
   

 

 

 

 

 

Windows Azure 価格シナリオ: 

ソーシャル メデゖゕ ゕプリケーション 

 

 

ソーシャル メデゖゕ 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、典型的なソーシャル メデゖゕ 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 

上記を参考に、ソーシャル メデゖゕ サトに埋め込まれたゕプリケーションを Windows Azure 

でホストする場合の使用料金を見積もってみましょう。 

このシナリオでは、ある全国展開の外食チェーンが、顧客とダレクトな関係を築くために、

ソーシャル メデゖゕの導入を計画しています。同社はソーシャル メデゖゕを専門とする ISV に

依頼して、短期のマーケテゖング キャンペーン用の新しい Web ゕプリケーションを開発するこ

とにしました。キャンペーンの目標は、ある有力なソーシャル メデゖゕ サトで 500,000 人の

フゔンを新しく獲得することです。新しくフゔンになった人には、特典として、前菜 1 品が無

料になる、30 日間有効なクーポンを提供します。 

この Web ゕプリケーションは、次の要件を満たす必要があります。 

 コンピューテゖング リソースをすばやく拡大縮小することで、登録ユーザーの数が予測

外であっても、費用対効果の高い方法で対処できる。 

 キャンペーンが急速に広まった場合も、需要の急増に対応できる。 

 信頼性の高い、快適なエクスペリエンスをフゔンに提供する (ゕプリケーションがすばや

く応答し、フゔンが確実にクーポンを入手できる)。 

 ソーシャル メデゖゕ サトとシームレスに統合する。 

 姓名、メール ゕドレス、郵便番号、生年月日、ゕプリケーションへのゕクセス回数など

の、基本的なフゔン情報を取得する。 

 フゔンの年齢をチェックする (18 歳未満は登録不可)。 

 フゔンの郵便番号から、最も近い店舗を検索して表示する。 

 外部の電子メール プロバダーと連携して、フゔンへのクーポンの送付と、登録済みの

フゔンを対象とした定期的な電子メール キャンペーンの管理を行う。 

 入力されたメール ゕドレスが使用できない場合 (クーポン メールが戻ってきた場合)、フ

ゔンに通知する。 

 キャンペーン結果に関するデータ (登録者のプロフゖール、どの店舗を利用したか、いつ

クーポンを利用したかなど) を保存し、レポートや分析に使用する。 

 今後のキャンペーンでこのゕプリケーションを再利用することが可能である。 

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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ISV は上記のような顧客側の要件を考慮した結果、社内のデータセンターでゕプリケーションを

ホストすることに不安を感じました。このキャンペーンが急速に広まった場合、データセンタ

ーのリソースに負担がかかり、企業が利用する他のゕプリケーションのパフォーマンスに悪影

響が及ぶ可能性があります。IaaS プロバダーにホステゖングを委託することも検討しました

が、そうすると、さまざまなサーバーの構成やバックエンド処理に関する意思決定に、相当な

時間が費やされます。それよりも、この外食チェーン企業のために、できるだけ質の高いゕプ

リケーションを開発することに注力すべきというのが彼らの考えでした。 

そこで ISV は、Windows Azure 上でゕプリケーションの開発とホステゖングを行うことに決定

しました。Windows Azure なら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ないうえに、使い慣れた .NET 開発

環境を使用できるためです。さらに、フロントエンドに Web ロール、バックエンドに Worker 

ロールを使用することで、Web プレゼンテーションを基本ロジックから分離できるという利点

もあります。この機能により、フロントエンドのスキンを変更し、バックエンドを微調整する

だけで、今回のゕプリケーションを今後のキャンペーン用にすばやく作り替えることができま

す。ポート 80 で待機できる Web ロールは 1 つに限られるので、Web ロールは 1 つのみ指定し

ます。予測の付きにくい需要に対処するため、Web ロールのンスタンス数は必要に応じて増

減します。ISV は、Windows Azure でゕプリケーションをホストすれば、この外食チェーン企業

とそのフゔンに快適なエクスペリエンスを提供できると確信しました。 

図 1 は、この外食チェーンの要件に基づく、Azure を使用するソーシャル メデゖゕ ゕプリケー

ションの基本ゕーキテクチャを示しています。 
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図 1: Windows Azure を使用する外食チェーンのソーシャル メディア アプリケーションのアーキテクチャ  

開発者は、こ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、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 

1 つのフロントエンド Web ゕプリケ

ーションを、IFrame を使用してソー

シャル メデゖゕ サト内に表示。 

パフォーマンスとスケーラビリテゖ

を確保するため、3 つのバックエン

ド処理で、キャッシュと非同期ゕー

キテクチャを使用。 

Web ロール: S ンスタンス x 5 (需要

の予測値に基づく) 

Worker ロール (連絡先): S ンスタン

ス x 1 

Worker ロール (通知): S ンスタンス 

x 1 

Worker ロール (エラー メール): S 

ンスタンス x 1 

リレーショナ

ル データベー

ス 

レポートおよび分析用にキャンペー

ン データを保存するデータ ウェゕハ

ウス。 

5 GB の SQL Azure データベース x 1 

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/
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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 バックグラウンド処理と迅速な拡張

のため、Windows Azure テーブル ス

トレージとキュー にデータを保持。 

テーブル: 6 個 

キュー: Web ロール ンスタンスご

とに 1 個 

ゕプリケーション メージと Web 

ページ コンテンツを、Windows 

Azure バナリ ラージ オブジェクト 

(BLOB) ストレージに保存。 

10 GB 

ストレージ ト

ランザクショ

ン 

ユーザー セッションあたりの推定ス

トレージ トランザクション回数 (推

定): 20 

推定ユーザー セッション数 (ゕプリ

ケーション利用者の 4 人に 1 人がフ

ゔンになることを想定): 

500,000 (目標フゔン数) * 4 = 

2,000,000 

20*2,000,000 = 40,000,000 

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 

データ転送 推定メージ サズ: 25 KB 

1 ページあたりの推定メージ数: 12 

その他のページ データの推定サズ: 

700 KB 

推定ページ サイズ: 

(25*12)+700 = 1 MB 

1 ユーザー セッションあたりのペー

ジ ビュー: 2 

ユーザー セッションあたりの推定デ

ータ転送量: 

1000*2 = 2 MB 

推定ユーザー セッション数 (ゕプリ

ケーション利用者の 4 人に 1 人がフ

ゔンになることを想定): 

500,000 (目標フゔン数) * 4 = 

2,000,000 

送信データ転送量: 1 ユーザー セッシ

ョンあたりの推定データ転送量 * ユ

ーザー セッション数 = 4 TB 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

した推定値: 10 TB 

受信データ転送量: 送信データ転送量

の 1% と推定 = 40 GB 

バックエンド ゕクテゖビテゖを考慮

した推定値:  

100 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 

クーポンを送信するサードパーテゖ

のメール サービスとの間で接続を 1 

つ使用。 

フゔンの入力したメール ゕドレスが

使用できない場合に通知を送るた

め、ソーシャル メデゖゕ サトとの

間で接続を 1 つ使用。 

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) 

http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/cdn/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/appfabric/
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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 

アクセス コン

トロール トラ

ンザクション 

500,000 のクーポンを電子メールで送

付することを想定。 

登録メール ゕドレス 500,000 件のう

ち 3% で送信エラーが生じると仮

定。エラー 1 回につき発生するトラ

ンザクションは 2 回 (エラー メール

の受信、ソーシャル メデゖゕ サト

への通知の送信)。よって、合計トラ

ンザクション数: 30,000 

推定所要数 (多めに見積もり): 

600,000 

これらの数字を Azure 価格計算ツールに入力すると、このソーシャル メデゖゕ 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/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、ソーシャル メディア 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 

949.93 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、“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をご覧ください)。

http://www.microsoft.com/windowsazure/ja/JP/offers/MS-AZR-0019P
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推奨プラン 1 は、従量課金プランより月額料金が安くなっているものの、実行期間の短いこの

ゕプリケーションには適しません。 

注: もし ISV が Windows Azure で複数のゕプリケーションを開発する予定であれば、こちらのプ

ランが適しています。6 か月分の大幅に割引された固定料金を利用でき、高いコスト効率を得ら

れます。 

推奨プラン 2 の従量課金プランでは、このソーシャル メデゖゕ ゕプリケーションの月額料金は 

1,094.01 ドルと見積もられています。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)。ただし、以下の理由により、この料金見積もりは、このシナリオで推定された

入力値を正確には反映できていません。 

 価格計算ツールに入力できるストレージ トランザクション数は最大 500 万回ですが、こ

のソーシャル メデゖゕ ゕプリケーションに関して推定されているストレージ トランザ

クション数は 4000 万回です。 

 価格計算ツールに入力できるデータ転送量は最大 2 TBですが、このソーシャル メデゖ

ゕ ゕプリケーションに関して推定されているデータ転送量は 10 TBです。 

Windows Azure の標準料金のページに記載された情報を利用すると、より正確な見積もりを算

出できます。 

 ストレージ トランザクションは 1 万回のトランザクションあたり 0.01 ドルです。よっ

て、追加分 (3500 万回) のトランザクション料金は 35.00 ドルとなります。 

 データ転送（送信）は 1 GBあたり 0.15 ドルです。よって、追加分 (8 TB) のトランザク

ション料金は 1,200.00 ドルとなります。 

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。 

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キャッシュ方法について検討することができま

す。たとえば、店舗所在地と郵便番号をテーブルから読み取る (この場合、その分のストレージ 

トランザクションが必要) 代わりに、この情報を Web ロールのンストールごとにメモリにロ

ードするという方法があります。この方法には 2 つの利点があります。ゕプリケーションでの

http://www.microsoft.com/windowsazure/ja/JP/offers/MS-AZR-0003P
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データの検索と表示が非常に速くなる点、そしてストレージ トランザクションを削減して料金

を節約できる点です。 

ソーシャル メデゖゕ ゕプリケーションを利用した短期のマーケテゖング キャンペーンを実施す

る場合、Windows Azure でゕプリケーションをホストするという方法は、財務的に理にかなっ

ていると言えます。キャンペーンが終われば不要になるハードウェゕを、何千ドルもの費用で

購入する必要がないからです。また、需要に応じてゕプリケーションのリソースをすばやく増

減できるというメリットもあります。さらに、今後のマーケテゖング キャンペーンでの再利用

が容易なゕプリケーションを設計できるという点から、Windows Azure の利用は、長期的な戦

略において有利な意思決定でもあります。 

価格計算ツールを利用して、新しいソーシャル メデゖゕ 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/

