クラスターコンピューティン
グインスタンス

強化されたネットワークパフォーマンスと優れた CPU パワーを組み合わせて提
供する、インスタンス (p. 1155)により、ハイパフォーマンスコンピューティング 
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(HPC) アプリケーションとその他のリクエストが厳しいネットワークバウンドアプ
リケーションに最適となります。

クラスタープレイスメントグ
ループ

インスタンス (p. 1155)間の低レイテンシーで高帯域の接続を提供する論理的なク
ラスターコンピューティングインスタンス (p. 1135)グループ。

クラスターステータス OpenSearch Service (p. 1167): クラスターの状態のインジケータ。ステータス
は、緑、黄、赤のいずれかで表示されます。シャードのレベルで、緑はすべての
シャードがクラスター内のすべてのノードに割り当てられたことを、黄色はプラ
イマリシャードが割り当てられたがレプリカシャードは割り当てられていないこと
を、赤は 1 つ以上のインデックスのプライマリシャードとレプリカシャードが割り
当てられていないことを表します。シャードのステータスによりインデックスのス
テータスが決まり、インデックスのステータスによりクラスターのステータスが決
まります。

CNAME 正規名レコード。ドメイン名が別の正規ドメイン名のエイリアスであることを指定
する、ドメイン名システム (DNS) 内の リソースレコード (p. 1175) のタイプ。具
体的には、1 つの完全修飾ドメイン名に別の完全修飾ドメイン名をエイリアスとし
て提供するために使用する、DNS テーブルへのエントリです。

Code Signing for AWS IoT Amazon Web Services (AWS) でサポートされている任意の IoT デバイス用に作成
する署名コード用のサービス

CodeBuild AWS CodeBuild はフルマネージド型の継続的統合サービスであり、このサービス
により、ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、デプロイ可能なソフト
ウェアパッケージを作成できます。
See Also https://aws.amazon.com/codebuild.

CodeCommit AWS CodeCommit は、安全でスケーラビリティの高いプライベート Git リポジト
リを会社でホストするために使用できる完全マネージド型のソース管理サービスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/codecommit.

CodeDeploy AWS CodeDeploy は、EC2 インスタンス (p. 1145)およびオンプレミスで実行中
のインスタンス (p. 1155)を含む、さまざまなインスタンスへのコードのデプロイ
を自動化するサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/codedeploy.

AWS CodeDeploy エージェン
ト

AWS CodeDeploy エージェントソフトウェアパッケージをインスタンスにインス
トールして設定すると、そのインスタンスを CodeDeploy デプロイで使用できるよ
うになります。

CodeGuru Amazon CodeGuru は、コードレビューを自動化し、インテリジェントな推奨を提
供してアプリケーションのパフォーマンスを最適化する開発者ツールの集合です。
See Also https://aws.amazon.com/codeguru.

CodePipeline AWS CodePipeline は、速度と信頼性に優れたアプリケーション更新を可能にする
継続的デリバリーサービスですです。
See Also https://aws.amazon.com/codepipeline.

Amazon Cognito Amazon Cognito は、モバイルユーザーデータを AWS クラウド に保存するために
使用できるウェブサービスです。バックエンドコードの記述やインフラストラク
チャの管理は必要ありません。保存できるモバイルユーザーデータの例には、アプ
リケーションの設定やゲームの状態などがあります。Amazon Cognito では、モバ
イル認証管理や複数のデバイス間のデータ同期を行うことができます。
See Also https://aws.amazon.com/cognito/.

AWS CLI AWS Command Line Interface は、AWS のサービス を管理するための、ダウン
ロードおよび設定が可能な統合ツールです。複数の AWS のサービス をコマンドラ
インから制御したり、スクリプトで自動化したりできます。
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See Also https://aws.amazon.com/cli/.

苦情 受取人 (p. 1173) は E メールの受信を希望しないが、E メールクライアント内で 
[Mark as Spam] (スパムとしてマークする) を選択すると、インターネットサービ
スプロバイダー (ISP) (p. 1155) が Amazon SES (p. 1181) に通知を送信しするイ
ベントです。

複合クエリ CloudSearch (p. 1135): Amazon CloudSearch 構造化検索の構文を使用して、複数
の検索条件を指定する検索リクエスト。

Amazon Comprehend Amazon Comprehend は、機械学習を使用してテキスト内でインサイトや関係性を
検出する自然言語処理 (NLP) サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/.

Amazon Comprehend Medical Amazon Comprehend Medical は、機械学習 (ML) を使用する HIPAA 対応の自然言
語処理 (NLP) サービスであり、処方、治療、診断などの医療テキストから医療デー
タを抽出するように事前にトレーニングされています。
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/medical.

条件 IAM (p. 1153): アクセス許可に関する制限または詳細。「A は、条件 D が適用され
る状況で C に対して B を実行するアクセス許可がある」というステートメントで
は、条件は D です。

AWS WAF (p. 1191): Amazon CloudFront (p. 1135) ディストリビューションなど
の AWS リソース (p. 1175)へのウェブリクエストで AWS WAF が検索する一連
の属性。条件には、ウェブリクエストが発生する IP アドレスや、リクエストヘッ
ダー内の値などの値を含めることができます。指定の条件に基づいて、AWS リ
ソースへのウェブリクエストを許可またはブロックするように AWS WAF を設定
できます。

条件パラメータ See マッピングを.

AWS Config AWS Config は、セキュリティや管理面を向上するため、AWS リソース (p. 1175)
在庫、設定履歴、設定変更の通知を提供する完全マネージド型サービスで
す。AWS が記録する AWS Config リソースの構成を自動で確認するルールを作成
できます。
See Also https://aws.amazon.com/config/.

設定 API/ CloudSearch (p. 1135): 検索ドメインを作成、設定、管理するために使用する API 
コール。

設定テンプレート AWS の各種製品のパラメータを定義して、Elastic Beanstalk (p. 1145) がそれらを
環境にプロビジョニングできるようにする一連のキーと値のペア。

Amazon Connect Amazon Connect は、セルフサービスで設定でき、動的で個人向けの自然なカスタ
マーエンゲージメントをあらゆる規模で提供するサービスソリューションです。
See Also https://aws.amazon.com/connect/.

整合性モデル 高可用性を実現するためにサービスが使用する方法。例えば、データセンター内の
複数のサーバー間でデータを複製する可能性があります。
See Also 最終的な一貫性.

console See AWS Management Console.

Console Mobile Application AWS Console Mobile Application では、AWS のお客様は特定のリソースを監視お
よび管理できるため、外出先でも常に最新情報を入手して、AWS リソースに接続
できます。
See Also https://aws.amazon.com/console/mobile.

一括決済 複数の AWS アカウント の支払いを統合するための AWS Organizations サービス
の機能。AWS アカウント が含まれる組織を作成し、組織の管理アカウントを使用
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して、すべてのメンバーアカウントの料金を支払います。組織内のすべてのアカウ
ントで発生した AWS コストのビューを組み合わせて表示して、各アカウントの詳
細なコストレポートを確認できます。

コンテナ コンテナは、アプリケーションコードと関連するすべての依存関係を含むソフト
ウェアの標準単位です。

コンテナの定義 コンテナ定義では、Amazon ECS での コンテナ (p. 1138)の実行に関連する詳細を
指定します。具体的には、どのコンテナイメージを使用するか、コンテナにどのく
らいの CPU とメモリが割り当てられているかなどの詳細をコンテナ定義で指定し
ます。コンテナ定義は Amazon ECS タスク定義 (p. 1186)の一部として含まれてい
ます。

コンテナインスタンス コンテナインスタンスは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コン
テナエージェントを実行していて、クラスター (p. 1135)に登録されている、セル
フマネージド型の EC2 インスタンス (p. 1145)かオンプレミスのサーバーまたは仮
想マシン (VM) です。コンテナインスタンスは、Amazon ECS ワークロードが実行
されるインフラストラクチャの役割を果たします。

コンテナレジストリ コンテナレジストリは、コンテナイメージを格納するリポジトリの集合です。1 つ
の例は Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) です。

コンテンツ配信ネットワーク 
(CDN)

データセンターの世界的なネットワークを使用して、ユーザーに対する静的および
動的ウェブコンテンツ (.html、.css、.js、メディアファイル、イメージファイルな
ど) の配信を高速化するウェブサービスです。ユーザーがコンテンツをリクエスト
すると、そのリクエストは最もレイテンシー (遅延時間) が低いデータセンターに
ルーティングされます。レイテンシーが最も低いロケーション内にコンテンツがす
でに存在している場合、CDN はそのコンテンツを即時に配信します。そうでない
場合、CDN は指定されたオリジン (例えば Amazon S3 バケットやウェブサーバー) 
からそのコンテンツを取得します。一部の CDN では、ユーザーとデータセンター
間、およびデータセンターとオリジン間で HTTPS 接続を設定することで、コンテ
ンツを安全に保つことができます。Amazon CloudFront は CDN の一例です。

コンテキストメタデータ Amazon Personalize (p. 1169): イベント (クリックなど) が発生したときに、ユー
ザーの閲覧コンテキスト (使用デバイスや場所など) について収集するやり取り
データ。コンテキストメタデータは、新規ユーザーおよび既存のユーザーに対する
推奨事項の関連性を向上させることができます。
See Also データセットとのやり取り, event.

継続的デリバリー コードを変更するソフトウェア開発のベストプラクティスは、本稼働環境への公開
を自動的にビルド、テスト、準備します。
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/.

継続的インテグレーション 自動化されたビルドとテストが実行された後、デベロッパーがコードの変更をセン
トラルリポジトリに日常的にマージするソフトウェア開発業務。
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/.

AWS Control Tower AWS Control Tower は、安全な複数アカウント AWS 環境をセットアップおよび管
理するために使用されるサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/controltower.

クールダウン期間 Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144) が Auto Scaling グループ (p. 1131) の必要な
サイズを、CloudWatch (p. 1135) アラーム (p. 1128) からのその他の通知によって
変更できないようにする期間。

コアノード マップを実行してタスクを軽減し、Hadoop Distributed File System (HDFS) を使
用してデータを保存するEC2 インスタンス (p. 1145)。Hadoop (p. 1152)コアノー
ドは、ノードに Hadoop タスクを割り当て、ステータスをモニタリングする マス
ターノード (p. 1162)によって管理されます。コアノードとして割り当てる EC2 イ
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ンスタンスが、実行するジョブフロー全体で配分する必要がある容量です。コア
ノードにはデータが格納されるため、コアノードをジョブフローから削除すること
はできません。しかし、実行中のジョブフローにコアノードを追加することはでき
ます。

コアノードは、DataNodes と TaskTracker の両方の Hadoop デーモンを実行しま
す。

コーパス CloudSearch (p. 1135): 検索するデータのコレクション。

Corretto Amazon Corretto は、Open Java Development Kit (OpenJDK) の、マルチプラット
フォーム対応の本番稼働可能な、無償ディストリビューションです。
See Also https://aws.amazon.com/corretto/.

カバレッジ Amazon Personalize (p. 1169): やり取りデータセットと製品データセットにある
一意の製品の総数から、Amazon Personalize がモデルの使用を推奨する可能性の
ある個別製品の割合を示す評価指標。Amazon Personalize により多くの製品を推
奨するには、カバレッジスコアが高いモデルを使用します。ユーザーのパーソナ
ライゼーションなど、項目探索を特徴とする recipe は、人気度など、そうでない 
recipe よりもカバー率が高くなります。
See Also メトリクス, 製品データセット, データセットとのやり取り, 製品調査,
user-personalization の recipe, popularity-count の recipe.

認証情報ヘルパー CodeCommit (p. 1136): リポジトリに接続するとき、リポジトリの認証情報を保
存して、保存したリポジトリに Git を供給するプログラム。AWS CLI (p. 1136) に
は、CodeCommit リポジトリに接続するとき Git で利用できる認証情報ヘルパーが
含まれます。

認証情報 アクセス認証情報またはセキュリティ認証情報とも呼ばれます。認証および認可
を実行する際にシステムは、誰が呼び出しをしているかを特定し、リクエストされ
たアクセスを許可するかどうかを決定するために認証情報を使用します。 AWS で
は、これらの認証情報は通常 アクセスキー ID (p. 1126) と シークレットアクセス
キー (p. 1179) です。

クロスアカウントアクセス AWS アカウント (p. 1127) のリソース (p. 1175)の限定的な制御された使用を別の 
AWS アカウントのユーザーに許可するプロセス。例えば、CodeCommit (p. 1136)
および CodeDeploy (p. 1136) では、クロスアカウントアクセスを設定して、AWS 
アカウント A のユーザーがアカウント B で作成された CodeCommit リポジ
トリにアクセスすることができます。または、アカウント A で作成された
CodePipeline (p. 1136) 内のパイプラインは、CodeDeploy リソースを使用す
ることができます。IAM (p. 1153) では、ロール (p. 1176) を使用して、ある
アカウント内の ユーザー (p. 1189) への一時的なアクセスを別のリソースに委
任 (p. 1142)することができます。

クロスリージョンレプリケー
ション

異なる AWS リージョン (p. 1173) 間で、データをほぼリアルタイムでレプリケー
トするためのソリューション。

カスタマーゲートウェイ Amazon VPC (p. 1191) により管理されている、ユーザー側の VPN トンネルの横
にある、ルーターまたはソフトウェアアプリケーション。カスタマーゲートウェイ
の内部インターフェイスは、ホームネットワークの 1 つ以上のデバイスにアタッチ
されます。外部インターフェイスは、VPN トンネル全体にわたり仮想プライベー
トゲートウェイ (VGW) (p. 1190)にアタッチされます。

カスタマーマネージドポリ
シー

AWS アカウント (p. 1127) で作成および管理する IAM (p. 1153) マネージドポリ
シー (p. 1161)。

カスタマーマスターキー 
(CMK)

カスタマーマスターキー (CMK) は使用されなくなりました。これらの用語につい
ては、初出箇所は AWS KMS key、以降の箇所は KMS キーに置き換えてありま
す。詳細については、「KMS キー (p. 1159)」を参照してください。
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D
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

ダッシュボード See Service Health Dashboard.

データの整合性 データの書き込みまたは更新が正常に行われ、データのすべてのコピーがすべての
AWS リージョン (p. 1173) で更新されたことを表す概念。しかし、データがすべ
てのストレージの場所に伝達されるには時間がかかります。多様なアプリケーショ
ン要件に対応するために、DynamoDB (p. 1144) では結果整合性のある読み込みと
強力な整合性のある読み込みの両方のオプションがサポートされています。
See Also 最終的な一貫性, 結果的に整合性のある読み込み, 強力な整合性のある読
み込み.

AWS Data Exchange AWS Data Exchange は、クラウドでサードパーティーデータを検索、サブスクラ
イブ、および使用するのに役立つサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/data-exchange.

Amazon Data Lifecycle 
Manager

Amazon Data Lifecycle Manager は、Amazon EBS スナップショットと Amazon 
EBS-backed AMIs (p. 1144) のライフサイクルを自動化および管理する Amazon の
サービスです。

データノード OpenSearch Service (p. 1167): データを保持し、データアップロードリクエスト
に応答する OpenSearch インスタンス。
See Also 専用マスターノード, node.

Data Pipeline AWS Data Pipeline は、異なる AWS のコンピューティングサービスとストレージ
サービス、およびオンプレミスデータソースの間でのデータの処理と移動を、指定
された間隔で実行するためのウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/datapipeline.

データスキーマ See schema.

データソース アプリケーションまたはデータベースにより、必要な情報を提供する、データ
ベース、ファイル、リポジトリ。例えば、OpsWorks (p. 1167) では、有効な
データソースには、スタック MySQL レイヤーの インスタンス (p. 1155) や、
スタック Amazon RDS (p. 1173) サービスレイヤーが含まれます。Amazon 
Redshift  (p. 1173) では、有効なデータソースには、Amazon S3 (p. 1176)
bucket (p. 1132) 内、Amazon EMR (p. 1147) クラスター内、SSH 接続を介してア
クセスできるリモートホスト上にあるテキストファイルが含まれます。
See Also データソース.

データベース エンジン DB インスタンス (p. 1141)で実行されるデータベース ソフトウェアとバージョ
ン 。

データベース名 DB インスタンス (p. 1141)でホストされているデータベースの名前。DB インスタ
ンスは、複数のデータベースをホストできますが、同じ DB インスタンスによりホ
ストされているデータベースはそれぞれ、そのインスタンス内で一意の名前が必要
です。

データセット Amazon Personalize (p. 1169): Amazon Personalize が使用するデータのコンテ
ナ。Amazon Personalize のデータセットには、ユーザー、製品、やり取りの 3 種
類があります。
See Also データセットとのやり取り, ユーザーデータセット, 製品データセット.
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データセットグループ Amazon Personalize (p. 1169): データセット、イベントトラッカー、ソリュー
ション、フィルター、キャンペーン、バッチ推論ジョブを含む、Amazon 
Personalize コンポーネントのコンテナ。データセットグループは、リソースを独
立したコレクションにまとめるため、あるデータセットグループのリソースが他の
データセットグループのリソースに影響を与えることはできません。
See Also データセット, イベントトラッカー, solution, キャンペーン.

データソース Amazon ML (p. 1163): 入力データに関するメタデータを含むオブジェク
ト。Amazon ML は入力データを読み出し、属性の詳細な統計情報をコンピュー
ティングし、データソースオブジェクトの一部として、スキーマとその他の情報と
ともに、統計を保存します。Amazon ML はデータソースを使用して機械学習モデ
ルをトレーニング、評価して、バッチ予測を生成します。
See Also データソース.

DataSync AWS DataSync は、ストレージシステムとサービス間のデータの移動を簡素化、自
動化、および高速化するオンラインデータ転送サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/datasync.

DB コンピューティングクラス インスタンスを実行するために使用される、データベースのコンピューティングプ
ラットフォームのサイズ。

DB インスタンス クラウドで実行される、隔離されたデータベース。DB インスタンスには、複数の
ユーザーが作成したデータベースを含めることができます。

DB インスタンス識別子 DB インスタンスのユーザーが提供する識別子。識別子は、AWS リージョ
ン (p. 1173) でそのユーザーに一意である必要があります。

DB パラメータグループ 1 つ以上の DB インスタンス (p. 1141)に適用されるデータベースエンジンパラ
メータ値のコンテナ。

DB セキュリティグループ DB インスタンス (p. 1141)へのアクセスをコントロールする方法。デフォルト
で、ネットワークアクセスは、DB インスタンスに無効です。インバウンドトラ
フィックが セキュリティグループ (p. 1179) を使用するよう設定されると、同じ
ルールが、そのグループに関連するすべての DB インスタンスに適用されます。

DB スナップショット ユーザーが開始する DB インスタンス (p. 1141) のポイントバックアップ。

Dedicated Host 完全にユーザー専用の EC2 インスタンス (p. 1145) 容量の物理サーバー。

Dedicated Instance ホストのハードウェアレベルで物理的に分離され、インスタンス (p. 1155) 内で起
動される Amazon VPC (p. 1191)。

専用マスターノード OpenSearch Service (p. 1167): クラスター管理タスクを実行する OpenSearch イ
ンスタンス。ただし、データを保持せず、データアップロードリクエストにも応答
しません。Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) では、クラスター
の安定性を向上するために専用マスターノードを使用します。
See Also データノード, node.

ハードウェア専有リザーブド
インスタンス

Amazon VPC (p. 1191) に専有インスタンス (p. 1141)を起動するのに十分な容量
が利用可能であることを保証するために、購入できるオプション。

AWS DeepComposer AWS DeepComposer は、チュートリアル、サンプルコード、トレーニングデータ
を通じて開発者を教育するために特別に設計されたウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/deepcomposer.

AWS DeepLens AWS DeepLens は、AWS のお客様がビジネスニーズに基づいて、信頼できる 
APN テクノロジーパートナーやコンサルティングパートナーを一元的に検索した
り、発見したり、つながったりすることができるツールです。
See Also https://aws.amazon.com/deeplens.
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AWS DeepRacer AWS DeepRacer は、クラウドベースの 3D レーシングシミュレーター、グローバ
ルレーシングリーグ、強化学習によって駆動される完全自律型の1/18スケールの
レースカーです。
See Also https://aws.amazon.com/deepracer.

委任 単一 AWS アカウント (p. 1127) 内: AWS ユーザー (p. 1189) に AWS アカウント
のリソース (p. 1175)へのアクセス権を付与します。

2 つの AWS アカウント 間: リソースを所有するアカウント (信頼するアカウント) 
と、そのリソースにアクセスする必要のあるユーザーが含まれるアカウント (信頼
されるアカウント) 間における信頼をセットアップします。
See Also 信頼ポリシー.

削除マーカー キーとバージョン ID があるが、コンテンツがないオブジェクト。オブジェクト
が削除されると、Amazon S3 (p. 1176) は自動的にバージョン管理されたバケッ
ト (p. 1132)に削除マーカーを挿入します。

配信性能 E メールメッセージが意図した宛先に届く可能性。

配信 一定期間中に、インターネットサービスプロバイダー (ISP) (p. 1155) によって受
信者 (p. 1173)への配信のために受け付けられた Amazon SES (p. 1181) 経由で送
信された E メールメッセージの数。

拒否 効果として拒否を含んでいる ポリシー (p. 1169) ステートメントの結果。特定のア
クションが特定のユーザー、グループ、またはロールに対して明示的に禁止されま
す。明示的な拒否は明示的な許可 (p. 1128)よりも優先されます。

デプロイ設定 CodeDeploy (p. 1136): デプロイ中にサービスにより使用される、一連のデプロイ
ルールと、成功および失敗の条件。

デプロイグループ CodeDeploy (p. 1136): 一連の個別にタグ付けされたインスタン
ス (p. 1155)、Auto Scaling グループ (p. 1131)内の EC2 インスタンス (p. 1145)、
またはその両方。

説明プロパティ CloudFormation (p. 1135) テンプレートの要素を文書化するためにパラメータ、リ
ソース (p. 1175)、リソースプロパティ、マッピング、および出力に追加されるプ
ロパティ。

詳細モニタリング 1 分間隔で派生する AWS 提供のメトリクスのモニタリング。

検出 Amazon Detective は、AWS リソースからログデータを収集し、セキュリティ
の問題や疑わしいアクティビティの根本原因を分析して特定するサービスで
す。Detective 動作グラフは、考えられるセキュリティ問題の性質と範囲を判断
し、効率的な調査を行うために役立つ視覚化を提供します。
See Also https://aws.amazon.com/detective/.

Device Farm AWS Device Farm は、実際に AWS によりホストされている電話やタブレット
で、Android や iOS、およびウェブアプリを物理的にテストしてやり取りできるア
プリテストサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/device-farm/.

Amazon DevOps Guru Amazon DevOps Guru は、アプリケーションの運用パフォーマンスと可用性を向
上させるために設計された、機械学習 (ML) に基づくフルマネージド運用サービス
です。
See Also https://aws.amazon.com/devops-guru/.

ディメンション メトリクスを識別するための追加の情報を含んでいる名前と値のペア (例え
ば、InstanceType=m1.small または EngineName=mysql)。

Direct Connect AWS Direct Connect は、プレミスから AWS への専用ネットワーク接続の確立
を単純化するウェブサービス AWS Direct Connect を使用すると、AWS と顧客の
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データセンター、オフィス、またはコロケーション環境との間にプライベート接続
を確立することができます。
See Also https://aws.amazon.com/directconnect.

Directory Service AWS Directory Service は、AWS リソース (p. 1175)を既存のオンプレミス 
Microsoft Active Directory に接続するか、AWS クラウド で新規のスタンドアロン
ディレクトリを設定して運用するためのマネージド型サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/directoryservice.

フォーラム 開発取り組みの迅速化を助け、AWS コミュニティとつながるために、AWS の
ユーザーが技術的な質問やフィードバックを投稿できる場所。詳細について
は、Amazon Web Services ディスカッションフォーラムを参照してください。

ディストリビューション CloudFront (p. 1135) が自動的に割り当てるオリジンサーバー (Amazon 
S3 (p. 1176) bucket (p. 1132) など) とドメイン名の間のリンク。CloudFront は、
このリンクを介して、オリジンサーバー (p. 1167) に保存されているオブジェクト
を識別します。

DKIM ドメインキーアイデンティファイドメールは、E メール送信者がメッセージを署名
するために使用する規格です。ISP は、署名を使用して、メッセージが正当である
ことを確認します。詳細については、https://tools.ietf.org/html/rfc6376 を参照して
ください。

AWS DMS AWS Database Migration Service は、幅広く使用されている市販のデータベースや
オープンソースデータベース間で、データを移行できるウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/dms.

DNS See ドメインネームシステム.

Docker イメージ Docker コンテナ (p. 1138) の基礎となる多層ファイルシステムのテンプレー
ト。Docker イメージは、特定のオペレーティングシステムやアプリケーションで
構成できます。

document CloudSearch (p. 1135): 検索結果として返すことができる項目。各ドキュメントに
は、検索したり返したりできるデータを含んでいるフィールドの集合があります。
フィールドの値としては文字列または数値を使用できます。各ドキュメントには、
一意の ID が割り当てられ、少なくとも 1 つのフィールドがある必要があります。

ドキュメントバッチ CloudSearch (p. 1135): ドキュメント追加操作とドキュメント削除操作の集合。
バッチを送信して検索ドメインのデータを更新するには、ドキュメントサービス 
API を使用します。

ドキュメントサービス API CloudSearch (p. 1135): バッチを送信して検索ドメインのデータを更新するために
使用する API コール。

ドキュメントサービス エンド
ポイント

CloudSearch (p. 1135): ドキュメント更新を Amazon CloudSearch ドメインに送信
するときに接続する URL。各検索ドメインには固有のドキュメントサービスエン
ドポイントがあり、ドメインの存続期間中にこれが変更されることはありません。

Amazon DocumentDB Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、MongoDB と互換性のあるデータベー
スをクラウド上で簡単にセットアップ、操作、スケーリングするために使用できる
マネージドデータベースサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/documentdb/.

ドメイン OpenSearch Service (p. 1167): Amazon OpenSearch Service (OpenSearch 
Service) エンドポイントによって公開されるハードウェア、ソフトウェア、および
データ。OpenSearch Service ドメインは、OpenSearch クラスターの周囲のサー
ビスラッパーです。OpenSearch Service ドメインは、OpenSearch Service リクエ
スト、検索対象のインデックス化されたデータ、ドメインのスナップショット、ア
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クセスポリシー、メタデータを処理するエンジンインスタンスをカプセル化しま
す。
See Also クラスター, Elasticsearch.

ドメインネームシステム ドメインネームシステムは、人間が読み取れるドメイン名 (例:
www.example.com) を、コンピュータが相互接続に使用する IP アドレス 
(192.0.2.1 など) に変換することで、インターネットトラフィックをウェブサイト
にルーティングするサービスです。

寄付ボタン 米国国税局の規定 501(c)(3) の資格を認定されている非営利組織が簡単かつ安全に
寄付を募ることができる HTML コードのボタン。

DynamoDB Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、
シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供し
ます。
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

Amazon DynamoDB 
Encryption Client

Amazon DynamoDB Encryption Client は、DynamoDB (p. 1144) に送信する前に
テーブルデータを保護するのに役立つソフトウェアライブラリです。

Titan 向け Amazon 
DynamoDB Storage Backend

Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan は、Amazon DynamoDB 上で実装
されるグラフデータベース用のストレージバックエンドです。Titan は、グラフの
保存とクエリ用に最適化されたスケーラブルなグラフデータベースです。
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

DynamoDB Streams Amazon DynamoDB Streams は、Amazon DynamoDB テーブル内の項目レベルで
の変更を時系列順にキャプチャする AWS のサービス のサービスです。このサービ
スは、この情報を最大 24 時間ログに保存します。アプリケーションは、このログ
にアクセスし、データ項目の変更前および変更後の内容をほぼリアルタイムで参照
できます。
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

E
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

Amazon EBS Amazon Elastic Block Store は、EC2 インスタンス (p. 1145)で使用するためのブ
ロックレベルのストレージボリューム (p. 1191)を提供します。
See Also https://aws.amazon.com/ebs.

Amazon EBS-backed AMI Amazon EBS-backed AMI は、ルートデバイスとして Amazon EBS (p. 1144)
ボリューム (p. 1191) を使用するインスタンスがある Amazon マシンイメー
ジ (AMI) (p. 1128) のタイプです。これに比べて、instance store-backed 
AMI (p. 1155) から起動されるインスタンスは、インスタンスストア (p. 1155) を
ルートデバイスとして使用します。

Amazon EC2 Amazon Elastic Compute Cloud は、Amazon のデータセンターの Linux/UNIX およ
び Windows サーバーのインスタンス (p. 1155)を起動および管理するためのウェブ
サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/ec2.

Amazon EC2 Auto Scaling Amazon EC2 Auto Scaling は、ユーザー定義のポリシー (p. 1169)、スケジュー
ル、およびヘルスチェック (p. 1152)に基づいてインスタンスを自動的に起動また
は終了するウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling.
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EC2 インスタンス Amazon EC2 (p. 1144) サービスの インスタンス (p. 1155) のコンピューティン
グ。他の AWS のサービス では、それらがサポートする他のタイプのインスタンス
とこれらのインスタンスを区別するために EC2 インスタンスという用語が使用さ
れます。

Amazon ECR Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージドされた 
Docker コンテナレジストリで、Docker コンテナイメージの保存、管理、デプ
ロイを行うことができます。Amazon ECR は Amazon ECS (p. 1145) および
IAM (p. 1153) と統合します。
See Also https://aws.amazon.com/ecr.

Amazon ECS Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、EC2 インスタンスの クラス
ター (p. 1135) で Docker コンテナを実行、停止、管理するために使用できる、拡
張性が高く、高速な コンテナ (p. 1138) 管理サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/ecs.

エッジロケーション エッジロケーションは、サービス固有のオペレーションを実行するために AWS の
サービス サービスが使用するデータセンターです。例えば、CloudFront (p. 1135)
はエッジロケーションを使用してコンテンツのコピーをキャッシュします。その
ため、コンテンツはユーザーの近くにあり、ユーザーの場所に関係なく迅速に配
信できます。Route 53 (p. 1176) は、エッジロケーションを使用して、パブリック 
DNS クエリに対するレスポンスを高速化します。

Amazon EFS Amazon Elastic File System は、EC2 (p. 1144) インスタンス (p. 1155)用のファイ
ルストレージサービスです。Amazon EFS は、ファイルシステムを作成および設定
するために使用できるインターフェイスを提供します。Amazon EFS ストレージ容
量はファイルの追加や削除に伴い、自動的に収縮します。
See Also https://aws.amazon.com/efs/.

Amazon EKS Amazon Elastic Kubernetes Service は、独自の Kubernetes コントロールプレーン
を立ち上げたり維持したりすることなく、AWS で Kubernetes を実行するために
使用できるマネージド型サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/eks/.

Elastic OpenSearch、Logstash、Kibana、Beats をはじめとするオープンソースソリュー
ションを提供する企業。これらのソリューションは、ソースからデータを取得し、
それをリアルタイムで検索、分析、可視化することを目的として作られています。

Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、AWS クラウド で 
OpenSearch をデプロイ、運用、スケーリングするための AWS マネージドサービ
スです。
See Also OpenSearch Service, Elasticsearch.

Elastic Beanstalk AWS Elastic Beanstalk は、アプリケーションを実行するインフラストラクチャに
ついて心配することなく、AWS クラウド でアプリケーションのデプロイと管理を
行うためのウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk.

Elastic Block Store See Amazon EBS.

Elastic Inference Amazon Elastic Inference は、お客様が Amazon EC2 や SageMaker インスタン
ス、または Amazon ECS タスクに低コストの GPU 搭載アクセラレーションをア
タッチするために使用できるリソースです。これにより、深層学習推論の実行コス
トを最大 75% 削減できます。
See Also https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference.

Elastic IP アドレス Amazon EC2 (p. 1144) または Amazon VPC (p. 1191) で割り当てた後に インスタ
ンス (p. 1155) にアタッチした固定 (静的) IP アドレス。Elastic IP アドレスは、特
定のインスタンスにではなく、アカウントに関連付けられます。これらは、ニーズ
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の変化に応じて簡単に割り当てる、アタッチする、デタッチする、および開放する
ことができるため、Elastic (融通の利く) と呼ばれています。従来の静的 IP アドレ
スとは異なり、Elastic IP アドレスでは、インスタンスや アベイラビリティーゾー
ン (p. 1131) で障害が発生した場合に、パブリック IP アドレスを別のインスタン
スに速やかに再マッピングすることによって障害を隠すことができます。

ELB Elastic Load Balancing は、着信トラフィックを 2 つ以上の EC2 インスタン
ス (p. 1145)に分散することでアプリケーションの可用性を高めるウェブサービス
です。
See Also https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing.

Elastic Network Interface インスタンス (p. 1155)にアタッチすることができる追加のネットワークインター
フェイス。Elastic Network Interface には、プライマリプライベート IP アドレ
ス、1 つ以上のセカンダリプライベート IP アドレス、Elastic IP アドレス (任意
指定)、MAC アドレス、指定されたセキュリティグループ (p. 1179)のメンバー
シップ、説明、およびソース/デスティネーションチェックフラグが含まれていま
す。Elastic Network Interface を作成して、インスタンスへのアタッチ、インスタ
ンスからのデタッチ、別のインスタンスへのアタッチを行うことができます。

Elastic Transcoder Amazon Elastic Transcoder は、クラウドベースのメディアトランスコーディング
サービスです。Elastic Transcoder は、メディアファイルを、元の形式から、ス
マートフォン、タブレット、PC などのデバイスで再生可能なバージョンに変換 
(つまりトランスコーディング) する、拡張性に優れたツールです。
See Also https://aws.amazon.com/elastictranscoder/.

ElastiCache Amazon ElastiCache は、クラウドでの、メモリ内キャッシュのデプロイ、運用、
スケーリングを単純化するウェブサービスです。このサービスは、低速のディス
クベースのデータベースに完全に依存せずに、高速の管理されたメモリ内のキャッ
シュから取得した情報を提供することで、ウェブアプリケーションのパフォーマン
スを向上させます。
See Also https://aws.amazon.com/elasticache/.

Elasticsearch 全文検索機能、構造化検索、および分析に使用される、オープンソース、リアルタ
イム、分散型の検索および分析エンジンです。OpenSearch は Elastic によって開
発されました。

Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、AWS クラウド で 
OpenSearch をデプロイ、運用、スケーリングするための AWS マネージドサービ
スです。
See Also OpenSearch Service, Elastic.

AWS Elemental 
MediaConnect

AWS Elemental MediaConnect は、動画を信頼できる安全な方法で AWS クラウド 
に取り込み、AWS ネットワークとインターネット内の複数の宛先に転送する、フ
ルマネージド型のライブ動画配信サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/mediaconnect.

AWS Elemental MediaConvert AWS Elemental MediaConvert は、コンテンツを従来のブロードキャストおよびイ
ンターネットストリーミング用の形式に変換するファイルベースのメディア変換
サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/mediaconvert.

AWS Elemental MediaLive AWS Elemental MediaLive は、ブロードキャストやインターネット接続されたデバ
イスに配信するための高品質のストリームを作成するクラウドベースのライブ動画
エンコーディングサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/medialive.

AWS Elemental 
MediaPackage

AWS Elemental MediaPackage は、安全かつ信頼できる方法で動画を配信する、ス
ケーラビリティの高い動画作成およびパッケージングサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/mediapackage.
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AWS Elemental MediaStore AWS Elemental MediaStore は、ライブおよびオンデマンドのビデオコンテンツを
大規模に配信するために必要なパフォーマンス、整合性、および低レイテンシーを
提供する、メディアに最適化されたストレージサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/mediastore.

AWS Elemental MediaTailor AWS Elemental MediaTailor は、over-the-top (OTT) 動画およびオーディオアプリ
ケーション向けのチャンネルアセンブリおよびパーソナライズされた広告挿入サー
ビスです。
See Also https://aws.amazon.com/mediatailor.

EMP AWS End-of-Support Migration Program for Windows Server は、Windows Server 
2003、Windows Server 2008、および Windows Server 2008 R2 で実行されてい
るアプリケーションを、Amazon Web Services (AWS) で実行されている最新のサ
ポート対象バージョンに移行するためのテクノロジーとガイダンスを提供します。

Amazon EMR Amazon Elastic Map Reduce は、大量のデータを効率的に処理するために使用で
きるウェブサービスです。Amazon EMR は、ウェブインデックス、データマイ
ニング、ログファイル分析、機械学習、科学的シミュレーション、およびデータ
ウェアハウジングなどのタスクを行うために、複数の AWS 製品を組み合わせた
Hadoop (p. 1152) 処理を使用します。
See Also https://aws.amazon.com/elasticmapreduce.

暗号化 数学的アルゴリズムを使用して、不正ユーザー (p. 1189)がデータを理解できない
ようにすること。また、暗号化により、許可されたユーザーは、変更したデータを
元の状態に戻す方法 (キーやパスワードなど) も提供します。

暗号化コンテキスト AWS KMS (p. 1159) で暗号化された情報に関連付けられた追加の情報を含む、1 
組キーと値のペア。

AWS Encryption SDK AWS Encryption SDK は、業界標準とベストプラクティスに沿ったデータの暗号化
および復号化に使用できるクライアント側の暗号化ライブラリです。
See Also https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/aws-encryption-sdk/.

エンドポイント ホストおよびポートをウェブサービスのエントリポイントとして識別する URL。
ウェブサービスの各リクエストには、1 つずつエンドポイントが含まれています。
より高速な接続を可能にするため、ほとんどの AWS 製品ではリージョン用のエン
ドポイントが提供されています。

ElastiCache (p. 1146): キャッシュ ノード (p. 1133) の DNS 名。

Amazon RDS (p. 1173): DB インスタンス (p. 1141) の DNS 名。

CloudFormation (p. 1135): HTTP リクエストを受け取るサーバーの IP アドレスの 
DNS 名。

エンドポイントポート ElastiCache (p. 1146): が使用するポート番号。キャッシュ ノード (p. 1133)

Amazon RDS (p. 1173): DB インスタンス (p. 1141) が使用するポート番号。

エンベロープ暗号化 アルゴリズムを使用してデータを保護するために、マスターキーとデータキーを
使用します。マスターキーを使用してデータキーを暗号化し、復号します。データ
キーはデータそのものを暗号化し、復号します。

環境 Elastic Beanstalk (p. 1145): 同時接続の (p. 1129) の特定の実行中のインスタン
ス。アプリケーションには CNAME があり、アプリケーションバージョンとカスタ
マイズ可能な設定 (デフォルトのコンテナタイプから継承) が含まれています。

CodeDeploy (p. 1136): Blue/Green デプロイのデプロイグループのインスタン
ス。Blue/Green デプロイの開始時には、元の環境のインスタンスからデプロイグ
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ループが構成されます。デプロイの最後では、デプロイグループは代替環境のイン
スタンスから構成されます。

環境設定 環境とその環境に関連付けられているリソースの動作を定義するパラメータと設定
の集合。

エフェメラルストア See インスタンスストア.

epoch 時間測定開始日 ほとんどの Unix 環境のエポックは 1970 年 1 月 1 日です。

ETL See 抽出、変換、ロード (ETL).

評価 Amazon Machine Learning: 機械学習 (ML) モデルの予測パフォーマンスを測定する
プロセス。

また、詳細と ML モデル評価の結果を保管する機械学習オブジェクト。

評価のデータソース 機械学習モデルの予測の正確性を評価するために、Amazon Machine Learning が使
用するデータ。

event Amazon Personalize (p. 1169): クリック、購入、動画視聴など、ユーザーが記録
し、Amazon Personalize がやり取りデータセットにアップロードするユーザーア
クティビティ。イベントをリアルタイムで個別に記録するか、イベントをまとめて
記録してアップロードします。
See Also データセット, データセットとのやり取り.

イベントトラッカー Amazon Personalize (p. 1169): リアルタイムで記録するイベントデータの送信
先データセットグループを指定します。イベントをリアルタイムで記録する場
合、Amazon Personalize がデータを追加する場所を認識できるように、イベント
トラッカーの ID を指定します。
See Also データセットグループ, event.

EventBridge Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに接続
し、そのデータを AWS Lambda などのターゲットにルーティングできるようにす
るサーバーレスイベントバスサービスです。お客様は、データの送信先を判断する
ためのルーティングルールを設定して、すべてのデータソースにリアルタイムで反
応するアプリケーションアーキテクチャを構築できます。
See Also https://aws.amazon.com/eventbridge/.

最終的な一貫性 AWS のサービスが高可用性を実現するために使用する方法。これには、Amazon 
データセンター内の複数のサーバー間でデータを複製することが含まれます。デー
タが書き込まれたとき、または更新されたときに Success が返されると、データ
のすべてのコピーが更新されます。しかし、データがすべてのストレージの場所に
伝達されるには時間がかかります。最終的にはデータの一貫性が保たれますが、す
ぐに読み取りをした場合は変更が表示されない可能性があります。整合性は通常、
数秒以内に達成します。
See Also データの整合性, 結果的に整合性のある読み込み, 強力な整合性のある読
み込み.

結果的に整合性のある読み込
み

読み込みプロセスは 1 つのリージョンのみからのデータを返し、最新の書き込み情
報を表示しない場合があります。ただし、少し時間がたってから読み込みリクエス
トを繰り返すと、最終的にレスポンスで最新のデータが返されます。
See Also データの整合性, 最終的な一貫性, 強力な整合性のある読み込み.

削除 有効期限が切れる前に、オブジェクトの CloudFront (p. 1135) により エッジロ
ケーション (p. 1145) から削除されます。エッジロケーションに頻繁に要求されな
いオブジェクトがあれば、CloudFront は、頻繁に要求されるオブジェクトのため
にスペースを確保するために、そのオブジェクトを削除する (そのオブジェクトの
有効期限が切れる前に削除する) 場合があります。
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エクスビバイト (EiB) 「エクサバイナリバイト」の略。1 エクスビバイト (EiB) は 2^60、つまり 
1,152,921,504,606,846,976 バイトです。1 エクサバイト (EB) は 10^18、つまり 
1,000,000,000,000,000,000 バイトです。1,024 EiB は ゼビバイト (ZiB) (p. 1192)
です。

有効期限切れ CloudFront (p. 1135) キャッシュで、CloudFront がユーザーリクエストへのレス
ポンスを停止するとき。ディストリビューション (p. 1143) にオブジェクトを保存
する期間を指定するためにヘッダーや CloudFront エッジロケーション (p. 1145)
設定を使用しない場合、オブジェクトは 24 時間後に失効します。次回ユーザー
が有効期限が切れたオブジェクトをリクエストするとき、CloudFront はオリジ
ン (p. 1167)にリクエストを転送します。

明示的なインプレッション Amazon Personalize (p. 1169): 今後の推奨事項に影響を与えるために、Amazon 
Personalize がやり取りデータセットに手動で追加する製品のリスト。Amazon 
Personalize がインプレッションデータを自動的に取得する暗黙的なインプレッ
ションとは異なり、明示的なインプレッションに含める対象を選択します。
See Also 推奨事項, データセットとのやり取り, インプレッションデータ, 暗黙的な
インプレッション.

明示的な起動許可 特定の AWS アカウント (p. 1127) に付与される Amazon マシンイメージ 
(AMI) (p. 1128) 起動のための許可。

急激なバックオフ システム負荷を軽減し、反復されるリクエストが正常に処理される可能性を高める
ために再試行間の待機時間を一定単位で長くする戦略。例えば、クライアントアプ
リケーションが、1 回目の再試行の前に最大 400 ミリ秒、2 回目の前に最大 1,600 
ミリ秒、3 回目の前に最大 6,400 ミリ秒 (6.4 秒) 待つなどです。

expression CloudSearch (p. 1135): 検索ヒットのソート方法を制御するために使用できる数値
式。Amazon CloudSearch の式は、数値フィールド、他の順位付け式、ドキュメン
トのデフォルト関連性スコア、スタンダードの数値演算子および関数を使用して作
成できます。sort オプションを使用して検索リクエストで式を指定すると、その
式は検索ヒットごとに評価され、検索ヒットはその式の値に従って一覧表示されま
す。

抽出、変換、ロード (ETL) 複数のソースからデータを統合するために使用されるプロセスです。データは、分
析とクエリのため、ソースから収集され (抽出)、適切な形式に変換されて (変換)、
ターゲットデータストアに書き込まれます (ロード)。

ETL ツールはこれら 3 つの機能を組み合わせてデータを統合し、1 つの環境から別
の環境に移動します。AWS Glue (p. 1151) は、データを検出して整理、変換、検
索、および分析に利用できるようにする完全マネージド型 ETL サービスです。

F
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

ファセット CloudSearch (p. 1135): 検索結果を調整およびフィルタするために使用するカテゴ
リを表すインデックスフィールド。

ファセットを有効化 CloudSearch (p. 1135): ファセット情報がフィールドの計算に含められるようにす
るインデックスフィールドオプション。

Fault Injection Simulator (AWS 
FIS)

AWS Fault Injection Simulator は、AWS ワークロードでフォールトインジェクショ
ン実験を実行できるマネージドサービスです。
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See Also https://aws.amazon.com/fis.

FBL See フィードバックループ (FBL).

機能変換 Amazon Machine Learning: 機械学習モデルの学習および生成の能力を最適化する
ために、RAW 入力変数からより予測精度が高い入力表示または「機能」を構築す
る機械学習プロセス。データ変換や機能エンジニアリングとも呼ばれています。

フェデレーテッド ID 管理 
(FIM)

個人が、同じグループまたは個人の認証情報を使用してすべてのネットワークの
データにアクセスして、複数の異なるネットワークまたはサービスにサインインで
きるようにします。AWS の ID フェデレーションでは、IAM ユーザー (p. 1189)を
作成しなくても、外部のアイデンティティ (フェデレーションユーザー) に AWS 
アカウント (p. 1127)のリソース (p. 1175)に対するセキュアなアクセス権が付
与されます。このような外部認証は、企業の ID ストア (LDAP や Windows の 
Active Directory など) またはサードパーティー (Login with Amazon、Facebook、
または Google でのログインなど) から取得されます。AWS フェデレーションで
は、SAML 2.0 もサポートしています。

フェデレーティッドユーザー See フェデレーテッド ID 管理 (FIM).

フェデレーション See フェデレーテッド ID 管理 (FIM).

フィードバックループ (FBL) メールボックスプロバイダー (例えば、インターネットサービスプロバイダー 
(ISP) (p. 1155)) が 受取人 (p. 1173) の 苦情 (p. 1137) を 支払人 (p. 1180) に送り
返すメカニズム。

フィールドの重み 検索インデックスのテキストフィールドの相対的重要性。フィールドの重みによっ
て、特定のテキストフィールドの一致がドキュメントの関連度スコアにどれほど影
響するかが制御されます。

フィルター Amazon EC2 (p. 1144) リソース (p. 1175)を一覧表示または説明するときに結果
を絞り込むために指定する条件。

フィルタクエリ 結果の得点方法とソート方法に影響を与えることなく検索結果をフィルタリングす
る方法。CloudSearch (p. 1135) fq パラメータで指定されます。

FIM See フェデレーテッド ID 管理 (FIM).

FinSpace Amazon FinSpace は、金融サービス業界 (FSI) に特化したデータ管理および分析
サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/finspace.

Firehose See Kinesis Data Firehose.

Firewall Manager AWS Firewall Manager は、AWS WAF と共に使用することにより、複数のアカウ
ントおよびリソース間での AWS WAF の管理およびメンテナンスタスクがシンプ
ルになるサービスです。AWS Firewall Manager では、ファイアウォールルールを 
1 度設定するだけですみます。このサービスは、新しいリソースを追加した場合で
も、アカウントやリソースにルールを自動的に適用します。
See Also https://aws.amazon.com/firewall-manager.

Forecast Amazon Forecast は、統計アルゴリズムと機械学習アルゴリズムを使用して、非常
に正確な時系列予測を実現するフルマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/forecast/.

形式バージョン See テンプレート形式バージョン.

フォーラム See フォーラム.

関数 See 組み込み関数.
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あいまい検索 文字列の近似一致 (あいまい一致) を使用するシンプルな検索クエリ。誤字や脱字
を訂正するために使用されます。

G
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

GameKit AWS GameKit はオープンソースの SDK およびゲームエンジンプラグインで、
ゲームデベロッパーはゲームエンジンから AWS を使用してクラウドベースの機能
を構築、デプロイできます。
See Also https://aws.amazon.com/gamekit/.

Amazon GameLift Amazon GameLift は、セッションベースのマルチプレイヤーゲームを展開、運
用、スケーリングするためのマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/gamelift/.

GameSparks Amazon GamesParks は、ゲーム開発者にマルチサービスのバックエンドを提供す
るフルマネージド AWS のサービス です。
See Also https://aws.amazon.com/gamesparks/.

地理空間検索 緯度と経度で指定された位置を使用する検索クエリ。一致が特定され、結果がソー
トされます。

ギビバイト (GiB) 「ギガバイナリバイト」の略。1 ギビバイトは 2^30、つまり 1,073,741,824 バイ
トです。1 ギガバイト (GB) は 10^9、つまり 1,000,000,000 バイトです。1,024 
GiB は テビバイト (TiB) (p. 1187) です。

GitHub バージョン管理に Git を使用するウェブベースリポジトリ。

Global Accelerator AWS Global Accelerator は、AWS グローバルネットワークを介してトラフィック
を最適なエンドポイントに転送するアクセラレーターを作成するために使用する、
ネットワークレイヤーサービスです。これにより、世界中のユーザーが使用するイ
ンターネットアプリケーションの可用性とパフォーマンスが向上します。
See Also https://aws.amazon.com/global-accelerator.

グローバルセカンダリイン
デックス

テーブルと異なるパーティションキーとソートキーを持つインデックス。グローバ
ルセカンダリインデックスは、インデックスに関するクエリが、すべてのパーティ
ションにまたがり、表内のすべてのデータを対象とする可能性があるため、グロー
バルと見なされます。
See Also ローカルセカンダリインデックス.

AWS Glue AWS Glue は、データをカタログ化し、分析用にロードするために使用できる、フ
ルマネージド型の 抽出、変換、ロード (ETL) (p. 1149) サービスです。AWS Glue 
では、データを検出し、ソースをターゲットに変換するためのスクリプトを開発し
て、サーバーレス環境で ETL ジョブをスケジュールして実行できます。
See Also https://aws.amazon.com/glue.

AWS GovCloud (US) AWS GovCloud (US) はクラウドで機密ワークロードをホストする隔離された AWS 
リージョン で、この作業が米国政府の規制およびコンプライアンス要件を満た
していることを確実にします。AWS GovCloud (US) リージョンは、武器規制国
際交渉規則 (International Traffic in Arms Regulations/ITAR)、Federal Risk and 
Authorization Management Program (FedRAMP) 要件、国防省 (DOD) クラウド
のセキュリティ要件ガイド (SRG) のレベル 2 と 4、Criminal Justice Information 
Services (CJIS) セキュリティポリシー要件に従います。
See Also https://aws.amazon.com/govcloud-us/.
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許可 AWS KMS (p. 1159): AWS プリンシパル (p. 1170)に KMS キーを使用するための
長期のアクセス許可を付与するためのメカニズム。

許可トークン 許可 (p. 1152) のアクセス権限を許可して、直ちに実行する識別子のタイプ。

ground truth 機械学習 (ML) モデルトレーニングプロセスで使用される、ターゲットの属性の正
しい値を含む監視。ML モデルをトレーニングして家の販売価格を予測します。入
力監視には通常、その地域での以前の家の販売が含まれます。これらの家の販売価
格は Ground Truth を構成します。

グループ IAM (p. 1153) ユーザー (p. 1189)の集合。IAM グループを使用して、複数ユー
ザーの権限の指定および管理を簡素化できます。

GuardDuty Amazon GuardDuty は、継続的なセキュリティモニタリングサービスで
す。Amazon GuardDuty は、AWS 環境で発生した予期しないアクティビティや、
不正または悪意がある可能性のあるアクティビティの識別に役立ちます。
See Also https://aws.amazon.com/guardduty/.

H
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

Hadoop クラスターとシンプルなプログラミングモデルを使用して、ビッグデータの分散処
理を可能にするソフトウェア。詳細については、http://hadoop.apache.org をご覧
ください。

ハードバウンス "メールボックスは存在しません。" などの永続的な E メール配信障害。

ハードウェア VPN ハードウェアベースのインターネット経由 IPsec VPN 接続。

AWS Health AWS Health は、AWS のお客様の AWS のサービス とリソースの可用性を継続的
に可視化するサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/aws-health-
dashboard.

ヘルスチェック Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144) グループ内の各インスタンスのヘルスステー
タスをチェックするためのシステムコール。

HealthLake Amazon HealthLake は HIPAA 対応のサービスで、医療データから人工知能 (AI) と
機械学習 (ML) のインサイトを保存、クエリ、生成し、医療データの相互運用性を
実現します。
See Also https://aws.amazon.com/healthlake.

ハイライトを有効化 CloudSearch (p. 1135): フィールド内の一致がハイライトされるようにするイン
デックスフィールドオプション。

highlights CloudSearch (p. 1135): 一致するドキュメントのテキスト内のどこに検索語がある
かを示す検索結果とともに返される抜粋。

高品質 E メール 受取人が有益であると考え、受け取りを希望する E メール。有益であるかどうか
は受取人によって異なり、その形式にはオファー、注文確認、領収書、ニュースレ
ターなどがあります。

ヒット 検索リクエストで指定された条件に一致するドキュメント。検索結果とも呼ばれま
す。
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HMAC Hash-based Message Authentication Code は、メッセージ認証コード (MAC) を計
算するための特定の仕組みです。暗号化ハッシュ関数とシークレットキーを組み合
わせて使用します。これを使用して、メッセージのデータの整合性と信頼性の両方
を同時に検証できます。AWS は、SHA-256 などの標準の暗号化ハッシュアルゴリ
ズムを使用して HMAC を計算します。

ホストゾーン リソースレコード (p. 1175) がホストする Route 53 (p. 1176) 設定の集合。従来の 
DNS ゾーンファイルと同様に、ホストゾーンは単一のドメイン名でまとめて管理
されるレコードの集合を表します。

HRNN Amazon Personalize (p. 1169): 階層型反復ニューラルネットワークの機械学習ア
ルゴリズムで、ユーザーの行動の変化をモデル化して、ユーザーが個人的な推奨ア
プリケーションで操作する可能性のある製品を予測します。

HTTP クエリ See Query.

HVM 仮想化 ハードウェア仮想マシンの仮想化。ゲスト VM は、性能の向上のために準仮想化 
(PV) ネットワークおよびストレージドライバーを使用している点を除き、ネイ
ティブハードウェアプラットフォームで動作しているかのように動作します。
See Also PV 仮想化.

I
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

IAM AWS Identity and Access Management は、Amazon Web Services 
(AWS) (p. 1128) のお客様が、AWS 内でのユーザーとユーザー許可の管理に使用
できるウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iam.

IAM Access Analyzer Access Management Access Analyzer は、外部エンティティと共有されている組
織とアカウントのリソースを識別するのに使用できる IAM (p. 1153) の機能です。
リソースの例には、Amazon S3 バケットや IAM ロールなどがあります。
See Also https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/introducing-aws-
identity-and-access-management-access-analyzer/.

IAM グループ See グループ.

IAM Identity Center AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) は、ユーザーの管理
と、ユーザーによる AWS アカウント およびクラウド アプリケーションへのアク
セスを統合するクラウドベースのサービスです。AWS Organizations 内のすべての 
AWS アカウント 全体で Single Sign-On アクセスとユーザー許可を管理できます。
See Also https://aws.amazon.com/single-sign-on/.

IAM ポリシーシミュレータ See ポリシーシミュレータ.

IAM ロール See ロール.

IAM ユーザー See ユーザー.

Identity and Access 
Management

See IAM.

アイデンティティプロバイ
ダー (IdP)

外部 ID プロバイダーに関するメタデータを保持する IAM (p. 1153) エンティ
ティ。
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IdP See アイデンティティプロバイダー (IdP) .

イメージ See Amazon マシンイメージ (AMI).

Image Builder EC2 Image Builder は、EC2 インスタンスを起動する、または Docker コンテナで
実行されるカスタマイズされたサーバイメージの構築、保守、配布を容易にする
サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/image-builder.

暗黙的なインプレッション Amazon Personalize (p. 1169): アプリケーションがユーザーに表示する推奨事項
です。各インプレッションを手動で記録する明示的なインプレッションとは異な
り、Amazon Personalize は推奨データから暗黙的なインプレッションを自動的に
取得します。
See Also 推奨事項, インプレッションデータ, 明示的なインプレッション.

インポートログ Import/Export (p. 1154) がどのようにデータを処理したかに関する詳細を含んでい
るレポート。

Import/Export AWS Import/Export は、AWS とポータブルストレージデバイスの間で大量のデー
タを転送するためのサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/importexport.

インポート/エクスポートス
テーション

Amazon S3 (p. 1176) との間でデータをアップロードまたはダウンロードするマシ
ン。

インプレッションデータ Amazon Personalize (p. 1169): ユーザーが特定の製品とやり取りしたときに (ク
リック、表示、購入など) ユーザーに提示した製品のリスト。Amazon Personalize 
では、インプレッションデータを使用して、ユーザーが同じ製品を選択または無視
した頻度に基づいて、ユーザーの新製品の関連性を計算します。
See Also 明示的なインプレッション, 暗黙的なインプレッション.

インデックス See 検索インデックス.

インデックスフィールド CloudSearch (p. 1135) ドメインのインデックスに含まれている名前と値のペア。
インデックスフィールドには、テキストデータ、数値データ、日付、または場所を
含めることができます。

インデックスオプション CloudSearch (p. 1135) ドメインのインデックスフィールド、ドキュメントデータ
とインデックスフィールドのマッピング方法、およびインデックスフィールドの使
用方法を定義する設定。

インラインポリシー 単一の IAM ポリシー (p. 1169)、ユーザー (p. 1189)、グループ (p. 1152) に埋め
込まれた IAM (p. 1153) ロール (p. 1176)。

インプレースデプロイ CodeDeploy: デプロイグループの各インスタンス上のアプリケーションが停止さ
れ、アプリケーションの最新バージョンがインストールされて、新バージョンのア
プリケーションが開始され検証されるデプロイ方法。ロードバランサーを使用する
ように選択すると、デプロイ中はインスタンスが登録解除され、デプロイ完了後に
サービスに復元されます。

入力データ Amazon Machine Learning: 機械学習モデルをトレーニングおよび評価して予測を
生成するために、Amazon Machine Learning に提供する監視。

Amazon Inspector Amazon Inspector は、AWS にデプロイされたアプリケーションのセキュリティと
コンプライアンスを向上させるための、自動化されたセキュリティ評価サービスで
す。Amazon Inspector では、自動的にアプリケーションを評価し、脆弱性やベス
トプラクティスからの逸脱がないかどうかを確認できます。Amazon Inspector で
は、評価の実行後、修復に必要なステップを優先順位に従ってリスト化したものを
含む詳細なレポートが作成されます。
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See Also https://aws.amazon.com/inspector.

インスタンス 内の仮想サーバーとして実行する Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128) の複
製。AWS クラウド

インスタンスファミリー ストレージまたは CPU 処理能力のどちらかを使用する一般的なインスタンスタイ
プ (p. 1155)グループ。

インスタンスグループ Hadoop (p. 1152) クラスターには、1 個のマスターノード (p. 1162)を含む 1 個の
マスターインスタンスグループ、1 個以上のコアノード (p. 1138)を含む 1 個のコ
アインスタンスグループ、および数に制限なくタスクノードを含むことのできる任
意指定のタスクノード (p. 1186)インスタンスグループが含まれています。

インスタンスプロファイル 起動時に IAM (p. 1153) ロール (p. 1176) 情報を EC2 インスタンス (p. 1145) に渡
すコンテナ。

インスタンスストア EC2 インスタンス (p. 1145) のホストコンピュータに物理的にアタッチされてお
り、そのため存続期間がそのインスタンスと同じであるディスクストレージ。イン
スタンスが削除されると、インスタンスストアのデータは失われます。

instance store-backed AMI ルートデバイスとして インスタンスストア (p. 1155) ボリューム (p. 1191) を使用
するインスタンス (p. 1155)がある Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128) のタ
イプ。これに比べて、Amazon EBS (p. 1144)-backed AMI から起動されるインス
タンスは、Amazon EBS ボリュームをルートデバイスとして使用します。

インスタンスタイプ インスタンス (p. 1155) のメモリ、CPU、ストレージ容量、および使用料を定義す
る指定。インスタンスタイプの中には、標準的なアプリケーション向けのものもあ
れば、CPU やメモリを大量に消費するアプリケーション向けのものもあります。

データセットとのやり取り Amazon Personalize (p. 1169): ユーザーと製品間のやり取り (イベントとも言う) 
から収集された履歴データとリアルタイムデータのコンテナ。やり取りデータに
は、インプレッションデータとコンテキストメタデータを含めることができます。
See Also データセット, event, インプレッションデータ, コンテキストメタデータ.

インターネットゲートウェイ ネットワークをインターネットに接続します。Amazon VPC (p. 1191) 外部の IP 
アドレスのトラフィックをインターネットゲートウェイにルーティングできます。

インターネットサービスプロ
バイダー (ISP)

加入者にインターネットへのアクセスを提供する会社。ISP の多くはメールボック
スプロバイダー (p. 1161)でもあります。メールボックスプロバイダーは、メール
ボックスサービスしか提供していない場合でも、ISP と呼ばれることがあります。

組み込み関数 ランタイムまで使用できないプロパティに値を割り当てる
CloudFormation (p. 1135) テンプレートでの特別な操作。これらの関数
は、Fn::Attribute という形式に従います (Fn::GetAtt など)。組み込み関数の引数
には、他の組み込み関数のパラメータ、擬似パラメータ、または出力を指定できま
す。

AWS IoT 1-Click AWS IoT 1-Click は、シンプルなデバイスが AWS Lambda 関数を発行するために
使用できるサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-1-click.

AWS IoT Analytics AWS IoT Analytics は、膨大なボリュームの IoT データの高度な分析を実行するた
めに使用するフルマネージド型サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-analytics.

AWS IoT Core AWS IoT Core は、接続されたデバイスが簡単かつ安全にクラウドアプリケーショ
ンやその他のデバイスとやり取りできる、マネージド型クラウドプラットフォーム
です。
See Also https://aws.amazon.com/iot.

Version 1.0
1155



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド

AWS IoT Device Defender AWS IoT Device Defender は、デバイスの設定の監査、異常な動作を検出するため
のコネクテッドデバイスのモニタリング、およびセキュリティリスクの緩和のため
に使用できる AWS IoT セキュリティサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-defender.

AWS IoT Device Management AWS IoT Device Management は、IoT デバイスを大規模かつ安全にオンボード、
編成、モニタリング、およびリモート管理するために使用するサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-management.

AWS IoT Events AWS IoT Events は、AWS IoT センサーやアプリケーションで発生したイベントを
検出して対応するために使用できる完全マネージド型の IoT サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-events.

AWS IoT FleetWise AWS IoT FleetWise は、車両データを大規模に収集、変換、転送できるサービスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/iot-fleetwise.

AWS IoT Greengrass AWS IoT Greengrass は、接続されたデバイスのローカルでのコンピューティン
グ、メッセージング、データのキャッシング、同期、ML 推論機能を安全な方法で
行うことができるソフトウェアです。
See Also https://aws.amazon.com/greengrass.

AWSIoT RoboRunner AWS IoT RoboRunner は、ロボティクスを作業管理システムと統合し、ロボティ
クスフリート管理アプリケーションを構築するためのインフラストラクチャを提供
するソリューションです。
See Also https://aws.amazon.com/roborunner.

AWS IoT SiteWise AWS IoT SiteWise は、産業機器からデータを大規模に収集、整理、分析できるマ
ネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-sitewise.

AWS IoT Things Graph AWS IoT Things Graph は、さまざまなデバイスやウェブサービスを視覚的に接続
して IoT アプリケーションを構築するために使用できるサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iot-things-graph.

IP アドレス インターネットプロトコル (IP) を使用して相互に通信するために使用する、ネッ
トワークに接続されたデバイスの数値アドレス (例: 192.0.2.44)。EC2 インスタ
ンス (p. 1145)にはそれぞれ、起動時にプライベート IP アドレス (RFC 1918 準
拠) とパブリック IP アドレスの 2 つの IP アドレスが割り当てられ、これらは
ネットワークアドレス変換 (NAT (p. 1165)) によって直接相互に関連付けられま
す。VPC (p. 1191) 内部で起動されるインスタンスには、プライベート IP アドレ
スのみが割り当てられます。デフォルトの VPC で起動されるインスタンスには、
プライベート IP アドレスとパブリック IP アドレスの両方が割り当てられます。

IP 一致の状態 AWS WAF (p. 1191): ウェブリクエストの送信元となる IP アドレスまたは IP 
アドレス範囲を指定する属性。指定された IP アドレスに基づいて、Amazon 
CloudFront (p. 1135) ディストリビューションなどの AWS リソース (p. 1175)に対
するウェブリクエストを許可またはブロックするように AWS WAF を設定できま
す。

AWS IQ AWS IQ は、AWS のお客様がオンデマンドのプロジェクト作業を行う AWS 認定
サードパーティの専門家を検索し、やり取りや支払いを行うために使用できるクラ
ウドサービスです。
See Also ???TITLE???.

ISP See インターネットサービスプロバイダー (ISP).

発行者 ポリシー (p. 1169) に対するアクセス許可についての リソース (p. 1175) を作
成するユーザー。定義上、発行者は常にリソースの所有者になります。AWS 
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は、Amazon SQS (p. 1183) ユーザーに所有していないリソースに対するポリシー
の作成を許可しません。John がリソース所有者である場合、AWS は、John がそ
のリソースに関する許可を付与するために独自に記述したポリシーを送信するとき
に、John のアイデンティティを認証します。

商品 他のすべての項目間で一意に識別可能な属性のグループ。DynamoDB (p. 1144) の
項目は、多くの点で他のリレーショナルデータベースシステムの行、レコード、ま
たはタプルに似ています。

製品調査 Amazon Personalize (p. 1169): Amazon Personalize がさまざまな製品の推奨をテ
ストするために使用するプロセス。やり取りデータがないか、もしくは少ない新製
品の推奨や、ユーザーの反応を学習するために使用します。ユーザーのパーソナ
ライゼーション recipe で作成されたソリューションバージョンについて、キャン
ペーンレベルで製品探索を構成します。
See Also 推奨事項, キャンペーン, ソリューションバージョン, user-personalization 
の recipe.

製品データセット Amazon Personalize (p. 1169): 料金、ジャンル、在庫状況など、製品に関するメ
タデータのコンテナ。
See Also データセット.

製品間の類似性 (SIMS) の 
recipe

Amazon Personalize (p. 1169): RELATED_ITEMS の recipe。インタラクション
データセットのデータを使用して、指定された製品に類似する製品の推奨を作成
します。SIMS の recipe は、料金や年齢などの製品メタデータを照合するのではな
く、ユーザーが製品とやり取りする方法に基づいて類似度を計算します。
See Also recipe, RELATED_ITEMS の recipe, データセットとのやり取り.

J
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

ジョブフロー Amazon EMR (p. 1147): データに対して実行されるすべての機能を指定する 1 つ
以上のステップ (p. 1184)。

ジョブ ID 出荷に含まれている Import/Export (p. 1154) ストレージデバイスを一意に識別する 
5 文字の英数字文字列。AWS は、CREATE JOB E メールコマンドに応答してジョ
ブ ID を発行します。

ジョブプレフィックス 同じ名前を持つオブジェクトとの競合を防ぐために Import/Export (p. 1154) ログ
ファイル名の先頭に追加できる、オプションの文字列。
See Also キープレフィックス.

JSON JavaScript Object Notation。軽量のデータ交換形式。JSON については、http:// 
www.json.org/ をご覧ください。

迷惑メールフォルダ 各種フィルターによって無益であると判定された E メールメッセージが収集され
る場所。これらの E メールは 受取人 (p. 1173) の受信箱には振り分けられません
が、受取人がアクセスすることは可能です。これはスパム (p. 1183)フォルダとも
呼ばれます。

K USD
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
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O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

Amazon Kendra Amazon Kendra は機械学習 (ML) を利用した検索サービスで、開発者はこれを使用
してアプリケーションに検索機能を追加できるため、エンドユーザーは会社全体に
分散する膨大なコンテンツに保存されている情報を検出できます。
See Also https://aws.amazon.com/kendra/.

キー AWS に対して AWS アカウント (p. 1127) または ユーザー (p. 1189) を識別する
認証情報 (AWS シークレットアクセスキー (p. 1179) など)。

Amazon S3 (p. 1176)、Amazon EMR (p. 1147): bucket (p. 1132) 内のオブジェ
クトの一意な識別子。バケット内のすべてのオブジェクトは、厳密に 1 個のキー
を持ちます。バケットとキーの組み合わせによって各オブジェクトが一意に識別
されるため、Amazon S3 はバケット + キーとオブジェクト自体の基本的なデー
タマップであると考えることができます。Amazon S3内のすべてのオブジェクト
は、ウェブサービスエンドポイント、バケット名、およびキーによって場所を一
意に指定できます。例えば、http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/
AmazonS3.wsdl では、doc がバケット名、2006-03-01/AmazonS3.wsdl が
キーです。

Import/Export (p. 1154): Amazon S3 のオブジェクトの名前。これは一連の 
Unicode 文字で、その UTF-8 エンコードは 1024 バイト以下である必要があり
ます。キー (例えば、logPrefix + import-log-JOBID) が 1,024 バイトを超えている
と、Elastic Beanstalk (p. 1145) が InvalidManifestField エラーを返します。

IAM (p. 1153): ポリシー (p. 1169) の場合、アクセスを制限するための基準である
特定の特性 (現在の時刻、リクエスタの IP アドレスなど)。

リソースのタグ付け: より具体的なタグ値のカテゴリのように動作する、一般的な
タグ (p. 1186) ラベル。例えば、タグキーが Owner で、タグ値が Jan の EC2 イ
ンスタンス (p. 1145) を設定できます。AWS リソース (p. 1175) は、最大 10 個の
キーバリューペアでタグ付けできます。すべての AWS リソースにタグを付けられ
るわけではありません。

キーペア 身元を電子的に証明するために使用する一連の認証情報。キーペアはパブリック
キーとプライベートキーで構成されます。

キープレフィックス オブジェクトキー名のサブセットで、最初の文字から始まる文字列。プレフィック
スには、オブジェクトキー名の最大長 (1,024 バイト) を条件として、任意の長さを
指定できます。

Amazon Keyspaces Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) は、スケーラブルで可用性の高
い、Apache Cassandra 互換のマネージドデータベースサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/keyspaces/.

キビバイト (KiB) 「キロバイナリバイト」の略。1 キビバイトは 2^10、つまり 1,024 バイトです。1 
キロバイト (KB) は 10^3、つまり 1,000 バイトです。1,024 KiB は メビバイト 
(MiB) (p. 1162) です。

Kinesis Amazon Kinesis は、AWS でデータをストリーミングするためのプラットフォーム
です。Kinesis は、ストリーミングのデータの読み込みと分析を簡略化できるサー
ビスを提供しています。
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/.

Kinesis Data Firehose Amazon Kinesis Data Firehose は、ストリーミングデータを AWS に読み込むため
のフルマネージドサービスです。Kinesis Data Firehose は Amazon S3 (p. 1176)
および Amazon Redshift  (p. 1173) にストリーミングデータをキャプチャし、自動
的に読み込めます。また、既存のビジネスインテリジェンスツールとダッシュボー

Version 1.0
1158



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド

ドでほぼリアルタイムに分析できます。Kinesis Data Firehose はデータのスルー
プットに合わせて自動的に拡張し、継続的な管理作業は不要です。また、読み込む
前に、データをバッチ処理、圧縮、暗号化できます。
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/.

Kinesis Data Streams Amazon Kinesis Data Streams は、専門的な必要性に応じて、ストリーミングデー
タを処理、または分析するカスタムアプリケーションを構築するためのウェブサー
ビスです。Amazon Kinesis Data Streams は、1 時間に数十万のソースからの数テ
ラバイトのデータを継続的にキャプチャ、保存することができます。
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/streams/.

AWS KMS AWS Key Management Service は、データの暗号化に使用される暗号化キーの作
成と管理を容易にするマネージド型サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/kms.

KMS キー AWS Key Management Service のプライマリリソース。一般に、KMS キーの作
成、使用、削除は完全に KMS 内で行われます。KMS では、暗号化と署名で対
称および非対称の KMS キーをサポートしています。KMS キーは、カスタマー管
理、AWS 管理、または AWS 所有のいずれかにすることができます。詳細につい
ては、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の AWS KMS keys 
を参照してください。

L
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

ラベル付きデータ 機械学習で、ターゲットまたは「正」の回答がすでに分かっているデータ。

Lake Formation AWS Lake Formation は、データレイクの設定、保護、および管理を簡単に実行で
きるマネージドサービスです。Lake Formation では、データソースを検出し、そ
のデータをカタログ化、クレンジング、変換できます。
See Also https://aws.amazon.com/lake-formation.

Lambda AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実
行できるウェブサービスです。実質どのようなタイプのアプリケーションやバック
エンドサービスでも、管理なしでコードを実行できます。コードは、他の AWS の
サービス から自動的に開始する、またはウェブやモバイルアプリケーションから
直接呼び出すように設定できます。
See Also https://aws.amazon.com/lambda/.

起動設定 Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144) アクティビティで新規 EC2 インスタン
ス (p. 1145)を作成するために使用される一連の記述的なパラメータ。

Auto Scaling グループ (p. 1131)が新規 EC2 インスタンスを起動するために使用す
るテンプレート。起動設定には、Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128) ID、イ
ンスタンスタイプ、キーペア、セキュリティグループ (p. 1179)、ブロックデバイ
スマッピングなどの設定に関する情報が含まれています。

起動許可 ユーザーが AMI を起動できるようにする Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128)
属性。

Launch Wizard AWS Launch Wizard は、手動で個々の AWS リソースを識別およびプロビジョニ
ングすることなく、Microsoft SQL Server Always On や HANA ベースの SAP シス
テムなどのサードパーティアプリケーション用の AWS リソースをサイジング、構
成、デプロイするための段階的な方法を提供するクラウドソリューションです。
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See Also https://aws.amazon.com/launchwizard.

Amazon Lex Amazon Lex は、高度な自然言語モデルを備えたフルマネージド型の人工知能 (AI) 
サービスで、アプリケーションで会話型インターフェイスを設計、構築、テスト、
デプロイできます。
See Also https://aws.amazon.com/lex/.

ライフサイクル EC2 インスタンス (p. 1145) に含まれている Auto Scaling グループ (p. 1131) のラ
イフサイクル状態。EC2 インスタンスは、その存続期間にわたって、保留中、使
用中、終了予定、終了済みなどのいくつかの状態に変化します。

ライフサイクルアクション EC2 インスタンスの起動、終了など、Auto Scaling により停止されるアクション。

ライフサイクルフック Auto Scaling を一時停止する機能が EC2 インスタンスを起動または終了した後に
停止できるようになります。これにより、インスタンスが稼働していない間にカス
タムアクションを実行できます。

Lightsail Amazon Lightsail は、AWS で仮想プライベートサーバーを起動および管理するた
めに使用されるサービスです。Lightsail は、わずかな月額料金で、仮想プライベー
トサーバーをデプロイするために必要なすべてを含むバンドルプランを提供してい
ます。
See Also https://aws.amazon.com/lightsail/.

ロードバランサー アプリケーションで処理されるすべてのリクエストの宛先を提供する一連のポー
トと組み合わされた DNS 名。ロードバランサーは、アベイラビリティーゾー
ン (p. 1131)内のすべての リージョン (p. 1173) にわたる複数のアプリケーション
インスタンスにトラフィックを分散できます。ロードバランサーは、Amazon EC2 
インスタンス (p. 1144)が起動された AWS リージョン リージョン内の複数のアベ
イラビリティーゾーンにスパンすることができます。ただし、複数のリージョンに
スパンすることはできません。

ローカルセカンダリインデッ
クス

テーブルと同じパーティションキーと、異なるソートキーを持つインデックス。
ローカルセカンダリインデックスは、ローカルセカンダリインデックスのすべての
パーティションの範囲が、同じパーティションキー値を持つテーブルパーティショ
ンに限定されるという意味でローカルです。
See Also ローカルセカンダリインデックス.

Amazon Location Amazon Location Service は、データセキュリティ、ユーザープライバシー、デー
タ品質、コストを犠牲にすることなく、開発者が地図、特定の場所、ジオコーディ
ング、ルーティング、トラッキング、ジオフェンシングなどの位置情報機能をアプ
リケーションに簡単に追加できるフルマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/location/.

論理名 CloudFormation (p. 1135)、リソース (p. 1175)、パラメータ、または出力を識
別する マッピングを (p. 1162) テンプレート内の大文字小文字の区別がある一
意の文字列。AWS CloudFormation テンプレートでは、各パラメータ、リソー
ス (p. 1175)、プロパティ、マッピング、および出力が一意の論理名で宣言されて
いる必要があります。Ref 関数を使用してこれらの項目の参照解除を行うときに
は、論理名を使用します。

Lookout for Equipment Amazon Lookout for Equipment は、工場出荷時の機器に搭載されたセンサーの
データを使用して異常動作を検出し、機械の故障が発生する前に対応できる機械学
習サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/.

Lookout for Metrics Amazon Lookout for Metrics は、売上収益や顧客獲得率の急激な落ち込みなど、ビ
ジネスデータや運用データの異常を自動的に検出して診断する機械学習 (ML) サー
ビスです。
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics.
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Lookout for Vision Amazon Lookout for Vision は、コンピュータビジョン (CV) を使って工業製品の欠
陥を見つける機械学習サービスです。Amazon Lookout for Vision は、工業製品に
欠けている部品、車両や構造物の損傷、生産ラインのばらつき、シリコンウェハー
の微小な欠陥、または品質が重要なその他の類似の問題を特定できます。
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/.

Lumberyard See O3DE.

M
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

[Macie] Amazon Macie は、機械学習を使用して AWS 内の機密データを自動的に検出、分
類、および保護するセキュリティサービスです。
See Also http://aws.amazon.com/macie/.

メール転送エージェント 
(MTA)

クライアント/サーバーアーキテクチャを使用して 1 台のコンピュータから別のコ
ンピュータに E メールメッセージを転送するソフトウェア。

メールボックスプロバイダー E メールメールボックスホスティングサービスを提供する組織。メールボックスプ
ロバイダーは、メールボックスサービスしか提供していない場合でも、インター
ネットサービスプロバイダー (ISP) (p. 1155) と呼ばれることがあります。

メールボックスシミュレー
ター

実際の受取人にメッセージを送信することなく Amazon SES (p. 1181) ベースの E 
メール送信アプリケーションをテストするために使用できる一連の E メールアド
レス。各 E メールアドレスは、特定のシナリオ (バウンスや苦情など) を表し、シ
ナリオに固有の一般的なレスポンスを生成します。

メインルートテーブル 新しい ルートテーブル (p. 1176) Amazon VPC (p. 1191) がルーティングに使用す
るデフォルトの サブネット (p. 1185)。別の適切なルートテーブルにサブネットを
関連付けることができます。メインルートテーブルを別のルートテーブルに変更す
ることもできます。

AWS Mainframe 
Modernization

AWS Mainframe Modernization サービスは、メインフレームアプリケーションの
移行、最新化、実行、および運用のためのクラウドネイティブプラットフォームで
す。
See Also https://aws.amazon.com/mainframe-modernization.

Managed Blockchain Amazon Managed Blockchain は、一般的なオープンソースのフレームワークを使
用して、スケーラブルなブロックチェーンネットワークを作成および管理するため
の完全マネージド型のサービスです。
See Also http://aws.amazon.com/managed-blockchain/.

Amazon Managed Grafana Amazon Managed Grafana は、フルマネージドで安全なデータビジュアライゼー
ションサービスで、複数のデータソースからの運用メトリクス、ログ、トレースを
即座に照会、関連付け、視覚化できます。
See Also https://aws.amazon.com/grafana/.

AWS マネージドキー AWS KMS (p. 1159) の KMS キーのタイプの 1 つ。

マネージドポリシー IAM アカウント (p. 1127)内の複数のユーザー (p. 1189)、グルー
プ (p. 1152)、ロール (p. 1176)にアタッチできる、スタンドアロン IAM (p. 1153)
ポリシー (p. 1169)。マネージドポリシーは AWS が管理するポリシー (AWS が作
成して管理) か、お客様が管理するポリシー (お客様がその AWS アカウント で作
成して管理) のいずれかにすることができます。
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AWS マネージドポリシー AWS によって作成および管理される IAM (p. 1153) マネージドポリ
シー (p. 1161)。

Amazon Managed Service for 
Prometheus

Amazon Managed Service for Prometheus は、コンテナの高可用性、安全性、管理
モニタリングを提供するサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/prometheus/.

AWS Management Console AWS Management Console は、コンピューティング、ストレージ、およびその他
のクラウドリソース (p. 1175)を管理するためのグラフィカルインターフェイスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/console.

管理ポータル AWS Management Portal for vCenter は、VMware vCenter を使用して AWS リ
ソース (p. 1175)を管理するためのウェブサービス。ポータルは、既存の vCenter 
環境に vCenter プラグインとしてインストールします。インストール後、VMware 
VM を Amazon EC2 (p. 1144) に移行して、vCenter 内から AWS リソースを管理
できるようになります。
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/.

マニフェスト インポート操作またはエクスポート操作を行うためにジョブ作成リクエストを送信
するとき、マニフェストと呼ばれるテキストファイルにジョブの説明を入力しま
す。マニフェストファイルは YAML 形式のファイルで、ストレージデバイスと の
間でデータを転送する方法を指定しますAWS クラウド

マニフェストファイル Amazon Machine Learning: バッチ予測を説明するために使用されるファイル。マ
ニフェストファイルは、各入力データファイルを、関係するバッチ予測の結果に関
連付けます。これは Amazon S3 出力場所に格納されます。

マッピングを CloudFormation (p. 1135) テンプレートに条件パラメータ値を追加する方法。テ
ンプレートの任意指定の [Mappings] (マッピング) セクションでマッピングを指定
し、FN::FindInMap 関数を使用して適切な値を取得します。

マーカー See ページ分割トークン.

AWS Marketplace AWS Marketplace は、認定パートナーが AWS のお客様に対してそれらのソ
フトウェアのマーケティングを行い、販売することができるウェブポータルで
す。AWSMarketplace は、お客様が AWS 上で実行するソフトウェアとサービスを
検索して購入し、直ちに使用を開始するために役立つオンラインソフトウェアスト
アです。
See Also https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/.

マスターノード Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128)で実行されている、そのコアノードとタ
スクノードが完了した作業を追跡するプロセス。

上限価格 複数のスポットインスタンス (p. 1183)を起動するためにお客様にお支払いいただ
く上限価格。上限価格が現在の スポット価格 (p. 1183) を超え、かつ制約が満たさ
れていれば、Amazon EC2 (p. 1144) によって自動的にインスタンスが起動されま
す。

最大送信レート Amazon SES (p. 1181) を使用して 1 秒間に送信できる E メールメッセージの最大
数。

25 での平均逆ランク Amazon Personalize (p. 1169): 最高ランクモデルの推奨事項の関連性を評価する
評価指標。Amazon Personalize では、すべての推奨事項リクエストの上位 25 件の
うち、最も関連性の高い推奨事項をランク付けする際に、モデルの平均精度を使用
してこのメトリックを計算します。
See Also メトリクス, 推奨事項.

メビバイト (MiB) 「メガバイナリバイト」の略。1 メビバイト (MiB) は 2^20、つまり 1,048,576 バ
イトです。1 メガバイト (MB) は 10^6、つまり 1,000,000 バイトです。1,024 MiB 
は ギビバイト (GiB) (p. 1151) です。
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メンバーリソース See リソース.

MemoryDB Amazon MemoryDB for Redis は、マイクロサービスアーキテクチャを備えた最新
のアプリケーション向けに構築された、Redis 互換で耐久性に優れたインメモリ
データベースサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/memorydb.

メッセージ ID Amazon SES (p. 1181): 送信されるすべての E メールメッセージに割り当てられ
る一意の識別子。

Amazon SQS (p. 1183): メッセージをキューに送信すると返される識別子。

メタデータ 他のデータまたはオブジェクトに関する情報。Amazon S3 (p. 1176) および
Amazon EMR (p. 1147) では、メタデータは、オブジェクトを表す名前と値ペア
の形式を採用します。これには最終更新日などのデフォルトのメタデータや、標
準 HTTP メタデータ (Content-Type など) が含まれます。ユーザーは、オブジェ
クトを保存するときにカスタムメタデータを指定することもできます。Amazon 
EC2 (p. 1144) では、インスタンスが自身に関する情報 (インスタンスタイプ、IP 
アドレスなど) を特定するために取得できる EC2 インスタンス (p. 1145) に関する
データがメタデータに含まれます。

メトリクス 1 個の 名前空間 (p. 1165)、1 個のメトリクス名、および 0～10 個のディメンショ
ンの一意の組み合わせによって定義される時系列データのエレメント。メトリクス
とメトリクスから派生した統計は、CloudWatch (p. 1135) の基盤です。

メトリクス名 名前空間 (p. 1165)と任意指定のディメンションで使用されるメトリクスのプライ
マリ識別子。

メトリクス Amazon Personalize (p. 1169): モデルのトレーニング時に Amazon Personalize が
生成する評価データ。メトリックを使用して、モデルのパフォーマンスを評価し、
ソリューションの設定を変更した場合の影響を確認して、同じトレーニングデー
タを使用するが、異なる recipe で作成されたソリューション間で結果を比較しま
す。
See Also solution, recipe.

MFA See 多要素認証 (MFA).

マイクロインスタンス 高 CPU アクティビティのバーストがたまに発生する環境で使用すると経済的な
EC2 インスタンス (p. 1145) のタイプ。

AWS Microservice Extractor 
for .NET

AWS Microservice Extractor for .NET は最新化支援ツールであり、AWS クラウド 
またはオンプレミスで実行されている大規模なモノリシックアプリケーションを小
規模で独立したサービスに分割するのに必要な時間と労力を削減できます。これら
のサービスは独立して運用、管理できます。

Migration Hub AWS Migration Hub は、複数の AWS ツールとパートナーソリューション全体で移
行タスクを追跡するための単一ロケーションを提供するサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/migration-hub/.

MIME See 多目的インターネットメール拡張 (MIME).

Amazon ML Amazon Machine Learning は、データのパターンを検出して機械学習 (ML) モデル
を作成し、そのモデルを使用して新規データを処理し、予測を生成するクラウド
ベースのサービスです。
See Also http://aws.amazon.com/machine-learning/.

ML モデル 機械学習 (ML) で、データにパターンを見出すことで予測を生成する数学モデ
ル。Amazon Machine Learning は、バイナリ分類、複数クラス分類、回帰の 3 つ
のタイプの ML モデルに対応しています。予測モデルとも呼ばれています。
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See Also バイナリ分類のモデル, 複数クラスの分類モデル, 回帰モデル.

Mobile Analytics Amazon Mobile Analytics は、モバイルアプリの使用状況データを大規模に収集、
視覚化、把握、抽出できるサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/mobileanalytics.

Mobile Hub See Amplify.

AWS Mobile SDK See Amplify.

Mobile SDK for Android See Amplify Android.

Mobile SDK for iOS See Amplify iOS.

Mobile SDK for Unity AWS Mobile SDK for Unity が、AWS SDK for .NET (p. 1178) に含まれるようにな
りました。

Xamarin 版モバイル SDK AWSの Mobile SDK for Xamarin がAWS SDK for .NET (p. 1178)に含まれるように
なりました。

Amazon Monitron Amazon Monitron は、機械学習 (ML) を使用して産業機械の異常な動作を検出する
エンドツーエンドシステムです。Amazon Monitron を使用して、予測メンテナンス
を実装し、予期しないダウンタイムを削減します。
See Also https://aws.amazon.com/monitron/.

Amazon MQ Amazon MQ は、クラウドでメッセージブローカーを設定して運用するために使
用できる Apache ActiveMQ 向けのマネージド型メッセージブローカーサービスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/amazon-mq/.

MTA See メール転送エージェント (MTA).

マルチ AZ デプロイ 別の DB インスタンス (p. 1141) に同期スタンバイレプリカがあるプライマリ ア
ベイラビリティーゾーン (p. 1131)。プライマリ DB インスタンスは、同期的に 
Availability Zone 間でスタンバイレプリカにレプリケートされます。

複数クラスの分類モデル 制限され、事前定義された、一連の許可される値を予測する機械学習モデル 例え
ば、「この製品は書籍、映画、衣類のいずれか？」

多要素認証 (MFA) オプションの AWS アカウント (p. 1127) セキュリティ機能。AWS MFA を有効に
すると、セキュリティで保護された AWS ウェブページまたは AWS Management 
Console (p. 1162)にアクセスするたびに、サインインの認証情報に加え 6 桁のワ
ンタイムコードを入力する必要があります。物理的所有物の中に保存されている認
証デバイスから、このワンタイムコードを取得します。
See Also https://aws.amazon.com/mfa/.

マルチパートアップロード 単一のオブジェクトを一連のパートとしてアップロードすることができる機能。

多目的インターネットメール
拡張 (MIME)

ASCII 以外のテキストおよびテキストではないエレメント (添付ファイルなど) を含
めるために E メールプロトコルの拡張するインターネット規格。

Multitool 大規模なデータセットを管理するためのシンプルなコマンドラインインターフェイ
スを提供するカスケードアプリケーション。

複数の値を持つ属性 複数の値を持つ属性

Amazon MWAA Amazon Managed Workflows for Apache Airflow は、Apache Airflow のマネージド
オーケストレーションサービスであり、大規模にクラウド内のエンドツーエンドの
データパイプラインを設定、運用することが容易になります。
See Also https://aws.amazon.com/managed-workflows-for-apache-airflow.
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N
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

名前空間 保持する項目 (名前、技術用語、または単語) のコンテキストを提供し、複数の異
なる名前空間に存在する同音異義語項目のあいまい性解消を可能にする抽象的なコ
ンテナ。

NAT ネットワークアドレス変換。データパケットがトラフィックルーティングデバイス
全体に伝送される間に 1 つ以上の IP アドレスを他方にマッピングする戦略。これ
は、送信トラフィックを許可した状態でインターネット通信を専用インスタンスに
制限するために、よく使用されています。
See Also ネットワークアドレス変換とプロトコル変換, NAT ゲートウェイ, NAT イ
ンスタンス.

NAT ゲートウェイ AWS によって管理されている NAT (p. 1165) デバイス。インバウンドのインター
ネットトラフィックをセキュア化するために、プライベート サブネット (p. 1185)
でネットワークアドレス変換を実行します。NAT のゲートウェイは NAT および
ポートアドレス変換の両方を使用します。
See Also NAT インスタンス.

NAT インスタンス ユーザーが設定した NAT (p. 1165) デバイス。インターネットのインバウン
ドトラフィックを保護するため、Amazon VPC (p. 1191) パブリック サブネッ
ト (p. 1185) でネットワークアドレス変換を実行します。
See Also NAT ゲートウェイ.

Neptune Amazon Neptune は、高度に接続されたデータセットを扱うアプリケーションを
構築して実行するために使用できるマネージドグラフデータベースサービスで
す。Neptune は、人気の高いグラフクエリ言語 Apache TinkerPop Gremlin と W3C 
の SPARQL をサポートしているため、高度に接続されたデータセットを効率的に
ナビゲートできるクエリが作成可能です。
See Also https://aws.amazon.com/neptune/.

ネットワーク ACL サブネット (p. 1185) の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
を制御するためのファイアウォールとして機能する任意指定のセキュリティレイ
ヤー。複数のサブネットを 1 つのネットワーク ACL (p. 1126) に関連付けることは
できますが、1 つのサブネットを複数のネットワーク ACL に関連付けることはで
きません。

ネットワークアドレス変換と
プロトコル変換

(NAT (p. 1165)-PT) RFC 2766 で定義された、インターネットプロトコル規格。
See Also NAT インスタンス, NAT ゲートウェイ.

Network Firewall AWS Network Firewall は、すべての Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
に不可欠なネットワーク保護をデプロイするマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/network-firewall.

nグラムプロセッサ nグラムの変換を実行するプロセス。
See Also n グラム変換.

n グラム変換 Amazon Machine Learning: テキスト文字列解析を支援する変換。n 単語サイズの
ウィンドウをスライドすることで、nグラム変換は入力および出力の形式にテキス
ト変数を使用します。n はテキスト上でユーザーにより指定され、n とすべての小
さいサイズの単語の各文字列を出力します。例えば、Windows のサイズ =2 の n グ
ラム変換を指定した場合、2 単語のすべての組み合わせと、1 つの単語すべてを返
します。
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NICE Desktop Cloud 
Visualization

リモートの高性能サーバーでホストされる、グラフィックを多用する 3D アプリ
ケーションに安全にユーザーを接続できる、リモート可視化技術。

Nimble Studio Amazon Nimble Studio は、ビジュアルエフェクト、アニメーション、インタラク
ティブコンテンツを、クリエイティブスタジオがストーリーボードのスケッチか
ら最終的な成果物に至るまで、完全にクラウド内で作成することを可能にする、マ
ネージド AWS クラウドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/nimble-studio/.

node OpenSearch Service (p. 1167): OpenSearch インスタンス。ノードは、データイ
ンスタンスまたは専用マスターインスタンスのどちらかにすることができます。
See Also 専用マスターノード.

NoEcho テンプレートパラメータの名前と値がデフォルトでレポートされることを防ぐため
の、CloudFormation (p. 1135) パラメータのプロパティです。NoEcho プロパティ
を宣言すると、レポート内のパラメータ値はcfn-describe-stacks コマンドに
よってアスタリスクにマスクされる結果となります。

K (5/10/25) での正規化減損累
積利得 (NCDG)

Amazon Personalize (p. 1169): モデルの上位にランク付けされた推奨事項の関
連性を示す評価指標。ここで、K は 5、10、25 の推奨事項のサンプルサイズで
す。Amazon Personalize では、ランク付けされたリストでの掲載順位に基づいて
推奨事項に重みを割り当てることにより、この値を計算します。この場合、各推奨
は、その順位に応じた係数によって割り引きされます (重みが低くなる)。K での正
規化された割引累積利益は、リストの下位にある推奨事項が、リストの上位にある
推奨事項よりも関連性が低いことを想定しています。
See Also メトリクス, 推奨事項.

NoSQL 可用性が高く、スケーラブルで、高パフォーマンス用に最適化された、非リレー
ショナルデータベースシステム。NoSQL データベース (DynamoDB (p. 1144) な
ど) は、リレーショナルモデルの代わりに、キーと値のペアやドキュメントスト
レージなど、データ管理のための代替モデルを使用します。

null オブジェクト バージョン ID が null の、null オブジェクトです。Amazon S3 (p. 1176) はそ
のバケットの バージョニング (p. 1190) が停止した時に、null オブジェクトを
bucket (p. 1132) に追加します。バケット内の各キーには null オブジェクトを 1 つ
だけ設定できます。

合格の数 Amazon Machine Learning が機械学習モデルをトレーニングするために、同じデー
タレコードの使用を許可された回数。

O
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

O3DE オープン 3D エンジン (Amazon Lumberyard の後継モデル) は、ゲームやシミュ
レーションを作成するためのオープンソースの 3D 開発エンジンです。O3DE は 
Apache 2.0 の下でライセンスされ、Amazon を含むコントリビューターのコミュ
ニティによって管理されています。
See Also https://www.o3de.org/, https://aws.amazon.com/lumberyard/, https://
docs.aws.amazon.com/lumberyard/.

オブジェクト Amazon S3 (p. 1176): Amazon S3 に格納される基本的なエンティティの種類。
オブジェクトは、オブジェクトデータとメタデータで構成されます。データ部分
を、Amazon S3 から見ることはできません。
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CloudFront (p. 1135) は、HTTP または RTMP の 1 つのバージョンを介してサービ
スが可能なすべてのエンティティです。

監視 Amazon Machine Learning: 予測する方法や、予測を生成する方法を機械学習モデ
ルをトレーニングするために、Amazon Machine Learning (Amazon ML) が使用す
るデータの単一インスタンス。Amazon ML 入力データファイル内の各行が監視で
す。

オンデマンドインスタンス Amazon EC2 (p. 1144) 料金オプションは、コンピューティング容量を時間単位ま
たは秒単位 (最低 60 秒) で請求し、長期契約は不要です。

Open 3D Engine See O3DE.

OpenSearch Service Amazon OpenSearch Service は、AWS クラウド で、オープンソース検索および
分析エンジンである OpenSearch をデプロイ、運用、拡張するための AWS のマ
ネージドサービスです。Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、
セキュリティオプション、高可用性、データ耐久性、OpenSearch API への直接ア
クセスも提供します。
See Also https://aws.amazon.com/elasticsearch-service.

オペレーション API 関数。アクションとも呼ばれます。

OpsWorks AWS OpsWorks は、インスタンスおよびアプリケーションのグループを構成し、
運用する Chef を使用する際に役立つ、構成管理サービスです。アプリケーション
のアーキテクチャと各コンポーネントの仕様を、パッケージインストール、ソフト
ウェア設定、リソース (p. 1175) (ストレージなど) を含めて定義できます。時間、
負荷、ライフサイクルのイベントに基づいてタスクを自動化できます。
See Also https://aws.amazon.com/opsworks/.

オプティミスティックロック 更新を実行する前に、更新する項目が他のユーザーにより変更されていないこと
を確認する方法。DynamoDB (p. 1144) では、AWS SDK がオプティミスティック
ロックのサポートを提供します。

組織 組織 (p. 1167): AWS アカウント を統合および管理するために作成するエンティ
ティ。組織には、1 つの管理アカウントと、ゼロ以上のメンバーアカウントを含み
ます。

組織単位 組織 (p. 1167): 組織の ルート (p. 1176) 内のアカウント用のコンテナ。組織単位 
(OU) には、他の OU を含めることができます。

組織 AWS Organizations は、作成して一元管理する組織に、複数の AWS アカウント を
統合するために使用できるアカウント管理サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/organizations/.

オリジンアクセスアイデン
ティティ

OAI とも呼ばれます。Amazon CloudFront (p. 1135) を使用して Amazon 
S3 (p. 1176) bucket (p. 1132) をオリジンとしてコンテンツを供給する場合、
ユーザーが Amazon S3 URL ではなく CloudFront URL を介してコンテンツにア
クセスする際に必要となる仮想 ID。一般的に、CloudFront プライベートコンテン
ツ (p. 1171) と使用します。

オリジンサーバー CloudFront (p. 1135) を介して配信するコンテンツの最終的なオリジナルバージョ
ンを含む、Amazon S3 (p. 1176) bucket (p. 1132) またはカスタムオリジンです。

元の環境 CodeDeploy Blue/Green デプロイの開始時のデプロイグループのインスタンス。

OSB 変換 直角のスパースなバイグラム変換。機械学習で、テキスト文字列分析で支援する変
換。また、nグラム変換の代替にもなります。OSB 変換は、テキスト上で n 単語サ
イズのウィンドウをずらし、ウィンドウの最初の単語を含む、各単語ペアを出力す
ることにより生成されます。
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See Also n グラム変換.

OU See 組織単位.

Outposts AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールを
ユーザーのオンプレミスデータセンターおよびエッジロケーションまで拡張す
る、AWS のフルマネージドサービスです。オンプレミスシステムへの低レイテン
シーアクセス、ローカルデータ処理、データレジデンシ、ローカルシステムの相互
依存性によるアプリケーション移行を必要とするワークロードやデバイスで AWS 
Outposts を使用します。
See Also https://aws.amazon.com/outposts.

出力場所 Amazon Machine Learning: バッチ予測が保管される Amazon S3 の場所。

P
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

ページ分割 小さく分けられた部分に、大きなレコードリストを返すことで、API リクエストに
応答するプロセス。ページ分割は次の場合に発生する可能性があります。

• クライアントが、返されたレコードの最大数を、レコードの合計数を下回る値に
設定した場合。

• サービスに、返されたレコードの最大数がデフォルトで決められており、最大数
がレコードの合計数を下回る場合。

API レスポンスがページ分割される場合、サービスはレコードの大きなリストのサ
ブセットと、より多くのレコードが利用できることを示すページ分割トークンを送
信します。クライアントはこのページ分割トークンを後続の API リクエスト含め、
サービスはレコードの次のサブセットを使用して応答します。これは、サービスが
レコードのサブセットを含むがページ分割トークンを含まずに、すべてのレコード
が送信されたことを示すよう応答するまで継続されます。

ページ分割トークン API レスポンスにレコードの大きなリストが含まれていることを示すマーカー。
サービスがレコードのサブセットを含むがページ分割トークンを含まずに、すべて
のレコードが送信された旨を示すよう応答するまで、クライアントは後続の API リ
クエストにこのマーカーを返し、レコードの次のサブセットを取得します。
See Also ページ分割.

有料 AMI デベロッパーが AWS Marketplace (p. 1162) で他の Amazon EC2 (p. 1144) ユー
ザーに販売する Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128)。

AWS Panorama AWS Panorama は機械学習 (ML) アプライアンスおよび Software Development Kit 
(SDK) であり、これを使用して組織はコンピュータービジョン (CV) をオンプレミ
スカメラに取り込み、ローカルで予測を行うことができます。
See Also https://aws.amazon.com/panorama.

AWS ParallelCluster AWS ParallelCluster は、AWS がサポートするオープンソースのクラスター管理
ツールで、AWS クラウド でのハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) クラ
スターのデプロイと管理に役立ちます。

準仮想化 See PV 仮想化.

part マルチパートアップロードのリクエストでの、オブジェクトのデータの連続する部
分。
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パーティションキー 1 つの属性で構成される、簡潔なプライマリキー (別名ハッシュ属性)。
See Also プライマリキー, ソートキー.

PAT ポートアドレスの変換です。

ペビバイト (PiB) 「ペタバイナリバイト」の略。1 ペビバイトは 2^50、つまり 
1,125,899,906,842,624 バイトです。1 ペタバイト (PB) は 10^15、つまり 
1,000,000,000,000,000 バイトです。1,024 PiB は エクスビバイト (EiB) (p. 1149)
です。

期間 See サンプリング期間.

アクセス権限 特定の ポリシー (p. 1169) へのアクセスを許可または拒否する リソース (p. 1175)
内のステートメント。許可は、「A は C に対して B を実行する許可を持つ」
とうい形で提示することができます。例えば、Jane (A) は John の Amazon 
SQS (p. 1183) キュー (C) からメッセージ (B) を読む許可がある、などです。Jane 
が John のキューを使用するリクエストを Amazon SQS に送信するたびに、サー
ビスは Jane にアクセス権限があるかどうか確認します。さらに、アクセス許可に
定められた条件をリクエストが満たしているかどうか確認します。

永続的ストレージ 削除するまでデータがそのまま残る、データストレージ ソリューション。Amazon 
S3 (p. 1176)、Amazon RDS (p. 1173)、DynamoDB (p. 1144)、およびその他サー
ビスを含めた AWS (p. 1128) 内のオプション。

Amazon Personalize Amazon Personalize は、個別の製品やコンテンツの推奨事項を作成するための人
工知能サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/personalize/.

PERSONALIZED_RANKING 
recipe

Amazon Personalize (p. 1169): 予測されるユーザーの関心に基づいてランク付け
された順序で製品の推奨事項を提供する recipe。
See Also recipe, 推奨事項, personalized-ranking の recipe, popularity-count の 
recipe.

personalized-ranking の recipe Amazon Personalize (p. 1169): 特定のユーザーについて予測される関
心レベルに基づいて、提供する製品のコレクションをランク付けする 
PERSONALIZED_RANKING の recipe。personalized-ranking の recipe を使用し
て、特定のユーザー向けにパーソナライズされた製品または厳選された検索結果の
順番リストを作成します。
See Also recipe, PERSONALIZED_RANKING recipe.

物理名 CloudFormation (p. 1135) 作成時に リソース (p. 1175) が各 スタック (p. 1184) に
割り当てたユニークなラベルです。一部の AWS CloudFormation コマンドは、--
physical-name パラメータを使用して物理名を値として受け取ります。

Amazon Pinpoint Amazon Pinpoint はマルチチャネル通信サービスであり、組織が SMS、E メー
ル、モバイルプッシュ通知、ボイスメッセージ、およびアプリケーション内チャネ
ルを通じて、対象を絞ったコンテンツをタイムリーに送信できます。
See Also https://aws.amazon.com/pinpoint.

パイプライン CodePipeline (p. 1136): リリースプロセスを通したソフトウェアの変更を定義する
ワークフローの構造。

プレーンテキストが使用され
ます

暗号化テキスト (p. 1134) とは逆に、暗号化 (p. 1147)されていない情報。

ポリシー IAM (p. 1153): ユーザー、グループ、またはロールに適用される許可を定義す
るドキュメント。これに対して、許可はユーザーが AWS で実行できることを
決定します。ポリシーでは通常、特定のアクションへのアクセスを許可し、
オプションで、それらのアクションを EC2 インスタンス (p. 1145)や Amazon 
S3 (p. 1176) バケット (p. 1132)などの特定のリソース (p. 1175)で実行すること
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を許可 (p. 1128)することができます。また、ポリシーにより、アクセスを明示的
に拒否 (p. 1142)することもできます。

Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1144): Auto Scaling グループのインスタンスの起
動と終了に必要な情報を格納するオブジェクト。ポリシーを実行すると、インス
タンスが起動または終了します。Auto Scaling ポリシーを実行するために アラー
ム (p. 1128) を設定できます。

Policy Generator IAM (p. 1153) AWS Management Console (p. 1162) 内のツールで、ユーザーが、
利用可能なオプションの一覧から要素を選択して ポリシー (p. 1169) をビルドする
際に役立ちます。

ポリシーシミュレータ IAM (p. 1153) AWS Management Console (p. 1162) 内のツールで、実際のシナリ
オでのポリシー (p. 1169)の効果を把握するために、ポリシーをテストし、トラブ
ルシューティングするのに役立ちます。

Policy Validator IAM (p. 1153) AWS Management Console (p. 1162) のツールで、既存の IAM アク
セスコントロールポリシー (p. 1169)を調べて、IAM ポリシーの文法に準拠してい
ることを確認します。

Amazon Polly Amazon Polly は、テキストを自然な人間の音声に変換するテキスト読み上げ 
(TTS) サービスです。Amazon Polly は、何十種類ものリアルな音声を多数の言語
で提供しているため、さまざまな国に対応した音声アプリケーションを構築できま
す。
See Also https://aws.amazon.com/polly/.

popularity-count の recipe Amazon Personalize (p. 1169): 一意のユーザーとのやり取りが最も多い製品を推
奨する USER_PERSONALIZATION の recipe。
See Also recipe, USER_PERSONALIZATION の recipe.

Porting Assistant for .NET Porting Assistant for .NET は、Microsoft .NET Framework アプリケーションをオー
プンソースの .NET Core に移植するのに必要な手作業を減らす互換性アナライ
ザーです。

K (5/10/25) での精度 Amazon Personalize (p. 1169): K (5、10、25) の推奨サンプルサイズに基づいて、
モデルの推奨がどの程度関連しているかを示す評価指標。Amazon Personalize で
は、この指標は、上位 K 個の推奨事項のうち、関連する推奨事項の数を K で割っ
た数に基づいて計算されます (K は 5、10、または 25 です)。
See Also メトリクス, 推奨事項.

プレフィックス See ジョブプレフィックス.

Premium Support AWS インフラストラクチャサービスのサポートのために AWS のお客様がサブス
クライブできる、1 対 1 でレスポンスの速いサポートチャネルです。
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

署名済み URL クエリ文字列認証 (p. 1172) を使用するウェブネットワークアドレス。

プライマリキー 同じキーを持った 2 つの項目がないようにするため、DynamoDB (p. 1144) テーブ
ルの各項目を一意に識別する 1 つまたは 2 つの属性。
See Also パーティションキー, ソートキー.

プライマリシャード See シャード.

プリンシパル ユーザー (p. 1189) で定義されたアクセス許可を受け取る アカウント (p. 1127)、
サービス、または ポリシー (p. 1169)。「A は、C に対して B を実行するアクセス
許可がある」というステートメントの場合、A がプリンシパルに相当します。

AWS Private CA AWS Private Certificate Authority は、プライベートデジタル証明書 (p. 1134)の発
行と取り消しに使用するホスト型プライベート認証機関サービスです。
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See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/.

プライベートコンテンツ Amazon CloudFront (p. 1135) を使用して Amazon S3 (p. 1176) bucket (p. 1132)
をオリジンとしてコンテンツを供給する場合、ユーザーに署名済み URL の使用を
要求することで、コンテンツへのアクセスを管理する方法。署名付き URL は、現
在の日時やリクエストの送信元である IP アドレス、またはその両方を基に、ユー
ザーのアクセスを制限できます。

プライベート IP アドレス インターネットプロトコル (IP) を使用して相互に通信するために使用する、ネット
ワークに接続されたデバイスの非公開の数値アドレス (例: 192.0.2.44)。EC2 イン
スタンス (p. 1145) にはそれぞれ、起動時にプライベートアドレス (RFC 1918 準
拠) とパブリックアドレスの 2 つの IP アドレスが割り当てられ、これらはネット
ワークアドレス変換 (NAT (p. 1165)) によって直接相互に関連付けられます。例外:
Amazon VPC (p. 1191) 内部で起動するインスタンスには、プライベート IP アド
レスのみが割り当てられます。

プライベートサブネット Amazon VPC (p. 1191) サブネット (p. 1185) の一種であり、そのインスタンスに
インターネットからアクセスできるもの。

製品コード AWS Marketplace (p. 1162) に製品を送信するときに AWS によって提供される識
別子。

プロパティ See リソースプロパティ.

プロパティのルール JSON (p. 1157) テンプレートによる、プロパティ、マッピング、出力値を宣言す
る、CloudFormation (p. 1135) に適合したマークアップ標準です。

プロビジョンド IOPS 高速、予測可能、整合性のある I/O パフォーマンスを実現するストレージオ
プション。DB インスタンスの作成時に IOPS レートを指定すると、Amazon 
RDS (p. 1173) はその IOPS レートが DB インスタンスに常に適用されるとプロビ
ジョニングします。

擬似パラメータ 事前に定義されており、宣言しなくても AWS:StackName テンプレートで利用で
きる設定 (CloudFormation (p. 1135) など)。擬似パラメータは、通常のパラメータ
を使用できる場所であればどこででも使用可能です。

パブリック AMI すべての AWS アカウント (p. 1127) が起動する許可を持つ Amazon マシンイメー
ジ (AMI) (p. 1128)。

パブリックデータセット AWS クラウド をベースとしているアプリケーションにシームレスに統合できる大
量のパブリック情報の集合 Amazon は、コミュニティに対して無料でパブリック
データセットを保管しています。ユーザーは、他の AWS のサービス と同様に、
独自のアプリケーションに使用するコンピューティングとストレージの料金のみを
支払います。このデータセットに収録されているデータのソースは、現時点では 
Human Genome Project、米国国勢調査、Wikipedia などがあります。
See Also https://aws.amazon.com/publicdatasets.

パブリック IP アドレス ネットワーク接続されたデバイスがインターネットプロトコル (IP) を使用して相
互に通信するために使用するパブリック数値アドレス (例: 192.0.2.44)。EC2 イン
スタンス (p. 1145) にはそれぞれ、起動時にプライベートアドレス (RFC 1918 準
拠) とパブリックアドレスの 2 つの IP アドレスが割り当てられ、これらはネット
ワークアドレス変換 (NAT (p. 1165)) によって直接相互に関連付けられます。例外:
Amazon VPC (p. 1191) 内部で起動するインスタンスには、プライベート IP アド
レスのみが割り当てられます。

パブリックサブネット サブネット (p. 1185) の一種であり、そのインスタンスにインターネットからアク
セスできるもの。

PV 仮想化 Paravirtual virtualization では、完全なハードウェアおよび CPU 仮想化を実現する
特別なサポート拡張機能のないホストシステムでゲスト VM を実行することができ
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ます。PV ゲストは、ハードウェアエミュレーションを使用しない変更されたオペ
レーティングシステムを実行するため、ネットワーク機能の強化や GPU サポート
などのハードウェア関連の機能は実現できません。
See Also HVM 仮想化.

Q
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

Amazon QLDB Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) はフルマネージド型の台帳
データベースで、信頼された中央機関が所有する、透過的でイミュータブルであ
り、暗号的に検証可能なトランザクションログを提供します。
See Also https://aws.amazon.com/qldb.

四分位ビニング変換 Amazon Machine Learning: 2 つの入力、数値の変数、2 進数を呼び出したパラメー
タを使用して、カテゴリ変数を出力するプロセス。四分位ビニング変換は、機械学
習モデルを有効にして、変数のディストリビューション内の非直線性を検出し、数
値の変数分布の部分の重要性値を別に学習します。

Query 一般に、GET メソッドまたは POST HTTP メソッドと、URL でパラメータを設定
したクエリ文字列のみを使用するタイプのウェブサービス。
See Also REST.

クエリ文字列認証 Authorization ヘッダーではなく、HTTP リクエストのクエリ文字列に認証情報
を配置するために使用できる AWS 機能で、bucket (p. 1132) 内のオブジェクトへ
の URL ベースのアクセス権を提供します。

キュー 一時ストレージに保管され、送信または処理を待機している一連のメッセージまた
はジョブ。

キュー URL キューを一意に識別するウェブアドレス。

QuickSight Amazon QuickSight は、可視化の構築、分析の実行、データからの迅速なビジネス
上の洞察の取得に使用できる高速なクラウド型ビジネス分析サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/quicksight/.

クォータ AWS アカウント 内のリソース、アクション、および項目の最大値

R
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

AWS RAM AWS Resource Access Manager は、AWS のお客様が AWS リソースを任意の 
AWS アカウント との間や組織内で共有できるようにするサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/ram.

レンジ GET ダウンロード 1 回で取得するデータのバイト範囲を指定するリクエスト。オブジェ
クトが大きい場合、取得するバイト範囲をそれぞれ別に指定したレンジ GET リク
エストを複数送信することによって、ダウンロードを小さい単位に分割することが
できます。

raw Eメール E メールのヘッダーや MIME の種類を指定できるタイプの sendmail リクエスト。
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Amazon RDS Amazon Relational Database Service は、クラウドでリレーショナルデータベース
を簡単にセットアップし、運用し、スケーリングすることのできるウェブサービス
です。業界スタンダードのリレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れ
たエクステンションを備え、一般的なデータベース管理タスクを管理します。
See Also https://aws.amazon.com/rds.

リードレプリカ Amazon RDS (p. 1173): 他の DB インスタンスの実行中のコピー。ソース DB イン
スタンスのデータに更新があると、MySQL 5.1 に内蔵されているレプリケーショ
ン機能を使用してリードレプリカの DB インスタンスにレプリケートされます。

リアルタイム予測 Amazon Machine Learning: 個々のデータ監視に対し、同期的に生成された予測。
See Also バッチ予測.

受信ハンドル Amazon SQS (p. 1183): キューからメッセージを受信するときに取得する識別子。
この識別子は、キューからメッセージを削除する際や、メッセージの可視性タイム
アウトを変更する際に必要になります。

レシーバー 受取人 (p. 1173) に対する E メール配信を管理するネットワークシステム、ソフト
ウェア、およびポリシーから成るエンティティ。

recipe Amazon Personalize (p. 1169): ユーザーが操作する製品を予測する 
(USER_PERSONALIZATION recipe の場合)、ユーザーが関心を示した特定
の製品に類似する製品を計算する (RELATED_ITEMS recipe の場合)、また
は予測された関心に基づいて提供した製品のコレクションをランク付けする 
(PERSONALIZED_RANKING recipe の場合) ように事前構成された Amazon 
Personalize アルゴリズム。
See Also USER_PERSONALIZATION の recipe, RELATED_ITEMS の recipe,
PERSONALIZED_RANKING recipe.

受取人 Amazon SES (p. 1181): E メールメッセージを受信する個人または団体。例えば、
メッセージの [To] (宛先) フィールドに名前がある人物が考えられます。

推奨事項 Amazon Personalize (p. 1169): Amazon Personalize が、ユーザーが操作す
ると予測する製品のリスト。推奨事項は、使用している Amazon Personalize 
の recipe に応じて、製品のリスト (USER_PERSONALIZATION の recipe 
と RELATED_ITEMS recipe) か、指定した製品コレクションのランキング 
(PERSONALIZED_RANKING の recipe を使用) のいずれかになります。
See Also recipe, キャンペーン, ソリューションバージョン,
USER_PERSONALIZATION の recipe, RELATED_ITEMS の recipe,
PERSONALIZED_RANKING recipe.

Redis 高速なオープンソースのインメモリ型キー値データ構造ストア。Redis には多目的
なインメモリデータ構造が用意されており、これを使用してさまざまなカスタムア
プリケーションを簡単に作成できます。

Amazon Redshift Amazon Redshift は、 クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータ
ウェアハウスサービスです。Amazon Redshift では、既存のビジネスインテリジェ
ンスツールを使用してデータを分析できます。
See Also https://aws.amazon.com/redshift/.

リファレンス 1 つの AWS リソース (p. 1175) から別のリソースにプロパティを挿入する方法。
例えば、Amazon EC2 (p. 1144) セキュリティグループ (p. 1179) のプロパティを
Amazon RDS (p. 1173) リソースに挿入できます。

リージョン 同じ地理的地域にある AWS リソース (p. 1175)の名前付きのセット。リージョン
は最小 3 個のアベイラビリティーゾーン (p. 1131)で構成されます。

回帰モデル Amazon Machine Learning: 機械学習モデルのパフォーマンスを細かく設定する一
般的なデータ変換のために、事前にフォーマットされた指示。
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回帰モデル 家の正確な購入金額など、数値を予測する機械学習モデルのタイプ。

正規化 高品質な機械学習 (ML) モデルを得るために調整できる、ML パラメータ。正規化
することで、ML モデルが、目にしたパターンを一般化する方法を学習する (別名 
overfitting) 代わりにに、トレーニングデータの例を記憶しないようにできます。ト
レーニングデータがオーバーフィッティングされると、ML モデルではトレーニン
グデータはうまく実行しますが、評価データや新規のデータはうまく実行できませ
ん。

Amazon Rekognition Amazon Rekognition は、画像ファイルまたは動画ファイルのいずれかで、不適切
なコンテンツを含むオブジェクト、人物、テキスト、シーン、アクティビティを
識別する機械学習サービスです。Amazon Rekognition Custom Labels を使用する
と、ビジネスニーズに合わせた固有のオブジェクトやシーンを画像で検出するため
のカスタマイズド ML モデルを作成できます。
See Also https://aws.amazon.com/rekognition/.

RELATED_ITEMS の recipe Amazon Personalize (p. 1169)製品間 (SIMS) の recipe など、指定した製品に類似
する製品を推奨する recipe。
See Also recipe, 製品間の類似性 (SIMS) の recipe.

置き換え先環境 CodeDeploy Blue/Green デプロイ後のデプロイグループのインスタンス。

レプリカシャード See シャード.

返信パス 返信 E メールが送られる E メールアドレス。リターンパス (p. 1175) とは異なり
ます。

Representational State 
Transfer

See REST.

評価 1. Amazon SES (p. 1181) のメトリクスの 1 つ。バウンス (p. 1132)、苦
情 (p. 1137)などのメトリクス要素に基づき、お客様が質の高いメールを送信して
いるかどうかを判定します。

2. インターネットサービスプロバイダー (ISP) (p. 1155) などのエンティティが、
受信している E メールの送信元の IP アドレスが スパム (p. 1183) の発信元でない
かどうかを判定する測定指標。

リクエスタ 特定のアクションを実行するために AWS にリクエストを送信するユーザー (また
はアプリケーション)。AWS がリクエストを受け取ると、まずリクエスタの許可を
評価して、リクエスタがリクエストアクション (該当する場合は、リクエスト対象
の リソース (p. 1175) に対して) を実行できるかどうかを判断します。

リクエスタ支払い Amazon S3 (p. 1176) の機能の 1 つ。バケット所有者 (p. 1132) は、この機能を使
えば、特定の bucket (p. 1132) にあるオブジェクトへのアクセスをリクエストした
ユーザー全員に対して、データ転送およびリクエストの費用の支払いを求めること
ができます。

リザベーション 同じ起動リクエストで起動される EC2 インスタンス (p. 1145)の集合。Reserved 
Instance (p. 1174)と混同しないでください。

Reserved Instance 特別なパラメータを満たすインスタンスのオンデマンド (p. 1167)使用料を割引す
る、EC2 インスタンス (p. 1145)の料金オプション。顧客は、インスタンスの使用
方法にかかわらず、インスタンスの期間全体を通じて支払います。

リザーブドインスタンス 
Marketplace

不要になったリザーブドキャパシティを売りたい人物と、追加のキャパシティーの
購入者をマッチするオンライン交換所。サードパーティーの販売者から購入したリ
ザーブドインスタンス (p. 1174)は残り期間が完全な標準期間よりも短くなってお
り、さまざまな前払い価格で販売されます。使用料金または定期的に支払う料金
は、リザーブドインスタンスを最初に購入したときに設定された料金と同じ金額で
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す。AWS から購入できるリザーブドインスタンスの完全な標準期間は、1 年間ま
たは 3 年間です。

Resilience Hub AWS Resilience Hub では、AWS アプリケーションのレジリエンシの定義、検証、
追跡を一元的に行うことができます。アプリケーションを中断から保護し、復旧コ
ストを削減して事業継続性を最適化し、コンプライアンスや規制要件を満たすのに
役立ちます。
See Also https://aws.amazon.com/resilience-hub.

リソース ユーザーが AWS で使用できる、EC2 インスタン
ス (p. 1145)、DynamoDB (p. 1144) テーブル、Amazon S3 (p. 1176)
bucket (p. 1132)、IAM (p. 1153) ユーザー、OpsWorks (p. 1167) スタッ
ク (p. 1184) などのエンティティ。

Resource Groups AWS Resource Groups は、AWS のお客様が多数のリソース上のタスクを一度に
管理および自動化するために使用できるウェブサービスです。
See Also AWS Resource Groups.

Amazon リソースネーム 
(ARN)

Amazon リソースネームは、AWS リソース (p. 1175) を参照するための標準化
された方法です (例: arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/
subdivision_xyz/Bob)。

リソースプロパティ CloudFormation (p. 1135) スタック (p. 1184) に AWS リソース (p. 1175) を含め
るときに必要になる値。各リソースには、プロパティが関連付けられていることが
あります。例えば、AWS::EC2::Instance リソースには UserData プロパティ
があります。AWS CloudFormation テンプレートでは、リソースにプロパティがな
い場合であっても、リソースでプロパティセクションの宣言が必要です。

リソースレコード リソースレコードセットともいいます。ドメインネームシステム (DNS) 内の基本
的な情報要素。
See Also ドメインネームシステム on Wikipedia.

REST Representational State Transfer。一般的に HTTPS/TLS 経由で実行されるシンプ
ルなステートレスアーキテクチャです。REST は、リソースには固有で階層構造の 
ID (URI) があり、一般的なメディアタイプ (HTML、XML、JSON (p. 1157) など) 
で表され、リソースのオペレーションが事前に定義されているか、メディアタイプ
内で発見可能なことを強調します。実際には、これによってオペレーションの数が
制限されます。
See Also Query, WSDL, SOAP.

RESTful ウェブサービス RESTful API とも呼ばれ、REST (p. 1175) のアーキテクチャ制約に従うウェブ
サービス。API オペレーションは HTTP メソッドを明示的に使用する必要がありま
す。階層構造の URI を公開し、XML、JSON (p. 1157)、またはその両方を転送し
ます。

値を返す CloudSearch (p. 1135): のインデックスフィールドのオプションの一種。フィール
ドの値が検索結果で返されるようになります。

リターンパス バウンスとなった E メールが返される E メールアドレス。このパスは、元の E 
メールのヘッダーで指定します。返信パス (p. 1174) とは異なります。

revision CodePipeline (p. 1136): ソースアクション内で構成されている、ソースに加えられ
た変更。GitHub (p. 1151) リポジトリにプッシュされたコミットや、バージョニン
グされた Amazon S3 (p. 1176) bucket (p. 1132) のファイルに対する更新などが該
当します。

AWS RoboMaker AWS RoboMaker は、ロボティクス開発者がインフラストラクチャを管理せずにシ
ミュレーションを実行、スケーリング、自動化するために使用するクラウドベース
のシミュレーションサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/robomaker.
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ロール AWS アカウント (p. 1127)の AWS リソース (p. 1175)への一時的なアクセスを付
与するツール。

ロールバック CloudFormation (p. 1135) スタック (p. 1184) などのオブジェクトを作成でき
なかった場合に、以前の状態に戻すこと。失敗に終わった処理に関連付けら
れているリソース (p. 1175)はすべて、ロールバック時に削除されます。AWS 
CloudFormation では、コマンドラインで --disable-rollback オプションを使
用することによってこの処理をオーバーライドできます。

ルート 組織 (p. 1167): 組織のアカウント用の親コンテナ。ルートに サービスコントロー
ルポリシー (p. 1180) を適用する場合、組織のすべての 組織単位 (p. 1167) とアカ
ウントに適用されます。

ルート認証情報 AWS アカウント (p. 1127) 所有者に関連付けられた認証情報。

ルートデバイスボリューム ボリューム (p. 1191) の起動に使用されるイメージが含まれている インス
タンス (p. 1155) です (ルートデバイスとも呼ばれます)。インスタンススト
ア (p. 1155) をルートデバイスとする AMI (p. 1128) からインスタンスを起動し
た場合には、Amazon S3 (p. 1176) に格納されているテンプレートから作成さ
れるインスタンスストア ボリューム (p. 1191) がこれに該当します。Amazon 
EBS (p. 1144) をルートデバイスとする AMI からインスタンスを起動した場合に
は、Amazon EBS スナップショットから作成される Amazon EBS ボリュームがこ
れに該当します。

ルートテーブル 関連付けられている サブネット (p. 1185) からのトラフィックを制御するための
ルーティング規則。ルートテーブルにはサブネットをいくつも関連付けることがで
きるものの、1 つのサブネットは 1 度に 1 つのルートテーブルにしか関連付けるこ
とができません。

Route 53 Amazon Route 53 は、新しい DNS サービスの作成や既存の DNS サービスのクラ
ウドへの移行に使用できるウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/route53.

行識別子 Amazon Machine Learning: 監視と予測の関連付けを簡単にするために出力され
る、評価または予測に含めることができる入力データの属性。

ルール AWS WAF (p. 1191): Amazon CloudFront (p. 1135) ディストリビューションなど
の AWS リソース (p. 1175)へのウェブリクエストで AWS WAF が検索する一連の
条件。ウェブ ACL (p. 1192) にルールを追加し、各ルールに基づいてウェブリクエ
ストを許可するかブロックするかを指定します。

S
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

Amazon S3 Amazon S3 はインターネット用のストレージサービスです。これを使用して、
ウェブ上のどの場所からも、いつでも、いくらでも、データを保存して取得するこ
とができます。
See Also https://aws.amazon.com/s3.

Amazon S3 Glacier Amazon S3 Glacier は、データのアーカイブおよび長期バックアップを行うため
の、安全性と耐久性に優れた低コストのストレージサービスです。オンプレミスの
ソリューションより大幅に小さいデータを、そのボリュームにかかわらず、確実に
格納できます。S3 Glacier は、アクセス頻度が低く、数時間の取得時間を許容でき
るデータ向けに最適化されています。
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See Also https://aws.amazon.com/glacier/.

Amazon S3-Backed AMI See instance store-backed AMI.

SageMaker Amazon SageMaker は、AWS インフラストラクチャ、ツール、ワークフローを使
用して機械学習 (ML) モデルを構築、トレーニング、デプロイするフルマネージド
型クラウドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/sagemaker.

AWS SAM AWS Serverless Application Model は、サーバーレスアプリケーションを構築およ
び実行するためのオープンソースのフレームワークです。AWS SAM には、サー
バーレスアプリケーションのライフサイクルを迅速に繰り返すために使用できるコ
マンドラインインターフェイスツールと簡単な構文テンプレート仕様が用意されて
います。
See Also https://aws.amazon.com/serverless/sam/.

サンプリング期間 CloudWatch (p. 1135) が 統計 (p. 1184) を計算する期間として定めた時間 (1 分間
など)。

サンドボックス 本稼働環境に影響を与えることなくアプリケーションの機能をテストすることがで
きる場所。無料で利用でき、商品を購入する必要もありません。

Amazon SES (p. 1181): 開発者がサービスをテストおよび評価するために使用でき
る環境。サンドボックスでは、Amazon SES API のすべてにアクセスが可能です
が、メッセージの送信先に指定できるのは、検証済みの E メールアドレスとメー
ルボックスシミュレーターのみとなります。サンドボックスを終了するには、本
稼働環境へのアクセスを申請する必要があります。サンドボックスのアカウント
は、送信制限 (p. 1180) が本稼働アカウントよりも少なくなっています。

スケールイン EC2 インスタンスを Auto Scaling グループ (p. 1131) から削除します。

スケールアウト EC2 インスタンスを Auto Scaling グループ (p. 1131) に追加します。

規模の拡大や縮小 インスタンスを起動または終了することによって、Auto Scaling グルー
プ (p. 1131) のサイズ、設定、または構成を変更するプロセス。

スケーリングポリシー 需要の増減に応じて、Auto Scaling が自動的に Auto Scaling グループ (p. 1131)を
拡張する方法の説明。
See Also スケールイン, スケールアウト.

スケジューラー タスク (p. 1186)をコンテナインスタンス (p. 1138)に配置するために使われる方
法。

schema Amazon Machine Learning: 機械学習モデルが入力データを解釈するために必要な
情報。属性の名前と割り当てられたデータタイプ、特殊な属性などがあります。

スコアの切り捨て値 Amazon Machine Learning: 0 から 1 の範囲のスコアを出力するバイナリ分類モデ
ル。監視が 1 または 0 のどちらに分類されるかを決定するには、分類しきい値を
選択するか切り捨てて、Amazon ML はそのしきい値に対してスコアを比較しま
す。切り捨てよりもスコアを持つ監視は 1 に等しいターゲットとして予測されま
す。切り捨て値より低いスコアを持つ監視は 0 に等しいターゲットとして予測され
ます。

SCP See サービスコントロールポリシー.

AWS SCT AWS Schema Conversion Tool は、異種データベースの移行を自動化するデスク
トップアプリケーションです。AWS SCT を使用して、データベーススキーマと
コードオブジェクト、アプリケーション内の SQL コード、および ETL スクリプト
をターゲットデータベースと互換性のある形式に変換できます。その後に、AWS 
SCT データ抽出エージェントを使用してデータをターゲットデータベースに移行
できます。
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See Also https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool.

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET は、Amazon S3 (p. 1176)、Amazon 
EC2 (p. 1144)、IAM (p. 1153) などの AWS のサービス に .NET API オペレーショ
ンを提供する SDK です。NuGet の複数のサービス固有のパッケージとして SDK 
をダウンロードできます。
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-net/.

SDK for C++ AWS SDK for C++ は、Amazon S3 (p. 1176)、Amazon 
EC2 (p. 1144)、DynamoDB (p. 1144) などを含めた多数の AWS のサービス 用の 
C++ API を提供するソフトウェア開発キットです。ダウンロード可能な 1 つのパッ
ケージに、AWS C++ ライブラリ、コード例、およびドキュメントが含まれていま
す。
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/.

SDK for Go AWS SDK for Go は、Go アプリケーションとフルスイート版の AWS のサービス 
を統合するソフトウェア開発キットです。
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-go/.

SDK for Java AWS SDK for Java は、Amazon S3 (p. 1176)、Amazon 
EC2 (p. 1144)、DynamoDB (p. 1144) などのさまざまな AWS のサービス に 
JAVA API オペレーションを提供する SDK です。ダウンロード可能な 1 つのパッ
ケージに、AWS Java ライブラリ、コード例、ドキュメントが含まれます。
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-java/.

SDK for JavaScript in Node.js AWS SDK for JavaScript in Node.js は、Node.js の JavaScript から AWS のサー
ビス にアクセスするためのソフトウェア開発キットです。この SDK は、Amazon 
S3 (p. 1176)、Amazon EC2 (p. 1144)、DynamoDB (p. 1144)、Amazon 
SWF (p. 1183) などを含めた AWS のサービス 用の JavaScript オブジェクトを提
供します。ダウンロードパッケージ 1 つの中に、AWS JavaScript ライブラリとド
キュメントが含まれます。
See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/.

SDK for JavaScript in the 
Browser

ブラウザの AWS SDK for JavaScript は、ブラウザで実行する JavaScript コー
ドから AWS のサービス にアクセスするためのソフトウェア開発キットで
す。Facebook、 Google、Login with Amazon を介して、ウェブ ID フェデ
レーションを使用してユーザーを認証します。アプリケーションデータを
DynamoDB (p. 1144) に格納し、ユーザーファイルを Amazon S3 (p. 1176) に保
存します。
See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/.

SDK for PHP AWS SDK for PHP は、PHP アプリケーションを、Amazon 
S3 (p. 1176)、Amazon S3 Glacier (p. 1176)、DynamoDB (p. 1144) などの AWS 
のサービス と統合するためのソフトウェア開発キットとオープンソース PHP ライ
ブラリです。
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-php/.

SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) は、Python を使用して、Amazon 
EC2 (p. 1144)、Amazon EMR (p. 1147)、Amazon EC2 Auto 
Scaling (p. 1144)、Kinesis (p. 1158)、Lambda (p. 1159) などの AWS のサービス 
にアクセスするためのソフトウェア開発キットです。
See Also http://boto.readthedocs.org/en/latest/.

SDK for Ruby AWS SDK for Ruby は、Ruby から AWS のサービス にアクセスするためのソ
フトウェア開発キットです。この SDK は、Amazon S3 (p. 1176)、Amazon 
EC2 (p. 1144)、DynamoDB (p. 1144) などを含めた多くの AWS のサービス に 
Ruby クラスを提供します。ダウンロード可能な 1 つのパッケージに、AWS Ruby 
ライブラリとドキュメントが含まれます。
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/.
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SDK for Rust AWS SDK for Rust は、開発者向けの API とユーティリティを提供するソフトウェ
ア開発キットです。これにより、Amazon S3 や Amazon EC2 などの AWS のサー
ビス と Rust アプリケーションを統合できるようになります。

SDK for Swift AWS SDK for Swift は、Swift 言語を使用して AWS インフラストラクチャおよび
サービスにアクセスするためのサポートを提供するソフトウェア開発キットです。

検索 API CloudSearch (p. 1135): に検索リクエストを送信するときに使用する API。検索ド
メイン (p. 1179)

検索ドメイン CloudSearch (p. 1135): 検索リクエストを処理する検索インスタンスと検索可能
データをカプセル化したもの。通常は、検索するデータの集合それぞれに対して、
別個の Amazon CloudSearch ドメインを設定します。

検索ドメイン設定 CloudSearch (p. 1135): ドメインのインデックス作成オプション、分析スキー
ム (p. 1128)、式 (p. 1149)、サジェスタ (p. 1185)、アクセスポリシー、スケーリ
ング、可用性オプション。

検索を有効にする CloudSearch (p. 1135): のインデックスフィールドのオプションの一種。フィール
ドのデータを検索対象にすることができます。

検索エンドポイント CloudSearch (p. 1135): 検索ドメインに検索リクエストを送信するときに接続する 
URL。各 Amazon CloudSearch ドメインには固有の検索エンドポイントがあり、
ドメインの存続期間中にこれが変更されることはありません。

検索インデックス CloudSearch (p. 1135): データの取得の速度と精度を向上するために検索可能デー
タを一定の形式で表現したもの。

検索インスタンス CloudSearch (p. 1135): データにインデックスを付け、検索リクエストを処理す
るためのコンピューティング リソース (p. 1175)。Amazon CloudSearch ドメイン
には検索インスタンスが 1 つ以上あり、それぞれに一定量の RAM および CPU リ
ソースが割り当てられています。データのボリュームが増えるにつれて、インデッ
クスが付いたデータを格納するためにデプロイする検索インスタンスの数とサイズ
が大きくなっていきます。インデックスは、必要に応じて複数のインスタンス間で
自動的にパーティション分割されます。リクエストのボリュームや複雑さが増える
と、処理能力の追加のため、各検索パーティションが自動的にレプリケートされま
す。

検索リクエスト CloudSearch (p. 1135): Amazon CloudSearch ドメインの検索エンドポイントに送
信されるリクエストの一種。インデックスから特定の検索条件に合致するドキュメ
ントを取得します。

検索結果 CloudSearch (p. 1135): 検索リクエストに合致する文書。検索ヒットとも呼ばれま
す。

シークレットアクセスキー プログラム的な AWS リクエストの暗号化署名のためにアクセスキー ID (p. 1126)
と共に使用されるキー。リクエストに署名することで支払人を特定し、リクエ
ストが変更されるのを防ぎます。AWS アカウント (p. 1127)、個々の IAM ユー
ザー (p. 1189)、および一時的なセッション用のシークレットアクセスキーを生成
できます。

Secrets Manager AWS Secrets Manager は、データベースやその他のサービスの認証情報を安全に
暗号化、保存、およびローテーションするためのサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/secrets-manager/.

セキュリティグループ あるインスタンスに対して許可されている受信方向のネットワーク接続 (Amazon 
VPC (p. 1191) のセキュリティグループにはほかにも、送信方向の接続のサポート
が含まれます)。各セキュリティグループはプロトコル、ポート、および IP アドレ
スの範囲を示した一覧で構成されます。セキュリティグループは複数のインスタン

Version 1.0
1179



AWS 全般のリファレンス リファレンスガイド

スに適用できます。また、1 つのインスタンスを複数のグループによる規制の対象
にすることもできます。

Security Hub AWS Security Hub は、AWS リソースのセキュリティ状態の包括的なビューを提
供するサービスです。Security Hub は、AWS アカウント とサービスからセキュリ
ティデータを収集し、AWS 環境全体のセキュリティ上の問題を特定して優先順位
を付けるためのセキュリティ傾向の分析に役立ちます。
See Also https://aws.amazon.com/security-hub/.

支払人 E メールでメッセージを送信する個人または団体。

送信者 ID Microsoft 社が管理するバージョンの SPF (p. 1183)。E メールの認証となりすまし
の防止の機能を備えたシステム。送信者 ID について詳しくは、Wikipedia の送信者 
ID を参照してください。

送信制限 各 Amazon SES (p. 1181) アカウントに関連付けられている 送信クォー
タ (p. 1180) および 最大送信レート (p. 1162)。

送信クォータ 24 時間に Amazon SES (p. 1181) を使って送信できる E メールメッセージの最大
数。

AWS Serverless Application 
Repository

AWS Serverless Application Repository は、チーム、組織、および個々の開発者が
再利用可能なアプリケーションを保存および共有したり、強力な新しい方法でサー
バーレスアーキテクチャを構築したりデプロイしたりするために使用できるマネー
ジドリポジトリです。
See Also https://aws.amazon.com/serverless/serverlessrepo/.

サーバー側の暗号化 (SSE) サーバーレベルでのデータの暗号化 (p. 1147)。Amazon S3 (p. 1176) は次の 3 つ
のモードのサーバー側の暗号化をサポートします。Amazon S3 がキーを管理する 
SSE-S3、顧客がキーを管理する SSE-C、AWS KMS (p. 1159) がキーを管理する 
SSE-KMS があります。

Service Catalog AWS Service Catalog は、AWS での使用が承認された IT サービスのカタログを作
成および管理する組織の役に立つウェブサービスです。この IT サービスには、仮
想マシンイメージ、サーバー、ソフトウェア、データベースから包括的な多層アプ
リケーションアーキテクチャまで、あらゆるものが含まれます。
See Also https://aws.amazon.com/servicecatalog/.

サービスコントロールポリ
シー

組織 (p. 1167): ユーザーやロールが、サービスコントロールポリシー (SCP) によ
る影響を受けるアカウントで使用できるサービスやアクションを指定するポリシー
ベースのコントロールです。

サービスエンドポイント See エンドポイント.

Service Health Dashboard AWS のサービス の可用性に関する最新情報を表示するウェブページ。ダッシュ
ボードの場所: http://status.aws.amazon.com/。

AWS Service Management 
Connector

AWS Service Management Connector では、お客様は使い慣れた IT サービス管理 
(ITSM) ツールで AWS リソースと機能をプロビジョニング、管理、運用できます。
See Also https://aws.amazon.com/service-management-connector.

Service Quotas AWS のワークロードの増加に応じてクォータを簡単かつ大規模に表示および管理
するためのサービス。クォータは制限とも呼ばれ、 に作成できるリソースの最大
数ですAWS アカウント

サービスロール AWS のサービス に許可を付与して、AWS リソース (p. 1175)にアクセスできる
ようにする IAM (p. 1153) ロール (p. 1176)。サービスロールにアタッチするポリ
シーによって、どの AWS リソースにサービスがアクセスできるか、およびそれら
のリソースで何ができるかが決まります。
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Amazon SES Amazon Simple Email Service は、シンプルで費用効率が高いアプリケーション向
け E メールソリューションです。
See Also https://aws.amazon.com/ses.

セッション AWS STS (p. 1185) が提供する一時的なセキュリティ認証情報が AWS アカウント
へのアクセスを許可する期間。

SHA Secure Hash Algorithm の略。SHA1 はこのアルゴリズムの以前のバージョンであ
り、AWS では SHA256 に置き換えられました。

シャード OpenSearch Service (p. 1167): インデックスのデータのパーティション。イン
デックスを複数のシャードに分割できます。このシャードには、プライマリシャー
ド (元のシャード) とレプリカシャード (プライマリシャードの複製) を含むことが
できます。レプリカシャードはフェイルオーバーを提供します。つまり、クラスタ
ノードにプライマリシャードフェイルが含まれる場合、レプリカシャードはプライ
マリシャードに昇格します。レプリカシャードは、リクエストを処理することもで
きます。

共有 AMI あるデベロッパーが別のデベロッパーも使用できるように構築し、公開している
Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128)。

Shield AWS Shield は、Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load Balancing ロードバラン
サー、Amazon CloudFront ディストリビューション、および Route 53 ホストゾー
ンなどのリソースを DDoS 攻撃から保護するために役立つサービスです。AWS 
Shield は無料で自動的に同梱されており、AWS WAF や AWS のサービス のその
他サービスに対して既に支払われているもの以外の料金はかかりません。DDoS 攻
撃に対する保護を強化するために、AWS は AWS Shield Advanced を提供していま
す。
See Also https://aws.amazon.com/shield.

シャットダウンアクション Amazon EMR (p. 1147): ジョブフローを終了する前に一連のコマンドを並行して
実行するスクリプトを起動する、事前定義されたブートストラップアクション。

署名 デジタル署名のことをいいます。デジタル署名とは、デジタルメッセージの信頼性
を確認するための数学的な方法です。AWS は、お客様が当社のウェブサービスに
送信するリクエストを認証するために署名を使用します。詳細については、https://
aws.amazon.com/security をご覧ください。

SIGNATURE ファイル Import/Export (p. 1154): ストレージデバイスのルートディレクトリにコピーする
ファイル。このファイルにはジョブ ID、マニフェストファイル、および署名が含
まれています。

署名バージョン 4 すべての AWS リージョン にある AWS のサービス に対するインバウンド API リ
クエストを認証するためのプロトコル。

Signer AWS Signer は、AWS のお客様のコードの信頼性と完全性を保証するために使用
されるフルマネージドのコード署名サービスです。

Silk Amazon Silk は、Fire OS タブレットおよび携帯電話のみで使用できる次世代ウェ
ブブラウザです。Amazon Silk は、クライアントと AWS クラウド に処理を分ける
分割アーキテクチャ上に構築されており、より高速で応答性の高いモバイル閲覧操
作を可能にします。

Simple Mail Transfer Protocol See SMTP.

Simple Object Access Protocol See SOAP.

SimSpace Weaver AWS SimSpace Weaver は、AWS クラウド で大規模な空間シミュレーションを構
築および実行するために使用できるマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/simspaceweaver/.
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SIMS の recipe See 製品間の類似性 (SIMS) の recipe.

シングルサインオン ユーザーが一度にサインインして複数のアプリケーションやウェブサイトにアク
セスできるようにする認証方式。サービス名 AWS の Single Sign-On は AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) です。
See Also IAM Identity Center.

Single-AZ DB インスタンス 1 つの アベイラビリティーゾーン (p. 1131) にデプロイされている標準 DB インス
タンス (p. 1141) (マルチ AZ でない)。別のアベイラビリティーゾーンにスタンバ
イレプリカはありません。
See Also マルチ AZ デプロイ.

Site-to-Site VPN AWS Site-to-Site VPN は、AWS ネットワークとオンプレミスネットワーク間のイ
ンターネットプロトコルセキュリティ (IPSec) VPN 接続を確立するために使用で
きるフルマネージドサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn.

あいまいフレーズ検索 ある用語が別の用語と一致すると判定されるためには互いにどの程度似ていなけれ
ばならないかを指定して実行する検索。

AWS SMS AWS Server Migration Service は、データ収集ツールと自動サーバーレプリケー
ションを組み合わせて、AWS へのオンプレミスサーバーの移行を迅速化するサー
ビスです。
See Also https://aws.amazon.com/server-migration-service.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol の略。インターネットホスト間の E メールメッセー
ジのやり取りで、ルーティングと配信を目的として使用されている規格です。

スナップショット Amazon EBS (p. 1144): Amazon S3 (p. 1176) に格納するボリューム (p. 1191)の
バックアップ。このスナップショットは、新しい Amazon EBS ボリュームの開始
点として使用できるほか、データを長期保存のために保護するのにも利用できま
す。
See Also DB スナップショット.

Snowball AWS Snowball は、AWS クラウド との大容量データ転送の安全が確保されたデバ
イスを使用した、ペタバイト規模のデータ転送ソリューションです。
See Also https://aws.amazon.com/snowball.

Amazon SNS Amazon Simple Notification Service は、アプリケーション、エンドユーザー、およ
びデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスで
す。
See Also https://aws.amazon.com/sns.

SOAP Simple Object Access Protocol。アプリケーション間の特定のプロトコル (HTTP や 
SMTP など) 経由で情報を交換するために使用できる XML ベースのプロトコル。
See Also REST, WSDL.

ソフトバウンス 受信箱がいっぱいになった結果もたらされるような、一時的なメール配信障害。

ソフトウェア VPN インターネット経由のソフトウェアアプライアンスベースの VPN 接続。

solution Amazon Personalize (p. 1169): 推奨事項の生成に使用できる recipe、カスタマイ
ズされたパラメータ、およびトレーニング済みモデル (ソリューションバージョ
ン)。
See Also recipe, ソリューションバージョン, 推奨事項.

ソリューションバージョン Amazon Personalize (p. 1169): Amazon Personalize でソリューションの一部とし
て作成するトレーニング済みのモデル。キャンペーンにソリューションバージョン
をデプロイして、推奨事項を生成します。
See Also solution, キャンペーン, 推奨事項.
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ソートを有効にする CloudSearch (p. 1135): フィールドを使用して検索結果をソートできるようにする
インデックスフィールドオプション。

ソートキー 復号プライマリキーにある、パーティションキーの順番のソートに使用される属性 
(別名範囲属性)。
See Also パーティションキー, プライマリキー.

送信元/送信先チェック EC2 インスタンス (p. 1145) が、送信したすべてのトラフィックの送信元である
ことと、受信したすべてのトラフィックの最終的な送信先であることを検証する
セキュリティ手段。つまり、インスタンスがトラフィックをリレーしていないこと
を検証します。デフォルトでは、送信元/送信先チェックは有効になっています。
ゲートウェイとして機能するインスタンス (Amazon VPC (p. 1191) NAT (p. 1165)
インスタンスなど) については、送信元/送信先チェックを無効にする必要がありま
す。

スパム 未承諾一括 E メール。

スパムトラップ アンチスパム (p. 1183)エンティティによって設定される E メールアドレス。この 
E メールアドレスは、迷惑メールを監視するためのもので、実際のやり取りには使
われません。ハニーポットとも呼ばれます。

SPF Sender Policy Framework。E メール認証の標準の 1 つです。

SPICE Amazon QuickSight (p. 1172) の一部である堅牢なインメモリエンジンで
す。SPICE (超高速で並列のインメモリ計算エンジン) は、クラウド向けに設計さ
れたSPICE (超高速で並列のインメモリ計算エンジン) で、ストレージとインメモ
リテクノロジを組み合わせて使用します。これらを使用して、大規模なデータセッ
トに対するインタラクティブなクエリや高度な計算からより迅速に結果を取得し
ます。SPICE はデータを自動的に複製して高可用性を実現します。SPICE によ
り、Amazon QuickSight はさまざまなデータソースにわたる数十万件の同時分析を
サポートできるようになりました。

スポットインスタンス EC2 インスタンス (p. 1145)の一種。未使用の Amazon EC2 (p. 1144) キャパシ
ティを、お客様が価格を指定して使用することができます。

スポット価格 任意の時点での スポットインスタンス (p. 1183) の価格。お客様の上限価格
が現在の価格を超えており、かつお客様の制約が満たされていれば、Amazon 
EC2 (p. 1144) によって自動的にインスタンスが起動されます。

SQL のインジェクション一致
の状態

AWS WAF (p. 1191): AWS WAF が悪意のある SQL コードについて調査するウェ
ブリクエストの部分 (ヘッダーやクエリ文字列など) を特定する属性。指定された
条件に基づいて AWS WAF を設定して、Amazon CloudFront (p. 1135) ディストリ
ビューションなどの、AWS リソース (p. 1175) に対するウェブリクエストを許可
またはブロックできます。

Amazon SQS Amazon Simple Queue Service は、コンピュータ間でやり取りされるメッセージを
保存するための、信頼性のあるスケーラブルな、ホスティングされたキューを提供
します。
See Also https://aws.amazon.com/sqs.

Amazon SWF Amazon Simple Workflow Service は、デベロッパーがバックグラウンドジョブ
を構築、実行、拡張するのを支援する、フルマネージドサービスです。並列また
はシーケンシャルステップが含まれます。Amazon SWF は、AWS クラウド のス
テートトラッカーおよびタスクコーディネーターと同様に機能します。
See Also https://aws.amazon.com/swf/.

SSE See サーバー側の暗号化 (SSE).

SSL Secure Sockets Layer
See Also Transport Layer Security (TLS).
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スタック CloudFormation (p. 1135): 単一のユニットとして作成および削除する AWS リソー
スの集合体。

OpsWorks (p. 1167): まとめて管理するインスタンスのセット。通常は、PHP アプ
リケーションの提供のように共通の用途があります。スタックはコンテナとして機
能し、アプリケーションとクックブックの管理など、インスタンスのグループ全体
に適用されるタスクを処理します。

ステーション CodePipeline (p. 1136): 1 つ以上のアクションが実行される、パイプラインワーク
フローの一部。

ステーション ストレージデバイスへの AWS Import/Export データの送受信を行う AWS 施設の場
所。

統計 特定の サンプリング期間 (p. 1177) に送信される値の 5 つの関数のいずれか。こ
れらの関数は Maximum、Minimum、Sum、Average、SampleCount です。

語幹 関連する一連の単語に共通する基本部分または部分文字列。

ステミング 関連する単語を共通の語幹に対応付けるプロセス。これにより、単語のバリエー
ションの照合が可能になります。例えば "horse" が検索されたときに、horse 以外
に horses、horseback、horsing を返すことができます。CloudSearch (p. 1135) で
は、辞書ベースとアルゴリズムステミングの両方をサポートしています。

ステップ Amazon EMR (p. 1147): ジョブフロー (p. 1157) のデータに適用される 1 つの関
数。すべてのステップを合わせることで、ジョブフローが構成されます。

ステップ関数 AWS Step Functions は、分散アプリケーションのコンポーネントを視覚的なワー
クフローの一連のステップとして調整するウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/step-functions/.

ステップタイプ Amazon EMR (p. 1147): ステップで実行される作業のタイプ。ステップタ
イプは、Amazon S3 (p. 1176) から Amazon EC2 (p. 1144) へのデータの移
動、Amazon EC2 から Amazon S3 へのデータの移動など、数種類があります。

スティッキーセッション ユーザーのセッションを特定のアプリケーションインスタンスにバインドする
ELB (p. 1146) ロードバランサーの機能。これにより、セッション中にユーザーか
ら受信したすべてのリクエストが同じインスタンスに送信されます。デフォルトで
はこれとは対照的な処理が行われ、ロードバランサーは負荷が最小になるように各
リクエストを個別にアプリケーションインスタンスにルーティングします。

停止 インデックスまたは検索リクエストからストップワードをフィルタリングするプロ
セス。

ストップワード あまりに一般的であるため対象にすると不要な一致が大量に生じる、重要ではない
などの理由で、検索リクエストから自動的に除外される単語。インデックスも作成
されません。ストップワードは言語固有です。

Storage Gateway AWS Storage Gateway は、オンプレミスのソフトウェアアプライアンスとクラウ
ドベースのストレージに接続できるウェブサービスです。Storage Gateway は、組
織のオンプレミス IT 環境と AWS ストレージインフラストラクチャ間のシームレ
スで安全な統合を実現します。
See Also https://aws.amazon.com/storagegateway/.

ストリーミング Amazon EMR (p. 1147): Hadoop (p. 1152) に付属しているユーティリティの 1 
つ。Java 以外の言語で MapReduce 実行可能ファイルを作成できるようになりま
す。

CloudFront (p. 1135): メディアファイルをリアルタイムに使用する機能。メディア
ファイルはサーバーから安定的に送信されます。
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ストリーミングディストリ
ビューション

リアルタイムメッセージングプロトコル (RTMP) 接続によってストリームされたメ
ディアファイルを処理する特殊な ディストリビューション (p. 1143)。

Streams See Kinesis Data Streams.

文字列の一致の状態 AWS WAF (p. 1191): ヘッダーの値やクエリ文字列など、AWS WAF がウェブリク
エストを検索する文字列を指定する属性。指定された文字列に基づいて、Amazon 
CloudFront (p. 1135) ディストリビューションなどの AWS リソース (p. 1175) に
対するウェブリクエストを許可またはブロックするように AWS WAF を設定でき
ます。

署名対象の文字列 HMAC (p. 1153) 署名を計算する前に、必要なコンポーネントを正規順序でアセン
ブルします。事前に暗号化された文字列は署名対象の文字列です。

強力な整合性のある読み込み 最新データの応答を返す読み込みプロセス。このデータには、リージョンにかかわ
らず、成功した以前のすべての書き込みオペレーションからの更新が反映されま
す。
See Also データの整合性, 最終的な一貫性, 結果的に整合性のある読み込み.

構造化クエリ CloudSearch (p. 1135) 構造化クエリ言語を使用して指定された検索条件。構造化
クエリ言語を使用すると、高度な検索オプションが使用され、ブール演算子で複数
の検索条件が組み合わされた複合クエリを構成できます。

AWS STS AWS Security Token Service は、一時的なリクエスト、IAM (p. 1153) ユー
ザーまたは認証するユーザーの権限制限の認証情報 (フェデレーションユー
ザー (p. 1150)) のためのウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/iam/.

サブネット Amazon VPC (p. 1191) をアタッチできる EC2 インスタンス (p. 1145) の IP アド
レス範囲の一部分。セキュリティと運用上の必要に応じて、サブネットを作成し、
インスタンスをグループ分けできます。

サブスクリプションボタン お客様に基本料金を簡単に課金できるようにする HTML コードのボタン。

サジェスタ CloudSearch (p. 1135): あいまい一致を有効にしたり、候補のソート方法を制御し
たりするオプションと、オートコンプリート候補を取得するためのインデックス
フィールドを指定します。

提案 サジェスタ (p. 1185)で指定されたフィールドの部分検索文字列に一致する文字列
を含むドキュメント。CloudSearch (p. 1135) の提案には、一致する各ドキュメン
トのドキュメント ID とフィールド値が含まれます。文字列がフィールドの先頭か
ら始まるコンテンツと一致した場合に、"一致" と見なされます。

Sumerian Amazon Sumerian は、ウェブで高品質な 3D、拡張現実 (AR)、バーチャルリアリ
ティ (VR) アプリケーションを作成および実行するためのツールのセットです。
See Also https://aws.amazon.com/sumerian/.

サポートされる AMI Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 1128) と同様の 有料 AMI (p. 1168)。ただし、
お客様が独自の AMI とともに使用する追加のソフトウェアまたはサービスについ
て、所有者から課金される点は異なります。

SWF See Amazon SWF.

対称暗号化 プライベートキーのみを使用する暗号化 (p. 1147)。
See Also 非対称暗号化.

同期バウンス バウンス (p. 1132) の一種。支払人 (p. 1180) と レシーバー (p. 1173) の E メール
サーバーがアクティブに通信する際に発生します。

シノニム インデックスが作成された単語とまったく同じかほぼ同じであり、検索リクエス
トで指定された場合に結果が同じになる可能性が高い単語。例えば、"Rocky Four" 
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または "Rocky 4" で検索すると、Rocky の第 4 作目が返される可能性がありま
す。four と 4 が IV のシノニムとして指定されているときに、この結果になりま
す。シノニムは言語固有です。

Systems Manager AWS Systems Manager は、大規模な安全な運用を実現できる AWS およびハイブ
リッドクラウド環境の運用ハブです。ユーザーが複数の AWS のサービス から運用
データを表示し、AWS リソース全体のタスクを自動化するための統一されたユー
ザーインターフェイスを提供します。
See Also https://aws.amazon.com/systems-manager.

T
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

テーブル データの収集。他のデータベース管理システムと同様、DynamoDB はデータを
テーブルに保存します。

タグ EC2 インスタンス (p. 1145)など、定義して AWS リソース (p. 1175)に割り当てる
ことができるメタデータ。すべての AWS リソースにタグを付けられるわけではあ
りません。

タグ付け リソースのタグ付け: AWS リソース (p. 1175) に タグ (p. 1186) を適用します。

Amazon SES (p. 1181): ラベリングとも呼ばれます。リターンパス (p. 1175) E 
メールアドレスをフォーマットする手段です。これにより、メッセージの受信者
ごとに異なるリターンパスを指定できます。タグ付けを使用して VERP (p. 1190)
をサポートできます。例えば、アンドリューがメーリングリストを管理している
とすると、アンドリューは、andrew+recipient1@example.net と andrew
+recipient2@example.net というリターンパスを使用して、バウンスされる E 
メールを特定できます。

ターゲットの属性 Amazon Machine Learning (Amazon ML ):「正」のレスポンスを含む入力データ属
性。Amazon ML は、ターゲット属性を使用して、新しいデータで予想を作成する
方法を学習します。例えば、家の販売価格を予測するモデルをビルドする場合、
ターゲット属性は「ターゲット販売価格 (米ドル) 」となります。

ターゲットリビジョン CodeDeploy (p. 1136): リポジトリにアップロードされたアプリケーションの最新
のリビジョンで、デプロイグループ内のインスタンスにデプロイされるもの。つま
り、現在デプロイの対象としているアプリケーションリビジョン。これは、自動デ
プロイにプルされるリビジョンでもあります。

task タスク定義 (p. 1186) で実行中の コンテナインスタンス (p. 1138) のインスタンス
化。

タスク定義 タスクの設計図。task (p. 1186)、リビジョン、コンテナ定義 (p. 1138)、ボリュー
ム (p. 1191)情報を指定します。

タスクノード EC2 インスタンス (p. 1145) マップを実行し、タスクを減らす
Hadoop (p. 1152)。データは保存しません。タスクノードは、ノードに Hadoop タ
スクを割り当て、ステータスをモニタリングする マスターノード (p. 1162) によっ
て管理されます。ジョブフローの実行中、タスクノードは増やすことも減らすこと
もできます。タスクノードはデータが格納されず、ジョブフローへの追加、削除が
できるので、容量を増やすことでピークロードに対応し、後から減らすなど、ジョ
ブフローで使用される EC2 インスタンス容量を管理するために使用できます。
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タスクノードは、TaskTracker Hadoop デーモンのみを実行します。

テビバイト (TiB) 「テラバイナリバイト」の略。1 テビバイト (TiB) は 2^40、つまり 
1,099,511,627,776 バイトです。1 テラバイト (TB) は 10^12、つまり 
1,000,000,000,000 バイトです。1,024 TiB は ペビバイト (PiB) (p. 1169) です。

テンプレート形式バージョン CloudFormation (p. 1135) テンプレートデザインのバージョン。これにより利用可
能な機能が決まります。テンプレートから AWSTemplateFormatVersion セク
ションを省略すると、AWS CloudFormation は最新の形式バージョンを使用しま
す。

テンプレートの検証 JSON (p. 1157) テンプレートで CloudFormation (p. 1135) コードの使用を確認す
るプロセス。AWS CloudFormation コマンドを使用して、任意の cfn-validate-
template テンプレートを検証できます。

一時的な認証情報 STS API アクションを呼び出すときに AWS STS (p. 1185) によって提供される認
証情報。アクセスキー ID (p. 1126)、シークレットアクセスキー (p. 1179)、セッ
ション (p. 1181) トークン、有効期限が含まれています。

Amazon Textract Amazon Textract は、電子化したドキュメントからテキストとデータを自動抽出す
るサービスです。Amazon Textract では、単純な光学文字認識 (OCR) のレベルを
超え、フォーム内のフィールドの入力内容や、テーブルに保存された情報も識別さ
れます。
See Also https://aws.amazon.com/textract/.

スロットリング 1 つ以上の制限に基づく、プロセスの自動制限または遅延。例えば、Kinesis Data 
Streams (p. 1159) は、アプリケーション (または同じストリームで動作するアプリ
ケーションのグループ) がシャードの限界より高速にシャードからデータを取得し
ようとすると、対応するオペレーションを調整します。API Gateway (p. 1129) は
単一アカウントの一定リクエストレートを制限するために、スロットリングを使用
します。Amazon SES (p. 1181) は 送信制限 (p. 1180) を超える E メール送信の試
行を拒否するために、スロットリングを使用します。

時系列データ メトリックの一部として提供されるデータ。時間の値は、それが生じた時点と
想定されます。メトリックは CloudWatch (p. 1135) の基本的概念で、時系列に
並んだデータポイントのセットを表しています。メトリックデータポイントを 
CloudWatch に公開し、後でそのデータポイントに関する統計情報を時系列に並ん
だデータセットとして取得することができます。

タイムスタンプ ISO 8601 形式 (具体的には YYYY-MM-DD の形式) の日付/時間文字列。

Timestream Amazon Timestream は、リアルタイム分析、DevOps、IoT アプリケーション向け
のスケーラブルなサーバーレス時系列データベースサービスで、1 日あたり何兆件
ものイベントの保存と分析に使用できます。
See Also https://aws.amazon.com/timestream.

TLS See Transport Layer Security (TLS).

トークン分割 スペースやハイフンなど、検出可能な境界で個別のトークンにテキストのストリー
ムを分割するプロセス。

AWS Toolkit for Eclipse AWS Toolkit for Eclipse は、Amazon Web Services を使用して Java アプリケー
ションをより簡単に開発、デバッグ、デプロイできるようになる、Eclipse Java 統
合開発環境 (IDE) 用のオープンソースプラグインです。
See Also https://aws.amazon.com/eclipse/.

AWS Toolkit for JetBrains AWS Toolkit for JetBrains は、Amazon Web Services を使用してサーバーレスアプ
リケーションをより簡単に開発、デバッグ、デプロイできるようになる、JetBrains 
の統合開発環境 (IDE) 用のオープンソースプラグインです。
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See Also https://aws.amazon.com/intellij/, https://aws.amazon.com/pycharm/.

AWS Toolkit for Microsoft 
Azure DevOps

AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps は、AWS のサービス とやり取りするため
に VSTS のビルドおよびリリース定義で使用できるタスクを提供します。
See Also https://aws.amazon.com/vsts/.

AWS Toolkit for Visual Studio AWS Toolkit for Visual Studio は、Amazon Web Services を使用して .NET アプ
リケーションをより簡単に開発、デバッグ、デプロイできるようになる、Visual 
Studio の拡張機能です。
See Also https://aws.amazon.com/visualstudio/.

AWS Toolkit for Visual Studio 
Code

AWS Toolkit for Visual Studio Code は、Visual Studio Code (VS Code) エディタ
用のオープンソースプラグインであり、Amazon Web Services によるアプリケー
ションの開発、デバッグ、およびデプロイが容易になります。
See Also https://aws.amazon.com/visualstudiocode/.

AWS Tools for PowerShell AWS Tools for PowerShell は、デベロッパーおよび管理者が、AWS のサービス を 
PowerShell スクリプト環境から管理できるようにする一連の PowerShell コマンド
レットです。
See Also https://aws.amazon.com/powershell/.

トピック メッセージを送信し、通知を受信する通信チャネル。発行者と受信者が相互に意思
疎通するためのアクセスポイントを提供します。

トラフィックのミラーリング Amazon EC2 インスタンスの Elastic Network Interface からネットワークトラ
フィックをコピーするために使用できる Amazon VPC の機能。その後、コンテン
ツ検査、脅威モニタリング、およびトラブルシューティングのために、このネット
ワークトラフィックを帯域外セキュリティアプライアンスおよびモニタリングアプ
ライアンスに送信できます。
See Also https://aws.amazon.com/vpc/.

トレーニングデータソース Amazon Machine Learning が機械学習モデルの予測作成をトレーニングするために
使用するデータを含む、データソース。

Amazon Transcribe Amazon Transcribe は、自動音声認識 (ASR) を使用して、音声をテキストに迅速
かつ正確に変換する機械学習サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/.

Amazon Transcribe Medical Amazon Transcribe Medical は、音声対応の臨床文書アプリケーションに医療音声
からテキストへの機能を追加するための自動音声認識 (ASR) サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/medical/.

Transfer Family AWS Transfer Family は、SFTP、FTPS、FTP 経由で Amazon S3 または Amazon 
EFS との間でファイルを転送するためのフルマネージドサポートと、企業間 (B2B) 
転送の Applicability Statement 2 (AS2) プロトコルのサポートを提供します。
See Also https://aws.amazon.com/aws-transfer-family.

移行 CodePipeline (p. 1136): ワークフローの、ある段階から次へと継続するパイプライ
ンにおける、1 つのリビジョンの操作

Amazon Translate Amazon Translate は、高速で高品質な言語翻訳を手ごろな価格で提供するニュー
ラル機械翻訳サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/translate/.

Transport Layer Security 
(TLS)

インターネット経由の通信のセキュリティを提供する暗号化プロトコル。その前の
バージョンが Secure Sockets Layer (SSL) です。

信頼ポリシー IAM ポリシー (p. 1169) の固有の部分である IAM (p. 1153) ロール (p. 1176)。信
頼ポリシーはどのプリンシパルがロールを使用するかを指定します。
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Trusted Advisor AWS Trusted Advisor は、AWS 環境を調査し、コストの削減、システムの可用性
とパフォーマンスの向上に関する推奨事項を作成して、セキュリティのギャップを
埋める支援を行うウェブサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/.

信頼できるキーグループ 公開キーである CloudFront が CloudFront 署名付き URL と署名付き Cookie の署
名を検証するために使用できる Amazon CloudFront キーグループ。

信頼された署名者 「」を参照してください信頼できるキーグループ (p. 1189)

チューニング ジョブフローが最大限の効率で実行されるように、AMI (p. 1128) の数とタイプを
選択すること。Hadoop (p. 1152)

トンネル インターネットを使用してプライベートネットワークのノードに接続するとき、
プライベートネットワークのトラフィックを送信するルート。トンネルは暗号化
や、PPTP などのセキュリティで保護されたプロトコルを使用して、パブリックの
ルーティングノードを通過するときにトラフィックが攻撃されるのを防ぎます。

U
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

unbounded 潜在的な発生数は、設定された数で制限されません。この値
は、maxOccurs="unbounded" で、リスト (例えば、WSDL (p. 1192)) のデータ
型を定義するときによく使用されます。

単位 メトリクスデータとして CloudWatch (p. 1135) に送信された値の基準となる大き
さ。単位には、秒、パーセント、バイト、ビット、カウント、バイト/秒、ビット/
秒、カウント/秒、なし、があります。

使用状況レポート 特定の AWS のサービス の使用率を詳しく説明する AWS の記録。使用状況レポー
トは、https://aws.amazon.com/usage-reports/ から生成してダウンロードできま
す。

ユーザー AWS 製品に対して API コールを実行するアカウント (p. 1127)に属する人または
アプリケーション。各ユーザーには、AWS アカウント内での一意の名前と、他の
ユーザーと共有されない一連の認証情報があります。これらの認証情報は、 のセ
キュリティ認証情報とは異なりますAWS アカウント 各ユーザーが関連付けられる 
AWS アカウント は 1 つだけです。

USER_PERSONALIZATION 
の recipe

Amazon Personalize (p. 1169): やり取り、製品、ユーザーのデータセットで提供
されるデータに基づいて、ユーザーが操作する製品を予測する推奨システムを構築
するために使用する recipe。
See Also recipe, user-personalization の recipe, popularity-count の recipe, HRNN.

user-personalization の recipe Amazon Personalize (p. 1169): HRNN-based USER_PERSONALIZATION recipe 
は、ユーザーがやり取りするアイテムを予測します。user-personalization の 
recipe では、製品の探索とインプレッションのデータを使用して、新製品の推奨事
項を生成できます。
See Also HRNN, recipe, USER_PERSONALIZATION の recipe, 製品調査, インプ
レッションデータ, 推奨事項.

ユーザーデータセット Amazon Personalize (p. 1169): 年齢、性別、ロイヤルティメンバーシップなど、
ユーザーに関するメタデータのコンテナ。
See Also データセット.
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V
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

検証 See テンプレートの検証.

値 スプレッドシートのセルなど、項目の属性 (p. 1130)のインスタンス。属性は複数
の値を持っている可能性があります。

リソースのタグ付け: タグカテゴリ (キー) の記述子として機能する特定の タ
グ (p. 1186) ラベル。例えば、タグキーが Owner で、タグ値が Jan の EC2 インス
タンス (p. 1145) を設定できます。AWS リソース (p. 1175) は、最大 10 個のキー
バリューペアでタグ付けできます。すべての AWS リソースにタグを付けられるわ
けではありません。

可変エンベロープリターンパ
ス

See VERP.

検証 E メールアドレスまたはドメインを所有して、確実に E メールを送受信できるよう
にするプロセス。

VERP 可変エンベロープリターンパス。E メールを送信するアプリケーションが、受信者
ごとに異なるリターンパス (p. 1175)を使用して、バウンス (p. 1132)した E メー
ルと、バウンスの原因となった配信不能のアドレスを一致させる方法。VERP は、
通常メーリングリストに使用されます。VERP では、受信者の E メールアドレス
がリターンパスのアドレスに組み込まれ、そこにバウンスした E メールが返され
ます。これにより、コンテンツが異なるバウンスメッセージを開く必要はなく、バ
ウンスした E メールの処理を自動的に行うことができます。

バージョニング Amazon S3 (p. 1176) 内の各オブジェクトにはキーとバージョン ID があり
ます。同じキーのオブジェクトは、バージョン ID が異なっていても、同じ
bucket (p. 1132) に格納できます。バージョニングは、バケット層で有効で、PUT 
Bucket のバージョニングを使用します。

VGW See 仮想プライベートゲートウェイ (VGW).

仮想プライベートゲートウェ
イ (VGW)

接続を保持している、VPN 接続 (p. 1191) の Amazon 側。仮想プライベート
ゲートウェイの内部インターフェイスは、VPN アタッチメントを介して Amazon 
VPC (p. 1191) に接続されます。外部インターフェイスは VPN 接続に接続さ
れ、カスタマーゲートウェイ (p. 1139) につながります。

仮想化 複数のゲスト仮想マシン (VM) をホストオペレーティングシステム上で実行できま
す。ゲスト VM は、仮想化タイプに応じて、ホストハードウェアより 1 つまたはそ
れ以上のレベルで実行できます。
See Also PV 仮想化, HVM 仮想化.

可視性タイムアウト あるアプリケーションコンポーネントによってキューからメッセージが取得された
後、他のアプリケーションからメッセージにアクセスできない期間。可視性タイム
アウトの間、メッセージを受信したコンポーネントは、通常メッセージを処理して
キューから削除します。これにより、複数のコンポーネントが同じメッセージを処
理するのを防ぐことができます。

VM Import/Export VM Import/Export は、仮想マシン (VM) イメージを既存の仮想化環境から Amazon 
EC2 にインポートし、それを元の環境にエクスポートするサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vm-import.
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ボリューム インスタンス (p. 1155) のストレージの固定量。コンテナが実行しなくなる場合、
複数の コンテナ (p. 1138) 間でボリュームデータを共有し、コンテナインスタン
ス (p. 1138) でデータを保持できます。

Amazon VPC Amazon Virtual Private Cloud は、開発者が定義した、AWS クラウド 仮想ネット
ワークの論理的に隔離されたセクションをプロビジョニングするウェブサービスで
す。独自の IP アドレス範囲の選択、サブネット (p. 1185)の作成、ルートテーブ
ル (p. 1176)とネットワークゲートウェイの設定などにより、仮想ネットワーク環
境をコントロールできます。
See Also https://aws.amazon.com/vpc.

VPC エンドポイント NAT (p. 1165) インスタンス、VPN 接続 (p. 1191)、または Direct 
Connect (p. 1142) 経由で、インターネットを介したアクセスを必要とすることな
く、Amazon VPC (p. 1191) と別の AWS のサービス の間にプライベート接続を作
成するために使用できる機能。

VPG See 仮想プライベートゲートウェイ (VGW).

AWS VPN AWS Virtual Private Network はネットワークまたはデバイスと AWS と間で暗号化
された接続を確立する機能を提供します。AWS VPN は AWS Client VPN (p. 1134)
と AWS Site-to-Site VPN (p. 1182) の 2 つのサービスで構成されています。
See Also https://aws.amazon.com/vpn.

AWS VPN CloudHub AWS VPN CloudHub は、VPN の有無にかかわらず、シンプルなハブアンドスポー
クモデルを使用して支社間の通信をセキュリティで保護できる機能です。

VPN 接続 Amazon Web Services (AWS) (p. 1128): 企業のデータセンター、ホームネット
ワーク、コロケーション設備など、Amazon VPC (p. 1191) と他のネットワークと
の IPsec 接続。

W
Numbers and symbols (p. 1126) | A (p. 1126) | B (p. 1131) | C (p. 1133) | D (p. 1140) | E (p. 1144) | F (p. 1149)
| G (p. 1151) | H (p. 1152) | I (p. 1153) | J (p. 1157) | K (p. 1157) | L (p. 1159) | M (p. 1161) | N (p. 1165) |
O (p. 1166) | P (p. 1168) | Q (p. 1172) | R (p. 1172) | S (p. 1176) | T (p. 1186) | U (p. 1189) | V (p. 1190) |
W (p. 1191) | X, Y, Z (p. 1192)

AWS WAF AWS WAF は、ユーザーが指定した基準に基づいて、ウェブリクエストを許可また
はブロックすることで、コンテンツへのアクセスを制御するウェブアプリケーショ
ンファイアウォールサービスです。例えば、リクエストの送信元のヘッダー値また
は IP アドレスに基づいて、アクセスをフィルターできます。AWS WAF は、アプ
リケーションの可用性低下、セキュリティの侵害、リソースの過剰消費に影響を与
える一般的なウェブエクスプロイトからウェブアプリケーションを保護します。
See Also https://aws.amazon.com/waf/.

Amazon WAM Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) は、WorkSpaces 用の
アプリケーションをデプロイおよび管理するためのウェブサービスです。Amazon 
WAM では、Windows デスクトップアプリケーションを仮想化されたアプリケー
ションコンテナにパッケージ化することにより、ソフトウェアのデプロイ、アップ
グレード、パッチの適用、リタイアを迅速に行うことができます。
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/applicationmanager.

AWS Wavelength AWS Wavelength は、5G ネットワーク内に AWS コンピューティングサービスと
ストレージサービスを組み込んで、モバイルエッジコンピューティングインフラス
トラクチャを提供する AWS のサービスです。AWS Wavelength を使用して、モバ
イルデバイスやエンドユーザー向けに、非常にレイテンシーが低いアプリケーショ
ンの開発、デプロイを行います。
See Also https://aws.amazon.com/wavelength.
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ウェブアクセスコントロール
リスト (ウェブ ACL)

AWS WAF (p. 1191): Amazon CloudFront (p. 1135) ディストリビューションなど
の AWS リソース (p. 1175) へのウェブリクエストで AWS WAF が検索する条件を
定義する一連のルール。ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) はリク
エストを許可、ブロック、カウントするかどうかを指定します。

ウェブサービス記述言語 See WSDL.

WorkDocs Amazon WorkDocs は、管理コントロールとフィードバック機能を備え、セキュリ
ティに優れた、マネージド型の企業向けドキュメントストレージおよび共有サービ
スです。
See Also https://aws.amazon.com/workdocs/.

Amazon WorkLink Amazon WorkLink は、モバイルデバイスから社内のウェブサイトやウェブアプリ
への安全なアクセスを提供する、クラウドベースのサービスです。
See Also https://aws.amazon.com/worklink/.

WorkMail Amazon WorkMail は、既存のデスクトップおよびモバイルの E メールクライア
ントをサポートする、管理された安全なビジネス向け E メールおよびカレンダー
サービスです。
See Also https://aws.amazon.com/workmail/.

WorkSpaces Amazon WorkSpaces は、クラウドベースのデスクトップをプロビジョニングす
る、マネージド型のセキュアなデスクトップコンピューティングサービスです。こ
のサービスを使用して、ユーザーは、サポート対象デバイスから、ドキュメント、
アプリケーション、リソース (p. 1175)にアクセスできます。
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/.

WSDL ウェブサービス記述言語。ウェブサービスが実行できるアクションと、アクション
リクエストとアクションレスポンスの構文を記述するために使用される言語。
See Also REST, SOAP.

X、Y、Z
X.509 証明書 証明書 (p. 1134)に記載されているエントリに所属するパブリックキーを検証する

ため、X.509 パブリックキーインフラストラクチャ (PKI) を使用するデジタル文
書。

X-Ray AWS X-Ray は、アプリケーションが提供するリクエストのデータを収集するウェ
ブサービスです。X-Ray は、データの表示、フィルタリング、洞察によって問題や
機会を特定して最適化するために使用できるツールを提供します。
See Also https://aws.amazon.com/xray/.

ヨビバイト (YiB) 「ヨタバイナリバイト」の略。1 ヨビバイト (YiB) は 2^80、つまり 
1,208,925,819,614,629,174,706,176 バイトです。1 ヨタバイト (YB) は 10^24、つ
まり 1,000,000,000,000,000,000,000,000 バイトです。

ゼビバイト (ZiB) 「ゼタバイナリバイト」の略。1 ゼビバイト (ZiB) は 2^70、つまり 
1,180,591,620,717,411,303,424 バイトです。1 ゼタバイト (ZB) は 10^21、
つまり 1,000,000,000,000,000,000,000 バイトです。1,024 ZiB は ヨビバイト 
(YiB) (p. 1192) です。

ゾーン対応 OpenSearch Service (p. 1167): 同じリージョン内で 2 つのアベイラビリティー
ゾーン (p. 1131)を介して、クラスター内のノードを分散する設定。ゾーン認識
は、ノードやデータセンターで障害が発生した場合にデータロスを防ぎ、ダウン
タイムを最小限に抑えるために役立ちます。ゾーン認識を有効にする場合、インス
タンス数に偶数のデータインスタンスを含め、Amazon OpenSearch Service 設定 
API を使用して OpenSearch クラスターのデータをレプリケートする必要がありま
す。
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