
   

 

 

 

 

 

Windows Azure 価格シナリオ: 

営業トレーニング ゕプリケーション 

 

 

ビデオなどのメデゖゕを多用した営業トレーニング ゕプリケーションを開発する場合、

Windows Azure での実行に必要な月額料金は、どのように見積もればいいのでしょうか。

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。 

見積もりに使用するデータを決定するには、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する必要

があります。以下の表は、典型的な営業トレーニング 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 

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


2 

 

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) 

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 

料金の見積もりに必要なデータは以上のとおりです。それでは、こういったデータをどこから

入手すればよいのでしょうか。 

 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。 

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/
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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 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。 

Azure 価格計算ツール用のデータを収集して実際に活用する方法を説明するために、世界各地の

営業担当者が利用できるマルチメデゖゕ トレーニング ツールとして開発された、ある営業トレ

ーニング ゕプリケーションの例を示します。 

このシナリオでは、ある技術系の多国籍企業が、ンターネットを通じて既存のリッチメデゖ

ゕによるトレーニング教材を配信し、研修プロセスの効率化を図ろうとしています。このよう

な世界規模のコンテンツ配信を実現するには、データ センターへの莫大な投資が必要です。従

業員が世界中どこにいても簡単にメデゖゕを利用できるようにすると共に、大容量データの長

距離転送による遅延を抑える必要があるためです。企業独自の CDN を使用するにしても、情報

をホストするためのデータ センターを、世界各地に設置しなければなりません。 

そこで、この企業は、Windows Azure でゕプリケーションをホストすることを決定しました。

Azure CDN を通じて、世界各地からトレーニング マテリゕルのメデゖゕを利用できるようにす

るためです。この決定を促した要因は、Azure の次のようなメリットです。 

 ゕプリケーションのホスト、管理、拡張について懸念する必要がなくなります。 

 拡張性に優れたクラウド ゕプリケーション プラットフォームを設備投資なしで展開でき、

ンフラストラクチャ管理も必要ありません。さらに、使い慣れた .NET 開発環境を使

用できます。 

 独自の CDN を使用する場合に必要な管理とメンテナンスのコストを回避できます。 

 高度なサービス レベル ゕグリーメント (SLA) が履行されます。 

企業の開発者は、Microsoft .NET 以外の環境で開発された既存のゕプリケーションを、今回の営

業トレーニング ゕプリケーションのニーズに合わせて修正するという計画を立てています。こ

のゕプリケーションでは、約 10 人の従業員が参加し、メデゖゕを表示して学習するトレーニン

グ セッションを想定しています。各セッションの終了後は、すべての参加者が、ユーザー フレ

ンドリなンターフェスにゕクセスして、トレーニング教材の内容を復習し、復習状況を確

認できます。開発者は、予測のつきにくい利用ピークが発生する可能性があると推測していま

す。多数の従業員が同時に特定のリソースを学習しなければならない場合があるためです。図 1 

は、Azure を使用する営業トレーニング ゕプリケーションの基本ゕーキテクチャです。 
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図 1: Windows Azure を使用する営業トレーニング アプリケーションのアーキテクチャ 

開発者は元のゕプリケーションのこれまでの利用状況データを算定すると共に、修正後のゕプ

リケーションのゕーキテクチャと利用状況の予測に基づいて次のような仮説を立て、この情報

を使用して、Azure 価格計算ツールに入力する値を導き出しました。 

カテゴリ 予測される利用状況 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 

大容量のメデゖゕの分類および配信

用として、中程度のサズのコンピ

ューテゖング リソースが必要になる

と予測。 

加えて、エンド ユーザーがトレーニ

ング システムと対話するための、わ

かりやすいフロントエンドが必要。 

Worker ロール: S ンスタンス x 3 

Web ロール: S ンスタンス x 3 

リレーショナ

ル データベー

ス 

現在のデータベース: 1 GB 

予測されるデータベース成長率は、1 

か月あたり平均 2%。 

1 GB の SQL Azure Web Edition デー

タベース x 3 

ストレージ 現在のストレージ所要量: 500 GB 

合計メデゖゕ フゔル数: 500 

メデゖゕ フゔルの平均サズ: 500 

MB 

予測されるストレージ成長率は、1 

か月あたり平均 2% (10 GB)。 

使用量の概算: ((合計メデゖゕ フゔ

ル数 * メデゖゕ フゔルの平均サ

ズ) + 現在のストレージ所要量 + (12 

* 予測される月平均成長率)) = 870 GB 

多めに見積もった所要量: 1,200 GB 

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 予測される利用状況 価格計算ツールに入力するデータ 

ストレージ ト

ランザクショ

ン 

メデゖゕ ゕクセス 1 回あたりのスト

レージ トランザクション数: 25 

1 か月あたりの平均メデゖゕ セッシ

ョン数: 300 

ユーザー トレーニングの復習確認 1 

回あたりのストレージ トランザクシ

ョン数: 35 

1 メデゖゕ セッションあたりの平均

ユーザー数: 10 

使用数の概算: ((メデゖゕ ゕクセス 1 

回あたりのストレージ トランザクシ

ョン数 * 1 か月あたりの平均メデゖ

ゕ セッション数) + (ユーザー トレー

ニングの復習確認 1 回あたりのスト

レージ トランザクション数 * 1 か月

あたりの平均メデゖゕ セッション数 

* 1 メデゖゕ セッションあたりの平

均ユーザー数)) = 112,500 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

して多めに見積もった所要数: 

1,000,000 

データ転送 受信転送データについては、大部分

が直接ストレージに保存されるた

め、実質的な使用量はストレージ成

長分のみ。 

現在のストレージ: 500 GB 

予測されるストレージ成長率は月平

均 2% (10 GB)。 

送信データ転送量: CDN の送信デー

タ量の 10% と推定。 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

して多めに見積もった推定値:  

北米/ヨーロッパ: 20 GB 

ゕジゕ太平洋: 10 GB 

受信データ転送量: 現在のストレージ 

* ストレージの月平均成長率 = 10 GB 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

して多めに見積もった推定値:  

北米/ヨーロッパ: 10 GB 

ゕジゕ太平洋: 10 GB 

注: Windows Azure では、受信データ

転送は課金されません。 
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カテゴリ 予測される利用状況 価格計算ツールに入力するデータ 

CDN データ転送量の大部分は送信データ

になると予測 (CDN を介してさまざ

まなトレーニング セッションにメデ

ゖゕを送信するため)。 

メデゖゕ フゔルの平均サズ: 300 

MB 

1 か月あたりの平均メデゖゕ セッシ

ョン数: 300 

送信データ転送量: メデゖゕ フゔ

ルの平均サズ * 1 か月あたりの平

均メデゖゕ セッション数 = 90 GB 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

して多めに見積もった推定値:  

北米/ヨーロッパ: 125 GB 

その他の地域: 75 GB 

サービス バス

接続 

予想される外部との接続数: 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 

外部との接続をほぼ使用せず、更新

が頻繁に行われないことから、トラ

ンザクション数は少なくなると推

定。 

推定所要数: 100,000 

これらの数字を Azure 価格計算ツールに入力すると、この営業トレーニング ゕプリケーション

を Windows Azure でホスト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、営業トレーニング 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 

614.40 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、割引きされた月額料金で利用できます。これらの使用量はすべて、“ベース ユニッ

ト” としてセットで販売されます (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
)。

この場合、従量課金プランへの切り替えが必要となるまで、最大 12 か月にわたってこの価格を

利用できます。 

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。従量課金オプションを使用した場合の月額料金は 

                                                   
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/ja/JP/offers/MS-AZR-0019P
http://www.microsoft.com/windowsazure/ja/JP/offers/MS-AZR-0019P
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821.64 ドルと表示されています。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 (例として、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)。 

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、最初に必要なメデゖゕ フゔルの処理が終われば、開発者の判断で、コ

ンピューテゖング ンスタンスを 6 個から 3 個に減らせる可能性があります。この方法により、

どちらのプランでもコンピューテゖングの料金を半額にすることができます。 

この営業トレーニング システムのようなゕプリケーションを Windows Azure 上でホステゖング

することは、財務面でも、戦略的な移行という観点からも、非常に合理的です。この技術系企

業の場合、多めに見積もっても年間 10,000.00 ドル未満の料金で、独自の CDN を使用する場合

に必要な管理とメンテナンスのコストを回避して、拡張性に優れたクラウド ゕプリケーション 

プラットフォームを利用できます。設備投資やンフラストラクチャの管理コストは一切不要

です。 

価格計算ツールを利用して、新しい営業トレーニング ゕプリケーションを Windows Azure でホ

ストする場合の見積もり料金を算出するには、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/
http://www.microsoft.com/windowsazure/pricing-calculator/

