
   

 

 

 

 

 

Windows Azure 価格シナリオ: 

電子商取引 Web サト 

 

 

電子商取引ゕプリケーションを Windows Azure で実行する場合に、月額料金を簡単に見積もる

方法をご紹介します。Windows Azure チームは最近、Azure 上でゕプリケーションを実行するの

に必要なコストを概算できる、開発者のための新しい価格計算ツール (英語) をリリースしまし

た。このツールでは、ゕプリケーションに関する各種の情報 (使用するコンピューテゖング ン

スタンスの数、データベースのサズ、ゕプリケーションとの間でのデータ転送量、必要なス

トレージ容量など) を、スラダーで簡単に指定します。スラダーをセットすると直ちに、従

量課金プラン、特別プランそれぞれでゕプリケーションを実行する場合の月額料金の見積もり

が表示されます。 

とはいえ、この計算ツールに入力するデータをどうやって入手するかが問題です。さて、見積

もりにはどのようなデータを使用すればよいのでしょうか。そして、それらのデータをどこか

ら入手すればよいのでしょうか。これらは重要な問題です。2 番目の質問の方が簡単に答えられ

るので、先に回答を示しておきましょう。 

 既存のゕプリケーションを Azure に移行する場合は、過去の利用状況データを使用しま

す。 

 新しいゕプリケーションを開発する場合は、予測されるゕプリケーションの動作や使用

パターンに基づいて数値を推定する必要があります。 

http://www.microsoft.com/windowsazure/pricing-calculator/
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最初の質問 (どのようなデータを使用するか) に関しては、Azure 価格計算ツールの入力情報のカ

テゴリと、ゕプリケーションの特性に応じた利用状況データがどのような対応関係にあるかを

理解していただく必要があります。以下の表は、ある電子商取引ゕプリケーションで使用する

リソースと、各カテゴリとの対応関係を簡潔にまとめたものです。 

Windows Azure 価格

計算ツールのカテゴリ 

アプリケーションとの対応 計測単位 

コンピューティング イ

ンスタンス 

ゕプリケーションの実行に必要な素のコンピュー

テゖング能力。 

プロセッサ速

度、コゕ数、

RAM、ハード 

ドラブのサ

ズ 

リレーショナル データ

ベース 

ゕプリケーションがMicrosoft SQL Server などの

リレーショナル データベースを使用している場

合に、ログ フゔルを除くデータセットのサ

ズ。 

GB 

ストレージ ゕプリケーションによって保存されるデータ (製

品カタログ情報、ユーザー ゕカウント、メデゖ

ゕ フゔル、Web ページなど) のサズ。 

GB 

ストレージ トランザク

ション 

ゕプリケーションと保存されたデータとの間でや

り取りされる要求 (追加、更新、読み取り、削

除)。 

トランザクショ

ン数 

データ転送 外部のユーザーとゕプリケーションとの間 (例: ブ

ラウザーと Web サト間) で送受信されるデー

タのサズ。 

GB (受信)/ 

GB (送信) 

コンテンツ配信ネット

ワーク (CDN) 

ユーザーに近いデータ センターでホストされる

データのサズ。この手法により、コンテンツの

配信を高速化して (通常は) ゕプリケーションの

パフォーマンスを改善できます。対象データに

は、メデゖゕ フゔルや静的メージ フゔル

も含まれます。 

GB (受信)/ 

GB (送信) 

http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/compute/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/compute/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/sqlazure/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/sqlazure/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/storage/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/cdn/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/cdn/
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サービス バス接続 ゕプリケーションと他のゕプリケーションとの接

続 (オフサト認証、クレジット カード処理、外

部エンジンでの検索、サードパーテゖとの統合な

どに使用)。 

接続数 

アクセス コントロール

トランザクション 

 

ゕプリケーションと外部のゕプリケーションとの

間でやり取りされる要求。 

トランザクショ

ン数 

これから、典型的な電子商取引 Web サトを例に、Windows Azure 上での実行に必要な料金の

見積もりを、過去の利用状況データに基づいて算出してみましょう。 

このシナリオでは、ある ISV が、米国内でチェーン展開する生花店の依頼に応じて、

Microsoft .NET で開発された既存の電子商取引ゕプリケーションをカスタマズします。このゕ

プリケーションの要件としては、ピーク時も含めて 24 時間いつでも可用性が確保されること、

母の日やバレンタン デーなどの繁忙期に合わせた拡張が可能であること、大量の購入トラン

ザクションを処理できることが求められています。このゕプリケーションに必要なコンピュー

テゖング リソースはそれほど膨大なものではなく、データベースを除く外部ゕプリケーション

との大規模な統合もないだろう、と開発者は推測しています。Web サトでは多数の顧客によ

るログンを受け付け、予測可能なピーク時が定期的に発生するものと見込まれています。図 1 

に、基本ゕーキテクチャを示します。 

 

図 1: Windows Azure を使用する生花チェーンの電子商取引アプリケーションのアーキテクチャ 

ISV は、このゕプリケーションを Windows Azure で実行すると、ゕプリケーションのホスト、

管理、規模拡張について懸念する必要がなくなるため、合理的であると考えました。さらに、

高度なサービス レベル ゕグリーメント (SLA) が履行され、プログラマがンフラストラクチャ

http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
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の拡張や保守ではなく、ゕプリケーションの開発と更新に注力できるというメリットもありま

す。 

このシナリオでは、Web サトのこれまでのゕクテゖビテゖとゕプリケーションのゕーキテク

チャに基づいて、ISV のプログラマが次のような仮説を立てました。ここから、Azure 計算ツー

ルに入力する値を導き出すことができます。 

カテゴリ 過去の利用状況データ 価格計算ツールに入力するデータ 

コンピューテ

ィング インス

タンス 

これまでのサーバー構成: 

デュゕル コゕ 2.4 GHz プロセッサ、

8 GB RAM、36GB 10K Ultra320 SCSI 

ハード ドラブ (RAID 5 構成) x 6、

バッテリ バックゕップ付き RAID コ

ントローラー カード 

Web ロール: S ンスタンス x 2 (SLA 

の適用に必要な最小数) 

注: ポート 80 で待機できる Web ロー

ルは 1 つなので、Web ロールは 1 つ

のみ指定。 

Worker ロール: S ンスタンス x 2 

注: 繁忙期は、Web ロール、Worker 

ロール共に M ンスタンスにゕップ

グレードする予定。 

リレーショナ

ル データベー

ス 

現在のデータベース サズ: 3 GB 現在の所要量: 3 GB 

成長分を考慮した推定所要量: 5 GB 

ストレージ 平均メージ サズ: 50 KB 

サトで使用するメージ数の合計 

(推定): 6,000 

現在のストレージ サズ: 30 GB 

現在の所要量: 30 GB 

成長分を考慮した推定所要量: 50 GB 

ストレージ ト

ランザクショ

ン 

1 ページあたりのストレージ トラン

ザクション数: 40 

平均ユーザー セッション数: 12,400 

1 ユーザー セッションあたりの平均

ページ ビュー: 8 

40*12,400*8 = 3,968,000 

成長分を考慮した推定所要数: 

5,000,000 

http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/compute/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/compute/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/compute/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/sqlazure/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/sqlazure/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/sqlazure/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/storage/
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カテゴリ 過去の利用状況データ 価格計算ツールに入力するデータ 

データ転送 平均メージ サズ: 50 KB 

1 ページあたりのメージ数の平均: 

30 

その他のページ データの平均サズ: 

200 KB 

平均ページ サイズ: 

(50*30)+200 = 1.7 MB 

1 ユーザー セッションあたりの平均

ページ ビュー: 8 

1 ユーザー セッションあたりの平均

データ転送量: 

1.7*8 = 13.6 MB 

平均ユーザー セッション数: 12,400 

送信データ転送量: 1 ユーザー セッシ

ョンあたりの平均データ転送量 * ユ

ーザー セッション数 = 169 GB 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

した推定値: 200 GB 

受信データ転送量: これまでの傾向か

ら、送信データ転送量の 1% = 1.7 GB 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

した推定値:  

2 GB 

注: Windows Azure では、受信データ

転送は課金されません。 

CDN 不要 不要 

サービス バス

接続 

サードパーテゖ ゲートウェへの接

続: 1 

オンプレミス サーバーへの接続: 1 

サービス バスの 5 接続パック x 1 (パ

ックは 5 接続単位で販売) 

アクセス コン

トロール トラ

ンザクション 

過去にやり取りされたデータ量に基

づき、1 か月あたり 500,000 トラン

ザクションと推定 

500,000 

これらの数字を Azure 価格計算ツールに入力すると、この電子商取引 Web サトを Windows 

Azure で実行する場合の月額料金の見積もりが、直ちに表示されます。1
 

                                                   
1
 価格計算ツールは、価格プランなどの変更に伴い、随時変更されるので表示される画面や数字

の一部は下記と異なることがあります。 

http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/cdn/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
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図 2: Windows Azure 価格計算ツールで算出された、電子商取引アプリケーションの見積もり料金 

価格計算ツールには 2 通りの推奨プランが表示されています。推奨プラン 1 では、月額料金は 

313.85 ドルとなります (図 2)。このプランでは 6 か月間のコミットメントに基づいて、一定量の

コンピューテゖング時間、データ転送、ゕクセス コントロール トランザクション、サービス バ

ス接続を含むベース ユニットを購入することで、割引きされた月額料金を利用できます (このプ

ランについての詳細はこちら (英語) をご覧ください2
)。 

推奨プラン 2 では従量課金プランを利用する場合の月額料金の見積もりが示され、この電子商

取引ゕプリケーションについては 472.35 ドルとなっています (図 2 では、赤の角丸四角形で囲

まれた部分)。セクション別の月額料金の見積もりは、該当セクションの右側に青色で示されて

います (図 2 では、コンピューテゖング ンスタンスの料金が赤の円で囲まれています)。 

                                                   
2
 新規契約の皆様には、このプランをご利用いただけなくなりました。新しいプランについての

詳細はこちらをご覧ください。 

http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0006P
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=MS-AZR-0006P
http://www.microsoft.com/windowsazure/ja/JP/offers/MS-AZR-0019P
http://www.microsoft.com/windowsazure/ja/JP/offers/MS-AZR-0019P
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この結果から、電子商取引サトの開発者は、6 か月間のサブスクリプション価格を (上限であ

る) 2 回使用した場合の、1 年間の月額料金を予測できます。さらに、サブスクリプション価格

の期間が過ぎた後の月額料金についても、推奨プラン 2 で示された見積もりに基づいて推測で

きます。 

価格計算ツールについて、次の点にご注意ください。 

 通貨を変更するには、右上で該当する通貨を選択します。 

 丸い疑問符のゕコンをクリックすると、簡単なオンラン ヘルプが表示されます。 

 コンピューテゖング ンスタンスに関するヘルプは正確ではありません。実際には、

Windows Azure のコンピューテゖング時間は、作成されたすべてのンスタンスについ

て (ゕプリケーション実行の有無、および実稼動用かステージング用かを問わず) 課金さ

れます。 

 コンピューテゖング ンスタンスのセクションに表示された青色の歯車の数は、料金に

正比例しているわけではなく、コンピューテゖング能力と料金の相対的な大きさを示し

ているに過ぎません。 

Azure 価格計算ツールによる見積もりデータを利用して、最もコストのかかるゕプリケーション

要素を特定し、コスト削減につながる最適化やゕーキテクチャの変更について検討することが

できます。たとえば、SQL Azure に保存しようとしているデータをバナリ ラージ オブジェク

ト (BLOB) ストレージにデータに保存すると、その分ストレージ トランザクションの回数は増え

ますが、１ GB 容量あたりの保存コストが下がるので (ストレージの単価は SQL Azure 単価の約

1/60) コストを節約できる可能性があります。さらに、ユーザー操作に関与しない Worker ロー

ルについては、コンピューテゖング ンスタンス数を 2 個から 1 個に減らすことが可能です。

この場合、ンスタンスが再起動時に 2、3 分間オフラン状態になりますが、電子商取引ゕプ

リケーションに悪影響が及ぶことはありません。こうすることで、コンピューテゖング ンス

タンスのコストを月に 90.00 ドル節約できます (ンスタンス数が 4 個から 3 個になるため)。 

Windows Azure でゕプリケーションをホステゖングすることは、迅速な移行計画の実現という

点でも、長期的な戦略に基づく開発手法の選択という点でも、財務的メリットがあると言えま

す。さらに、新しい価格計算ツールにより、Windows Azure でゕプリケーションを実行する場

合の見積もり料金を、今までよりはるかに簡単に算出できるようになっています。このツール

を利用するには、http://www.microsoft.com/windowsazure/pricing-calculator/ (英語) にゕクセス

してください。 

 

http://www.microsoft.com/windowsazure/pricing-calculator/

