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1 料⾦の概要
本ドキュメントでは、課⾦される ECS リソースとそれに対応する請求⽅法について説明します。

料⾦
ECS リソースの料⾦については、料⾦ページをご参照ください。

請求対象の ECS リソース
次のタイプの Alibaba Cloud リソースが請求対象となります。
• インスタンスのタイプ、イメージ、およびクラウドディスク

これらのリソースの料⾦は、選択した請求⽅法に従って設定されます。 請求⽅法の⽐較
は、課⾦⽅法の⽐較 をご参照ください。
- インスタンスタイプ：インスタンスタイプによって、vCPU コアの数とメモリのサイズが

決まります。
- イメージ

タイプ 料⾦
パブリックイ
メージ ■ Windows Server OS、Red Hat イメージにのみ料⾦が発⽣しま

す。
■ Linux 、または Unix 系の OS イメージは無料で提供されていま

す。
カスタムイメー
ジと共有イメー
ジ

それらが Alibaba Cloud Marketplace からのイメージを使⽤して作
成された場合、料⾦は独⽴系ソフトウェアベンダ（ISV）によって決定
されます。

マーケットプレ
イスイメージ

料⾦は ISV によって決定されます。

- クラウドディスク
■ ECS インスタンスと共に作成されたクラウドディスクは、ECS インスタンスと同じ請求

⽅法を使⽤します。
■ ECS コンソールを通じて個別に作成されたクラウドディスクは、従量課⾦ に従って請求

されます。 そのようなクラウドディスクを従量課⾦インスタンスに接続すると、その請
求⽅法をサブスクリプションに変更して、ライフサイクルをインスタンスと同期させる
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云服#器 ECS 価格 /  1 料⾦の概要
ことができます。 詳細は、従量課⾦からサブスクリプションへの切り替え、及びインス
タンスの構成のアップグレードをご参照ください。

■ サブスクリプションインスタンス⽤に作成されたクラウドディスクは、サブスクリプ
ション に従って請求され、インスタンスと同じライフサイクルを持ちます。

• パブリックネットワーク帯域幅：パブリック IP アドレスを作成またはアップグレードすると
きにパブリック IP アドレスが ECS インスタンスに割り当てられている場合は、パブリック
ネットワーク帯域幅を⽀払う必要があります。 詳細は、ネットワーク帯域幅の購⼊ をご参照
ください.

注 :
VPC 接続の ECS インスタンスは、Elastic IP（EIP）アドレスをアタッチするとインター
ネットにアクセスできます。 詳細は、EIP の課⾦をご参照ください。

• スナップショット：現在、スナップショットは無料で提供されています。
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2 課⾦⽅法の⽐較
ここでは、ECS インスタンスの料⾦、課⾦⽅法、および⽀払い⽅法を解説します。

料⾦
ECS インスタンスの料⾦は、以下の内容に応じて異なります。
• インスタンスタイプ。メモリー容量および CPU コア数を含みます。
• リージョン: 同⼀のインスタンスタイプでもリージョンにより料⾦は異なります。
• イメージ: 同⼀リージョンの同⼀インスタンスタイプについて、Windows イメージは、 

Linux または UNIX イメージより⾼い料⾦となります。Microsoft により Windows イメー
ジへ追加のライセンス料⾦が請求されるためです。

詳しくは、「料⾦」をご参照ください。
課⾦⽅法

現在、ECS インスタンスは 2 つの課⾦⽅法に対応しています。
• サブスクリプション

前払い⽅法の場合、⽀払い後にインスタンスを使⽤できます。 インスタンスの利⽤は、⽉単
位を基本に課⾦されます。課⾦単位は "USD/⽉" となります。 サブスクリプションは、Web
サービスなどの 24時間、週7⽇に固定されたサービスに適⽤できます。 詳しくは、「サブス
クリプション」をご参照ください。

• 従量課⾦
後払い⽅法は、インスタンスの使⽤後に⽀払いができます。 インスタンスの使⽤は、分単位
で課⾦され、課⾦単位は "US$/時" です。 ECS インスタンスのライフサイクルの最⼩料⾦
は、0.01USD です。 従量課⾦は、急なトラフィックスパイクが起こるようなシナリオ、⼀時
スケーリング、中間テストおよび科学計算などのシナリオに適⽤できます。 詳しくは、「従量
課⾦」をご参照ください。

機能
ECS インスタンスの機能は、課⾦⽅法に応じて異なります。 サブスクリプションおよび従量課⾦
請求の違いは、以下の表のようになります。
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機能 サブスクリプション 従量課⾦
更新 対応しています。 お使いの

インスタンスに関する「⼿
動更新」、「⾃動更新の有
効化」または「ダウングレー
ド」が⾏えます。

対応していません。

随時インスタンスのリリース 対応していません。 インスタ
ンスの期限切れ後、適切な時
期に更新されない場合、イン
スタンスは⾃動的にリリース
されます。

対応しています。 インスタン
スが必要なくなった場合、す
ぐに「インスタンスのリリー
ス」を⾏います。 ⾏わない
場合、インスタンスが停⽌さ
れ、サービスが利⽤できなく
なるまで課⾦され、料⾦滞納
により⾃動的にリリースされ
ます。 「停⽌したインスタン
ス (VPC 接続) への無課⾦」と
する機能を有効化できます。

インスタンス仕様の変更 対応しています。 詳しく
は、「設定変更の概要」をご
参照ください。

対応しています。

帯域幅のアップグレード 対応しています。 詳しく
は、「設定変更の概要」をご
参照ください。

対応しています。

課⾦⽅法の変更 対応していません。 対応しています。 従量課⾦か
らサブスクリプションへの切
り替えができます。 詳しく
は、「従量課⾦からサブスク
リプションへの切り替え」を
ご参照ください。

中国本⼟内のリージョンにお
けるインスタンスへの ICP 申
請

対応しています。 対応していません。

API を使⽤したインスタンス
の作成

対応しています。 対応しています。

⽀払い⽅法
ECS インスタンスの⽀払いの⽅法は、課⾦⽅法により異なります。
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現在、クレジットカード、または、インスタンスへの⽀払いクーポンが利⽤できます。 ECS イン
スタすの購⼊前に、ご利⽤の Alibaba Cloud アカウントにクレジットカードアカウントを追加
する必要があります。

注 :
• 追加の⼿順について詳しくは、「アカウントの設定」をご参照ください。
• 中国本⼟内のリージョンにおける ECS インスタンスの購⼊は、実名登録が必要です。 実名登

録について詳しくは、「中国本⼟ ECS の購⼊に関する実名登録」をご参照ください。
• サブスクリプションは前払い課⾦⽅法です。 そのため、クレジットカード、クーポンによる⽀

払いに対応しています。 課⾦ルールについて詳しくは、「サブスクリプション」をご参照くだ
さい。
サブスクリプションインスタンスの課⾦記録の参照には、ECS コンソールにログインし、[課
⾦管理] > [課⾦] > [サブスクリプション] をクリックします。

• 従量課⾦請求⽅法により、はじめにインスタンスを使⽤し、その後に使⽤したリソースに関す
る⽀払いをすることができます。 クレジットカードまたはクーポンによる⽀払いに対応して
います。 課⾦ルールについて詳しくは、「従量課⾦」をご参照ください。
従量課⾦インスタンスの課⾦記録の参照には、ECS コンソールにログインし、[課⾦管理] >
[課⾦] > [従量課⾦] をクリックします。
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3 サブスクリプション
サブスクリプション課⾦⽅法では、⽀払った分のリソースのみ使⽤できます。

適⽤可能なリソース
サブスクリプションベースの課⾦は、以下の ECS リソースに適⽤できます。
• CPU 設定とメモリ容量を含む ECS インスタンス
• イメージ
• システムディスクとデータディスク
サブスクリプション ECS インスタンスを作成する場合、ページの左下に表⽰される合計料⾦に
は、前述のリソースの料⾦が含まれています。
ECS TCO Calculator を使⽤すると、クラウド移⾏コストをすばやく分析できます。

⽀払い⽅法
以下のいずれかの⽅法で、サブスクリプションリソースを⽀払うことができます。
• ご利⽤の Alibaba Cloud アカウントに関連付けられているクレジットカード。 詳細は、「⽀

払い⽅法の追加」をご参照ください ( 『アカウント管理』 )。
• サブスクリプションリソースの⽀払いに使⽤できるクーポン。

注 :
ECS コンソールにログインし、[料⾦・⽀払い管理] > [クーポン管理]を選択して、[適⽤する
⽀払いタイプ] で、サブスクリプションリソースに適⽤されるクーポンかどうかを確認しま
す。

課⾦サイクル
サブスクリプションリソースは⽉単位で課⾦されます。 課⾦サイクルは UTC+8:00 に基づいて
います。課⾦サイクルは、リソースが有効化された時刻から始まり、1 か⽉後または 1 年後の翌
⽇の 00:00:00 に終了します (選択した課⾦サイクルによって異なります)。
たとえば、2017 年 3 ⽉ 12 ⽇ 13:23:56 に⽉単位のサブスクリプション ECS インスタンスを有
効化した場合、最初の課⾦サイクルは 2017 年 4 ⽉ 13 ⽇ 00:00:00 に終了します。
料⾦単位は、リソースによって異なります。 次の表に、使⽤可能なリソースの料⾦単位を⽰しま
す。
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リソース 料⾦単位
ECS インスタンス 円/⽉
イメージ 円/⽉
システムディスク 円/(GiB x ⽉)
データディスク 円/(GiB x ⽉)

課⾦サイクルの有効期限が切れた後、引き続きリソースを使⽤するには、ECS インスタンスを更
新します。 詳細は、「⼿動更新」または「⾃動更新」をご参照ください。

有効期限後のリソースのステータス変更
所定の期間内にインスタンスを更新しないと、インスタンスに対応するリソースのステータスは
次のように変わります。
期間 ECS インスタ

ンスとイメー
ジ

システムディ
スク

データディス
ク

インターネッ
ト IP アドレ
ス

スナップ
ショット

有効期限後 15
 ⽇以内

ECS インスタ
ンスとイメー
ジは正常に動
作します*。

システムディ
スクは正常に
動作します。

データディス
クは正常に動
作します。

インターネッ
ト IP アドレ
スは影響を受
けません。

スナップ
ショットは影
響を受けませ
ん。
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期間 ECS インスタ
ンスとイメー
ジ

システムディ
スク

データディス
ク

インターネッ
ト IP アドレ
ス

スナップ
ショット

有効期限後 15
 ⽇以降

インスタンス
は、有効期限
後 15 ⽇⽬の 
00:00:00 か
ら翌⽇ 00:00
:00 までの 24
 時間内の任
意の時点で利
⽤不可になり
ます。 その
後、イメージ
は無効になり
ます。

システムディ
スクは利⽤
不可になりま
すが、データ
は保持されま
す。

データディス
クは利⽤不
可になりま
すが、データ
は保持されま
す。

クラシック
ネットワーク
インスタンス
の場合、割り
当てられたイ
ンターネット 
IP アドレス
は保持されま
す。
VPC インスタ
ンスの場合、
割り当てら
れたインター
ネット IP ア
ドレスと、ア
タッチされた 
EIP アドレス
は保持されま
す。

スナップ
ショットは影
響を受けませ
ん。
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期間 ECS インスタ
ンスとイメー
ジ

システムディ
スク

データディス
ク

インターネッ
ト IP アドレ
ス

スナップ
ショット

有効期限後 30
 ⽇以降

ECS インスタ
ンスとイメー
ジは⾃動的に
リリースされ
ます。

システムディ
スクはインス
タンスと共に
リリースされ
ます。 データ
は復元できま
せん。

デフォルトで
は、クラウド
ディスクはイ
ンスタンスと
共にリリース
されます。 ク
ラウドディス
クをインスタ
ンスと共にリ
リースしない
ように設定し
た場合、クラ
ウドディスク
は動作を停⽌
します。
ローカルディ
スクはインス
タンスと共に
リリースされ
ます。
共有ブロック
ストレージ
は⾃動的にデ
タッチされま
す。

クラシック
ネットワーク
インスタンス
の場合、割り
当てられたイ
ンターネット 
IP アドレスは
リリースされ
ます。
VPC インスタ
ンスの場合、
割り当てら
れたインター
ネット IP ア
ドレスはリ
リースされ、
アタッチされ
た EIP アドレ
スは⾃動的に
デタッチされ
ます。

⾃動スナップ
ショットは⾃
動的に削除
されますが、
⼿動で作成
したスナップ
ショットは影
響を受けませ
ん。

* インスタンスが正常に動作している場合、ECS コンソールの管理ターミナルを使⽤して、イン
スタンスの開始または停⽌、インスタンスへの接続が可能です。
** インスタンスが利⽤不可になると、リモートでインスタンスに接続できず、インスタンスにデ
プロイされた Web サイトにアクセスできません。 サービスエラーが発⽣します。
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4 従量課⾦
従量課⾦⽅法では、実際に使⽤したリソース量に応じて料⾦が請求されます。 従量課⾦により、
いつでも要件を満たすためにリソースを有効化したりリリースしたりすることができます。要求
に応じてリソースを購⼊でき、ビジネスの成⻑に合わせてスケールアップできます。 時には多く
のリソースを無駄にすることもある従来のホストへの投資に⽐べ、30% から 80% までコストを
削減することができます。

適⽤できるリソース
現在、従量課⾦⽅法は、以下の ECS リソースに適⽤できます。
• CPU 設定とメモリ容量を含む ECS インスタンス
• イメージ
• システムディスクまたはデータディスク
従量課⾦請求⽅法により ECS インスタンスを作成する場合、インスタンス作成ページの下に表⽰
される [インスタンスコスト] は 上記の 3 つのタイプのリソースの合計料⾦です。
従量課⾦リソースを有効化後、以下の変更を⾏うことができます。
• リソース設定の変更

インスタンス作成後、CPU の設定およびメモリ容量を含む、インスタンスタイプを変更でき
ます。 詳しくは、#unique_12をご参照ください。

• 課⾦⽅法の変更
インスタンス、システムディスクおよびデータディスクは、従量課⾦請求からサブスクリプ
ション課⾦へ切り替えができます。 詳しくは、従量課⾦からサブスクリプションへの課⾦⽅法
の切り替えをご参照ください。

⽀払い⽅法
ご利⽤の Alibaba Cloud アカウントに使われているクレジットカードを利⽤し、従量課⾦リ
ソースの⽀払いができます。 詳しくは、「⽀払い⽅法の追加」をご参照ください。

課⾦期間
従量課⾦リソースは、作成後 1 時間ごとに課⾦され、リリース後に課⾦が停⽌されます。
VPC インスタンスは、停⽌済みのインスタンスの無課⾦課⾦機能を有効化できます。この機
能を有効になっている場合、VPC インスタンスのステータスが [Stopped] ステータスであれ
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ば、VPC インスタンスへ課⾦されません。 この機能はインスタンスに対してのみ利⽤でき、他
の ECS リソースに対しては利⽤できません。
課⾦サイクルは、リソースタイプによって異なります。 ECS インスタンスのライフサイクル (作
成からリリースまで) の最低料⾦は JPY 0.01 です。
項⽬ インスタンス + イメー

ジ
システムディスク データディスク

課⾦サイクル 1 時間 1 時間 1 時間
料⾦単位 JPY/時間 JPY/(GiB * 時間) JPY/(GiB * 時間)

決済サイクル
従量課⾦リソースは 1 時間ごとに課⾦および決済されます。 以下のことを注意してください。
• 従量課⾦リソースの⽀払いは、使⽤後に、ご利⽤のアカウントに課⾦されている他のプロダク

トと合わせて決済されます。
• ⼀般的に、ご利⽤のアカウントの従量課⾦累積額は、翌⽉の初⽇に料⾦が差し引かれます。
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• Alibaba Cloud とクォータ契約を結んでいる場合、ご利⽤のアカウントの累積消費額が

クォータを超えた場合に料⾦が差し引かれます。
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累積消費量 期限⽇ (T) 課⾦⽇ 説明
⽉間累積消費額が⼀
定未満

翌⽉の初⽇

契約したクォータ クォータを超えた⽇

T、T+7 および T+14 - 期限⽇ (T) に引
き落としエラーに
なった場合、T+7
 ⽇、T+14 ⽇にシ
ステムにより再度
料⾦の差し引きが
試みられます。

- 料⾦の差し引き
が 3 度失敗した場
合、インスタンス
は T+15 ⽇にサー
ビスが停⽌されま
す。 この場合、
ECSインスタンス
は停⽌しますが、
データは保持され
ます。 インスタン
スがサービス停⽌
になった場合、課
⾦は停⽌します。

- お使いのインスタ
ンスがサービス
停⽌になった場
合、料⾦滞納を
解消するため、チ
ケットを起票し、
サポートセンター
へお問い合わせ
ください。 料⾦
滞納が解消された
後、T+30 ⽇より
前にインスタンス
を再有効化する必
要があります。 再
有効化しない場
合、インスタンス
は⾃動的にリリー
スされます。

- T+30 ⽇までに料
⾦滞納が解消さ
れなかった場合、
インスタンスはリ
リースされ、デー
タは復旧できませ
ん。Document Version20191120 13
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• 例: 従量課⾦ ECS インスタンスの決済処理は、以下のフローチャートのようになります。 ⽀

払期限を 3 ⽉ 1 ⽇仮定します。

決済に関する解説
• 決済⽅法

- ECS インスタンスの場合: 有効期間は、ECS インスタンスが正常に実⾏されている時間
で、ECS インスタンスが有効化されたときから、リリースされるか期限切れまでの時間で
す。 料⾦滞納により有効期間中にインスタンスがサービス停⽌になった場合、料⾦滞納が
解消されるまで課⾦は停⽌されます。

- システムディスクまたはデータディスクの場合: 有効期間は、ディスクが正常に実⾏されて
いる時間で、ディスクが有効化されたときから、リリースされるまでの時間です。

• リリースルール
- ECS インスタンスの⽀払いが期限超過の場合、従量課⾦クラウドディスクの使⽤が制限さ

れ、クラウドディスクは I/O 読み取りリクエストおよび I/O 書き込みリクエストを適切に
処理できず、ECS インスタンスの通常の動作に影響します。 影響には、アプリケーション
の読み取り/書き込みパフォーマンスの低下、いくつかの操作の重⼤なタイムアウト、およ
びいくつかのオペレーティングシステムのバージョンでは電源切断または再起動の失敗な
どあります。

- ⾃動リリース時刻を設定した ECS インスタンスは、指定した時刻に⾃動的にリリースされ
ます。

- リリース通知: サービスの有効期限切れや料⾦滞納の発⽣など、システムによりメールで通
知されます。
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インスタンスがサービス停⽌の際のリソースのステータス

1 回の決済期間に従量課⾦のリソース料⾦の⽀払いに 3 回失敗した場合、そのインスタンスは T
+15 ⽇にサービスが停⽌されます。 お使いのインスタンスがサービス停⽌の場合は、料⾦滞納
を解消するまで、リソースを正常に使⽤できません。 ⽀払いが解消されると、指定された期間
内にインスタンスの再有効化をする必要があります。 インスタンスがサービス停⽌になった場合
の、関連するリソースのステータスは、以下の表のようになります。
期間 ECS インスタン

スとイメージ
システムディスク
+ データディスク

インターネット 
IP アドレス

スナップショット

インスタンスの
サービス停⽌の 
15 ⽇以内 (T+15 
to T+30)

両⽅とも機能停⽌ インスタンスが
サービス停⽌中*
である場合、ク
ラウドディスクと
ローカルディスク
の機能は制限され
ます。 ただし、
データは保持され
ます。

• クラシック
ネットワーク
タイプのイン
スタンスの場
合: 割り当てら
れたインター
ネット IP アド
レスは保持さ
れます。

• VPC インス
タンスの場合:
インターネッ
ト IP アドレ
スが割り当て
られている場
合、インター
ネット IP アド
レスは保持さ
れます。 EIP
 (Elastic IP)
アドレスがイ
ンスタンスに
バインドされ
ている場合、
EIP アドレス
は保持されま
す。

保持されます。
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期間 ECS インスタン
スとイメージ

システムディスク
+ データディスク

インターネット 
IP アドレス

スナップショット

インスタンスの
サービス停⽌後 
15 ⽇ (T+30)

⾃動的にリリー
スされます。 リ
ソースがリリース
される場合、事前
にメールで通知さ
れます。

インスタンスと
⼀緒か個別に作
成された、シス
テムディスクおよ
びデータディスク
を含むすべてのク
ラウドディスク、
またはインスタン
へのアタッチの有
無を問わず、すべ
てのクラウドディ
スクは⾃動的にリ
リースされます。
データは復旧でき
ません。
ローカルディスク
は⾃動的にリリー
スされ、ローカ
ルディスク上の
データは復旧でき
ません。
共有ブロックスト
レージがインスタ
ンスにアタッチさ
れている場合、⾃
動的にアタッチが
解除され、共有
ブロックストレー
ジ上のデータは保
持されます。

クラシックネット
ワークタイプの
インスタンスの場
合: 割り当てられ
たインターネット
IP アドレスはリ
リースされます。
VPC インスタン
スの場合: イン
ターネット IP ア
ドレスが割り当て
られている場合、
インターネット 
IP アドレスはリ
リースされます。
EIP がインスタ
ンスにバインドさ
れている場合、
EIP アドレスは
⾃動的にバインド
解除されます。

⾃動スナップ
ショットは⾃動的
に削除されます。
⼿動で作成された
スナップショット
は保持されます。
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* 従量課⾦インスタンスがサービス停⽌になった場合、インスタンスは[Expired] ステータスに
なります。 サービス停⽌期間中は、料⾦は請求されません。

よくある質問
従量課⾦インスタンスがサービス停⽌、または実⾏を指定した場合、料⾦は請求されますか。
料⾦滞納が発⽣する場合、インスタンスが機能を停⽌し、サービス停⽌状態になります。 従量課
⾦インスタンスがサービス停⽌のとき、[Expired] ステータスになり、料⾦は請求されません。
停⽌したインスタンスが [Stopped] ステータスにあり、ECS コンソール上で、またはStopInstace

インターフェイスを使⽤して停⽌されています。 停⽌したインスタンスの課⾦は、インスタンス
のネットワークタイプにより異なります。
• VPC: 停⽌済みインスタンスの無課⾦ (VPC 接続)機能を有効化できます。 この機能を有効化

する場合、インスタンスが [Stopped] ステータスにあるとき、インスタンスは課⾦されませ
ん。 この機能はインスタンスにのみ利⽤可能で、他のリソースでは利⽤できません。

• クラシック: インスタンスが [Stopped] ステータスになった後も、インスタンスは課⾦され続
けます。
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5 停⽌した VPC インスタンスを無課⾦にする
従量課⾦インスタンスでは、停⽌した VPC インスタンスを無課⾦とする機能を有効化できま
す。 機能を有効化後、VPC インスタンスが停⽌されると、vCPU、メモリーおよびインターネッ
トアドレスに料⾦は発⽣しませんが、クラウドディスクは引き続き課⾦されます。

定義
停⽌した VPC インスタンスへの無課⾦ (VPC 接続) 機能は、従量課⾦インスタンスが ECS

コンソール上で、StopInstanceインターフェイス、または A libaba Cloud CLI により停⽌さ
れ、[Stopped] (Stopped) ステータスの vCPU、メモリー、インターネットアドレスに対して
⽀払う必要がないことを意味しています。 ただし、クラウドディスクは引き続き課⾦されます。

適⽤性についての説明
• この機能の適⽤には、以下のような条件があります。 ⾔い換えると、以下の条件を満たすリ

ソースでは料⾦が発⽣しません。
アイテム 説明
課⾦⽅法 従量課⾦
ネットワークタイプ VPC
リソース vCPU、メモリーおよびインターネットアドレス (停⽌され

た VPC インスタンスからリリースされたもの)

 :
- インスタンスの OS 上でインスタンスを停⽌した場合、機能を有効にしていてもインスタ

ンスへ課⾦されます。
- ECS コンソール、API、または Alibaba Cloud CLI からインスタンスを停⽌した場合、

vCPU およびメモリーには課⾦されません。
• この機能は、以下の条件では適⽤されません。 ⾔い換えると、以下の条件を満たすリソース

には課⾦されます。
アイテム 説明
ローカルディスクインスタン
ス

ローカルディスクを持つすべてのインスタンス、"d1"、"
d1ne"、"ga1"、"gn5"、"i1" および "i2" などのインスタン
スタイプファミリー。
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アイテム 説明
インスタンスに接続されてい
るクラウドディスク (システ
ムディスクおよびデータディ
スクを含む)、EIP (Elastic 
IP) アドレス、帯域幅および
イメージ。

この機能を有効化後、インスタンスが [停⽌した VPC イン
スタンスへの無課⾦ (VPC 接続)] モードであっても、これ
らのリソースへの課⾦は継続します。 課⾦について詳しく
は、「従量課⾦」、「クラウドディスク料⾦」、「ネット
ワーク帯域幅への課⾦」、「帯域幅料⾦」および「EIP 料
⾦」をご参照ください。

起動しているインスタンス 新しい従量課⾦ VPC インスタンスは、初めての起動時
に、[Stopped] ステータス (Stopped) から [Running] ス
テータス (Running) に変わります。 このようなインスタン
スを ECS コンソールまたは CreateInstace API により作成で
きます。

⽀払延滞分によりインスタン
スは停⽌されます。

この場合、課⾦も停⽌されます。 コンピューティングリソー
スおよびインターネットアドレスもリリースされます。 す
べてのリソースへの課⾦は、お使いのインスタンスが正常
に「再有効化」された後に再開されます。

クラシックネットワークの従
量課⾦インスタンス

このようなインスタンスが [Stopped] ステータスになった
後でも、Alibaba Cloud によりインスタンスおよび関連す
るリソースに課⾦されます。 インスタンスの再起動後、イン
スタンスのインターネットアドレスおよびプライベート IP
アドレスの変更はありません。

影響
この機能を有効化し、インスタンスを停⽌した際、お使いのインスタンスへの影響は以下になり
ます。
• vCPU およびメモリーはリリースされます。そのため、再びインスタンスを起動することがで

きないことがあります。 起動できない場合、しばらくしてから再度起動させます。 「従量課
⾦インスタンスの設定変更」の後、再度起動させることもできます。

• インスタンスに割り当たられたインターネットアドレスがある場合、そのアドレスはリリース
されます。 ECS コンソールまたは StartIncstance インターフェイスを利⽤し、お使いのインス
タンスを起動させた後、お使いのインスタンスには新しいインターネットアドレスが割り当て
られます。 ただし、プライベート IP アドレスの変更はありません。

注 :
インターネットアドレスを変更する場合、「インターネットアドレスの EIP アドレスへの変
更」を⾏なった後、インスタンスを停⽌できます。
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• "t5" インスタンスが停⽌した場合、既存の CPU クレジットは有効ですが、クレジットの発

⽣は停⽌します。 起動した場合、CPU クレジットは発⽣し続けます。 詳しくは、「基本概
念」をご参照ください。

「システムディスクの置き換え」(ReplaceSystemDisk)、「ディスクのロールバック」(ResetDisk

)、「ディスクの再初期化」(ReInitDisk) などの操作に関しては、インスタンスを停⽌させ、すぐ
に再起動する必要があります。 お使いのインスタンスが正常に起動したかを確認するために、以
下のいずれかの操作ができます。
• ECS コンソールにログインします。 [概要] ページ、[全リージョンで停⽌したインスタンスへ

の無課⾦ (VPC 接続)] をオフにします。
• ECS コンソールにログインします。 インスタンスを停⽌させた際、[インスタンスへの課⾦を

維持] チェクボックスをオンにします。
• API または Alibaba Cloud CLI を使⽤している場合、「StopInstance」インターフェイスで 

StoppedMode = KeepCharging を設定します。
機能の有効化

⽅法 1: すべてのインスタンスで機能を有効化する
[停⽌したインスタンスへの無課⾦ (VPC 接続)] 機能を⼿動で有効化する必要があります。 ⼀度
機能を有効化した場合、ご利⽤のアカウントのすべてのリージョンにある従量課⾦ VPC インス
タンスに適⽤されます。 従量課⾦ VPC インスタンスを停⽌させた際、機能を有効にしたまま、
従量課⾦ VPC インスタンスへの課⾦を維持する場合、インスタンスの停⽌時に [インスタンスへ
の課⾦を維持] チェックボックスをオンにします。

注 :
すでに 1 つまたは複数の従量課⾦ VPC インスタンスを使⽤している場合、この機能は⾃動的に
有効化されません。 この機能により、お使いのシステムやアプリケーションに制御不能となる
ような影響がないことを、理解し、確認した後、ECS コンソールにログインし機能を有効化し
ます。

以下の⼿順に従い、[停⽌したインスタンスへの無課⾦ (VPC 接続)] 機能を有効化します。
1. ECS コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウから [概要] をクリックします。
3. [共通操作] エリアから、[設定] をクリックします。
4. [全リージョンでの停⽌したインスタンスへの無課⾦ (VPC 接続)] チェックボックスをオンに

し、表⽰されたウィンドウでの注記を読みます。その後、[停⽌したインスタンスへの無課⾦
(VPC 接続)] をクリックします。
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5. [OK] をクリックします。
⽅法 2: 1 つのインスタンスに対して機能を有効化する
「1 つのインスタンスの停⽌」を⾏なった際、表⽰されたウィンドウの [停⽌したインスタンスへ
の無課⾦ (VPC 接続)] をクリックすることで機能を有効化できます。

機能の無効化
⽅法 1: すべてのインスタンスに対して機能を無効化

注 :
この機能を無効化した後、
• この操作により、ご利⽤のアカウントのすべてのリージョンのすべての従量課⾦ VPC インス

タンスに対して機能が無効化されます。 ご注意の上、進めてください。
• [Stopped] (Stopped) にある 1 つのインスタンスに対して、[ストップモード] が [停⽌した

インスタンスへの無課⾦] の場合、インスタンスには課⾦されません。 起動後、
- 停⽌される前にインターネットアドレスが割り当てられていた場合、新しいアドレスが割

り当てられます。
- インスタンスが停⽌される前に、EIP アドレスが接続解除されてる場合、EIP アドレスに

変更はありません。
以下の⼿順に従い、機能を無効化します。
1. ECS コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウから [概要] をクリックします。
3. [共通操作] エリアから、[設定] をクリックします。
4. [全リージョンでの停⽌したインスタンスへの無課⾦ (VPC 接続)] チェックボックスをオフに

し、表⽰されたウィンドウでの注記を読みます。その後、[同意する] をクリックします。
5. [OK] をクリックします。
⽅法 2: 1 つのインスタンスに対して機能を無効化する。
「インスタンスの停⽌」を⾏なった際、表⽰されたウィンドウで [インスタンスへの課⾦の継続]
チェックボックスをオンにします。
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6 インスタンスの更新
6.1 更新の概要

有効期限が切れたサブスクリプションインスタンスを引き続き使⽤する場合は、所定期間内にイ
ンスタンスを更新する必要があります。 更新しない場合は、インスタンスとディスクの両⽅が⾃
動的にリリースされます。 保存されたデータは、永久に消去され、復元できません。 サブスク
リプションインスタンスが有効期限切れの場合に何が起こるかについては、「サブスクリプショ
ン」をご参照ください。

注 :
• ⽀払い済みの更新注⽂をキャンセルすることはできません。
• 従量課⾦のインスタンスに更新は含まれません。 お使いのクレジットカードに料⾦を⽀払え

る⼗分な残⾼があることをご確認ください。
Alibaba Cloud ECS のサブスクリプションは、以下の⽅法で更新できます。
• ⼿動更新

- インスタンスの設定は、更新時に変更できません。
- 更新サイクル: 1 か⽉または 1 年。

• ⾃動更新インスタンス作成時、またはインスタンス作成後にインスタンスの⾃動更新機能を有
効化できます。 インスタンスは、有効期限が切れる前に⾃動的に更新されます。
- インスタンスの設定は、更新時には変更できません。
- 更新サイクル: その時点でのインスタンスの課⾦サイクルに応じて更新されます。

• 設定のダウングレードのための更新インスタンスの更新時、インスタンスおよびその関連リ
ソースの設定をダウングレードできます。 ダウングレードされた設定は、次の課⾦サイクル
の開始時に有効になり、これによりコストを削減できます。
- インスタンス設定は、更新時に変更できます。
- 更新サイクル: 1 か⽉または 1 年。

6.2 ⼿動更新
はじめに

⼿動更新は、サブスクリプション課⾦⽅法を使⽤したインスタンスにのみ適⽤されます。
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お使いのサブスクリプションインスタンスを、"Expires" ステータス時またはシャットダウン時
に、⼿動で更新できます。 お使いのインスタンスを、1 か⽉または 1 年に⼿動で更新できます。
そのため、お使いのサブスクリプションインスタンスのサービス期間を変更する場合、⼿動更新
を選択できます。
• お使いのインスタンスが "Expired" ステータスのときでも、正常に機能します。 インスタン

スの有効期限切れの 15 ⽇以内に⼿動更新が正常に完了すると、次の課⾦サイクルの開始はイ
ンスタンスの期限が切れる⽇になります。
たとえば、お使いのインスタンスが 2016 年 4 ⽉ 25 ⽇ 00:00:00 に有効期限切れになる場
合、1 か⽉の更新が 2016 年 5 ⽉ 9 ⽇に正常に⾏われると、この更新による課⾦サイクルは 
2016 年 4 ⽉ 25 ⽇ から 2016 年 5 ⽉ 25 ⽇の 00:00:00 になります。

• 有効期限の 15 ⽇以内にインスタンスの更新が失敗した場合、インスタンスはシャットダウン
されます。

• インスタンスのシャットダウン後、
- お使いのインスタンスはサービスの提供を停⽌しますが、お使いのデータはさらに 15 ⽇間

保持されます。
- インスタンスのシャットダウンから 15 ⽇以内 (インスタンスの有効期限の 30 ⽇以内) にイ

ンスタンスが更新される場合、お使いのインスタンスは更新⽇から新しい課⾦サイクルに
⼊り、お使いのデータは新しいサイクルでも保持されます。
たとえば、お使いのインスタンスが 2016 年 5 ⽉ 10 ⽇ 00:00:00 にシャットダウンされ、
2016 年 5 ⽉ 23 ⽇ 08:09:35 に 1 か⽉の更新が正常に⾏われた場合、更新による課⾦サイ
クルは 2016 年 5 ⽉ 23 ⽇ 08:09:35 から 2016 年 6⽉ 24 ⽇ 00:00:00 となります。

- インスタンスのシャットダウンから 15 ⽇以内 (インスタンスの有効期限の 30 ⽇以内) にイ
ンスタンスが更新されない場合、お使いのインスタンスは 15 ⽇⽬に⾃動的にリリースされ
ます。 お使いのデータは削除され、復元できません。

⼿順
お使いのインスタンスの⼿動更新には、以下の⼿順に従います。
1. ECS コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウから [インスタンス] をクリックします。
3. インスタンスリストページで、対象となるリージョンを選択し、インスタンス名、インスタン

ス ID またはスタータス (Expired) から対象となる ECS インスタンスを検索します。
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4. "操作"列から、[更新] をクリックします。

5. 更新ページで、
a. インスタンスの設定を確認します。
b. [1 か⽉] または [1 年] の希望する更新期間を選択し、[発注] をクリックします。

6. ⽀払いページで、注⽂情報を確認し、[⽀払い] をクリックし更新操作を完了させます。
⼀括更新

複数のインスタンスの更新には以下の⼿順を⾏います。
1. ECS コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウから [インスタンス] をクリックします。
3. リージョンを選択します。
4. 複数の [サブスクリプション] または [⽉間サブスクリプション] インスタンスを選択します。
5. ページの下にある、[更新] をクリックします。
6. インスタンスの⼀括更新ページで、[バッチ変更] をクリックします。 更新期間を選択

し、[OK] をクリックします。
7. [注⽂の作成] をクリックし、指⽰通りに操作を完了させます。
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6.3 ⾃動更新
⾃動更新サービスは、サブスクリプション課⾦⽅法を使⽤したインスタンスにのみ適⽤されま
す。

はじめに
⾃動更新サービスを有効化している場合、Alibaba Cloud により、インスタンスの有効期限時
にご利⽤のクレジットカードにサブスクリプション料⾦が請求されます。
⾃動更新サービスは、ECS インスタンスが購⼊された後、有効期限前までに有効化できます。 サ
ブスクリプションインスタンスの有効期限切れ後に有効化することはできません。 ⾃動更新の機
能は、以下の通りです。
• ⽉極めのサブスクリプションサービスは、毎⽉のサブスクリプションインスタンスの有効期限

⽇に、⾃動的に⽉ごとのインスタンスとして更新されます。
• 年間サブスクリプションサービスは、毎年サブスクリプション有効期限⽇に、⾃動的に年ごと

のインスタンスとして更新されます。

注 :
⾃動更新サービスは、⽉極めのサブスクリプションと年間サブスクリプションの間の切り替えは
サポートしていません。 インスタンスのサービス期間を変更する場合は、「⼿動更新」サービ
スを選択できます。

⾃動更新サービスを有効化した後、
• お使いのサブスクリプションインスタンスが有効期限に近づくと、有効期限⽇ (T) の 7 ⽇前、

3 ⽇前、および 1 ⽇前に通知されます。
• Alibaba Cloud により、有効期限⽇ (T) にご利⽤のクレジットカードにサブスクリプション

料⾦が請求されます。 ⽀払いが失敗した場合、Alibaba Cloud により、7 ⽇⽬ (T+6) および
15 ⽇⽬ (T+14) に再度決済が試みられます。 3 回すべての⽀払いの試みが失敗した場合、イ
ンスタンスはシャットダウンされます。
- サブスクリプションへの⽀払いが正常に⾏われると、お使いのインスタンスは "Expired"

ステータスではなくなり、次の課⾦サイクルが有効期限⽇から始まります。
たとえば、お使いの⽉極めのサブスクリプションインスタンスがの有効期限が2016 年4 ⽉ 
25 ⽇ 00:00:00 で、⾃動更新が 2016 年 5 ⽉ 9 ⽇に成功した場合、更新による課⾦サイク
ルは 2016 年 4 ⽉ 25 ⽇ 00:00:01 から 2016 年 5 ⽉ 25 ⽇ 00:00:00 までとなります。

- 3 回すべての⽀払いの試みが失敗した場合、有効期限⽇の 15 ⽇後にインスタンスはシャッ
トダウンされます。 インスタンスがシャットダウンされた場合、インスタンスはサービ
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スの提供を停⽌し、インスタンスへのログインまたはリモートでの接続ができなくなりま
す。 この時点では、「⼿動更新」のみ選ぶことができます。 インスタンスが有効期限⽇後
15 ⽇以内に更新されない場合、インスタンスはリリースされ、保存されたデータは失われ
ます。

- ⾃動更新が試みられる前に⼿動でインスタンスを更新した場合、お使いのインスタンスは
更新され、その時点での課⾦サイクルの⾃動更新は⾏われません。 その時点での課⾦サイ
クルが終了すると、インスタンスが更新されます。

- ⾃動更新が失敗するたびに、Alibaba Cloud により通知メールがメールアドレスに送信
されます。 そのため、受信ボックスを頻繁に確認し、必要以上の業務への影響を避けるた
め、お使いのインスタンスのステータスを把握し、必要な操作を⾏うことを推奨します。

• Alibaba Cloud によるインスタンスの⾃動更新の決済は、08:00:00 (UTC+8) から 18:00:
00 (UTC+8) の間に⾏われます。

⾃動更新の有効化
⾃動更新サービスの有効化には、以下の⼿順に従います。
1. ECS コンソールにログインします。
2. ページのトップで、[[料⾦・⽀払い管理] > [サブスクリプション更新] をクリックします。
3. 左側のナビゲーションウィンドウから [Elastic Compute Service (ECS)] をクリックしま

す。
4. 更新ページで、[⼿動更新] タブを選択します。
5. インスタンスを検索し、"操作" 列から、[⾃動更新の有効化] をクリックします。
6. [⾃動更新の有効化] ダイアログボックスで、[⾃動更新の有効化] をクリックします。
[⾃動更新] タブを選択すると、インスタンスを検索できます。

⾃動更新の無効化
インスタンスの⾃動更新サービスの無効化には、以下の⼿順に従います。
1. ECS コンソールにログインします。
2. ページのトップで、[料⾦・⽀払い管理] > [サブスクリプション更新] をクリックします。
3. 左側のナビゲーションウィンドウから [Elastic Compute Service (ECS)] をクリックしま

す。
4. 更新ページで、[⼿動更新] タブを選択します。
5. インスタンスを検索し、"操作" 列から、[⾃動更新の変更] をクリックします。
6. [⾃動更新の変更] ダイアログボックスで、[⾃動更新の無効化] を選択し、[OK] をクリックし

ます。
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[⼿動更新] タブを選択すると、インスタンスを検索できます。

6.4 設定をダウングレードして更新
サブスクリプションインスタンスの有効期限が切れた後、所定の期間までに更新が完了していな
い場合、インスタンスは⾃動的にリリースされます。 この場合、データは永久に失われ、復旧で
きません。 サブスクリプションリソースの有効期限切れ後、ステータスの変化の確認には、「サ
ブスクリプション」をご参照ください。
設定をダウングレードして更新の機能を使⽤し、サブスクリプションインススタンスを更新する
⼀⽅で、仕様を下げ、次の課⾦サイクルでのコストを削減できます。
お使いのデータディスクの課⾦⽅法をサブスクリプションから従量課⾦へ変更することもできま
す。

注記
"設定をダウングレードして更新" を使⽤する場合は、次の点にご注意ください。
• この機能により、更新時にインスタンスの仕様のスケールダウンが可能です。
• "設定をダウングレードして更新" 機能はサブスクリプションインスタンスのみに使⽤できま

す。
• インスタンスの更新後、次の課⾦サイクルから新しいパッケージが有効になります。 現時点

でのパッケージは、その課⾦サイクルの終了まで継続されます。
• 更新期間中にインスタンスの設定を変更する場合、設定を有効にするには、新しい課⾦サイク

ルの開始後 7 ⽇以内に「インスタンスの再起動」を⾏う必要があります。 新しい課⾦サイク
ルの 7 ⽇⽬にインスタンスを再起動すると、最初の 6 ⽇間は変更前のパッケージを使⽤した
とみなされます。インスタンスの再起動後のみ、ダウングレードされたパッケージが使⽤され
ます。

• 設定をダウングレードした更新が完了すると、その時に課⾦サイクルの残り期間で「設定
のアップグレード」、「システムディスクサイズの加増」、「Linux インスタンス」また
は「Windows インスタンス」に接続されたサブスクリプションデータディスクサイズの加増は
⾏えません。

• ⽀払い処理が⾏われると、更新の注⽂をキャンセルできません。
⼿順

更新時にサブスクリプションインスタンスの設定をダウングレードするには、次の⼿順に従いま
す。
1. ECS コンソールにログインします。
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2. 左側のナビゲーションウィンドウから [インスタンス] をクリックします。
3. リージョンを選択します。
4. サブスクリプションインスタンスを検索します。 "操作" 列から、 [設定の変更] をクリックし

ます。
5. [設定変更ガイド] ダイアログボックスで、[設定をダウングレードして更新] を選択し、 [続⾏]

をクリックします。
6. 設定をダウングレードして更新のページで、必要に応じて次の操作を完了させます。

• インスタンスタイプをダウングレードします。 インスタンスの仕様をダウングレードする
場合、インスタンスの再起動時間も設定する必要があります。

注 :
- 変更可能なインスタンスの仕様は、ページ上に表⽰されます。 インスタンス仕様につ

いて詳しくは、「インスタンスタイプファミリー」をご参照ください。
- インスタンスの再起動により、インスタンスでお使いの業務操作が停⽌されます。 影

響を抑えるために、オフピーク時にインスタンスを再起動してください。 再起動は、
次の課⾦サイクルの最初の 7 ⽇以内に完了させる必要があります。 ただし、毎週以下
の時間帯 (UTC+8) はインスタンスの再起動はできません。⽕曜正午 12:00 から ⽔曜
正午 12:00、および⽊曜正午 12:00 から⾦曜正午 12:00。

• サブスクリプションインスタンスの作成時に、データディスクを作成した場合、データ
ディスクの課⾦⽅法を従量課⾦に変更できます。

• 帯域幅の値を設定します。
• 更新期間を設定します。

7. [⽀払い] をクリックし、指⽰に従い処理を完了させます。
8. (オプション) インスタンスの仕様を変更した場合、またはクラシックネットワーク上のイ

ンスタンスのパブリックネットワーク帯域幅を 0 Mbit/s からゼロ以外の値に初めて変更し
た場合、次の課⾦サイクルの最初の 7 ⽇以内に、コンソールまたはRebootInstance API によ
り、「インスタンスの再起動」を⾏う必要があります。 この⼿順は、新しい設定を有効にす
るために必要です。

注 :
VPC インスタンスの場合、インスタンスの再起動は必要はありません。
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7 従量課⾦からサブスクリプションへの課⾦⽅法の切
り替え

ECS コンソールで、お使いのインスタンスの課⾦⽅法を従量課⾦からサブスクリプションへ切り
替えることができます。 課⾦⽅法の切り替えには料⾦が発⽣します。

制限
⼀度に 20 個までの従量課⾦インスタンスをサブスクリプションインスタンスへ切り替えること
ができます。

前提条件
課⾦⽅法を切り替える ECS インスタンスは、以下の要件を満たす必要があります。
• インスタンスタイプは、第⼀世代タイプではない
• インスタンスが、ご利⽤アカウントに属する
• インスタンスのステータスが "Running" または "Stopped" である

ECS インスタンスが "Running" または "Stopped" ステータスの際に、課⾦⽅法の切り替え
注⽂が正常に⾏われた場合でも、インスタンスのステータスが変わると、注⽂の⽀払いの際に
上記の条件を満たさなくなり、注⽂が失敗し、課⾦⽅法が変わりません。 インスタンスのス
テータスが再度 "Running" または "Stopped" になった場合、課⾦センターに移動し、注⽂
の⽀払いができます。

• インスタンスのリリース時間が設定されていない
インスタンスのリリース時間が設定されている場合、リリース時間の設定を無効化してから、
課⾦⽅法を切り替える必要があります。

• インスタンスへの未払いの切り替え注⽂がない
未払いの切り替え注⽂がある場合、未払い注⽂をキャンセルしてから、課⾦⽅法の切り替えの
ための注⽂を⾏う必要があります。

⼿順
1. ECS コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウから [インスタンス] をクリックします。
3. リージョンを選択します。
4. 1 つまたは複数の従量課⾦インスタンスを選択し、インスタンスリストから [サブスクリプ

ションへの切り替え] をクリックします。
Document Version20191120 29

https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/55263.htm
https://ecs.console.aliyun.com/#/home


云服#器 ECS 価格 /  7 従量課⾦からサブスクリプションへの課⾦⽅法の切り替え
5. サブスクリプションへの切り替えページで、[バッチ変更] をクリックします。
6. ダイアログボックスで、以下の項⽬を含む [サブスクリプションプラン] を設定します。

• 期間: サブスクリプションインスタンスのサービス期間の⻑さを設定できます。1 か⽉また
は 1 年です。 バッチで実⾏されるインスタンスは、サービス時間と同じ⻑さである必要が
あります。

• データディスク (オプション): 選択したインスタンスに従量課⾦データディスクがマウント
されるか、接続されている場合、データディスクの課⾦⽅法もサブスクリプションへ切り
替えるかどうかを設定できます。

7. [OK] をクリックし、注⽂をした後、⽀払いページに移動します。
⽀払いを⾏なった後、操作が完了します。

よくある質問
注⽂が失敗した場合はどうすればよいですか?
以下のようなエラーメッセージが表⽰されます。
• 現在のインスタンスのステータスは切り替えをサポートしていません。
• 切り替えは許可されていません。インスタンスにリリース時間が設定されています。
• 切り替えは許可されていません。インスタンスの情報が変更されています。
• インスタンスの切り替え注⽂が未払いです。
上記のようなメッセージが表⽰された場合、インスタンスをメッセージの内容に応じて調整しま
す。
注⽂の⽀払い後、課⾦⽅法が切り替わるまでどのくらいの時間がかかりますか?
現在、1 個から 20 個の課⾦⽅法の切り替えには、1 秒から 4 秒が必要です。 切り替え後、コン
ソール上の課⾦⽅法がサブスクリプションに変更されます。
切り替えが失敗した場合はどのようにすればよいですか?
チケットを起票し、サポートセンターへお問い合わせください。
切り替え後に、帯域幅の課⾦⽅法は変更されますか?
変更されません。 インスタンスおよびデータディスクの課⾦⽅法のみ切り替えできます。
未払いの切り替え注⽂のある ECS インスタンスの設定をアップグレードした場合、注⽂は有効で
すか?
注⽂は無効です。 インスタンスの課⾦⽅法を従量課⾦からサブスクリプションに切り替えた際、
新しい注⽂が⾏われます。 この新しい注⽂には⽀払いが必要です。 未払いの注⽂があるときにイ
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ンスタンスがアップグレードされた場合、注⽂の⽀払いが⾏われません。これは、インスタンス
のコンポーネントが変わり、注⽂が課⾦⽅法の切り替えの要件を満たさなくなるためです。 この
状態でインスタンスの課⾦⽅法の切り替える場合、未払いに注⽂をキャンセルし、新しい切り替
え注⽂を⾏う必要があります。
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8 インターネット帯域幅の課⾦
Alibaba Cloud は、ECS インスタンスのインターネット帯域幅の使⽤に対して従量課⾦⽅法
(PayByTraffic) のみをサポートしています。 Alibaba Cloud は、ECS インスタンスの課⾦⽅
法やネットワークタイプに関係なく、実際のトラフィック使⽤量に応じて時間単位で料⾦を計算
します。 ネットワーク帯域幅の料⾦は、リージョンによって異なる場合があります。 料⾦設定の
詳細については、 「ECS インスタンスの料⾦」をご参照ください。

注 :
Alibaba Cloud は、イントラネットトラフィックに対して料⾦は請求しません。

インターネット帯域幅のタイプ
次の表に、ECS インスタンスのインターネット帯域幅のタイプと関連情報を⽰します。
インターネット帯域幅のタイ
プ

定義 帯域幅制限

アウトバウンド帯域幅 ECS インスタンスが外部アク
セスを提供する場合、または 
FTP クライアントを使⽤し
て ECS インスタンスから内
部リソースをダウンロードす
る場合など、ECS インスタン
スからのアウトバウンドトラ
フィックの帯域幅。

• サブスクリプションインス
タンス：最⼤ 200 Mbit/秒

• 従量課⾦インスタンス：最
⼤ 100 Mbit/秒

インバウンド帯域幅 インターネットから ECS イン
スタンスにリソースをダウン
ロードしたり、FTP クライア
ントを使⽤して ECS インスタ
ンスにリソースをアップロー
ドしたりする場合の、ECS イ
ンスタンスへのインバウンド
トラフィックの帯域幅。

最⼤ 200 Mbit/秒

Alibaba Cloud は、アウトバウンドトラフィックの使⽤に対してのみ料⾦を請求します。 料⾦
は時間単位で計算され、課⾦単位は JPY/GiB です。 インスタンスを作成するときに、アウトバ
ウンド帯域幅のピーク値を設定して、トラフィックのバーストによる過剰な料⾦の発⽣を回避で
きます。
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注 :
同じ LAN 内の ECS インスタンス間のトラフィックには料⾦はかかりません。

インターネット帯域幅を購⼊する
異なるインターネットアクセスモードのインターネット帯域幅を購⼊する場合、さまざまな⽅法
が適⽤されます。
• ECS インスタンスが独⾃のインターネットアドレスを使⽤して、インターネットにアクセス

する必要がある場合、インスタンスの作成中にインターネット帯域幅を購⼊する必要がありま
す。
購⼊⽅法 ：  ECS インスタンスの作成中 、ネットワーク課⾦⽅法で、パブリック IP の割り当
てとピーク値を設定します。

• ECS インスタンスが VPC ネットワークにあり、Elastic IP アドレス (EIP) を使⽤してイン
ターネットにアクセスする場合、EIP サービスを購⼊するだけです。 EIP サービスの詳細に
ついては、「 EIP アドレス関連のドキュメント」をご参照ください。

注 :
ECS インスタンスが EIP アドレスを使⽤してインターネットにアクセスする場合、インスタ
ンスの作成時にパブリック IP の割り当てを選択しないでください。

⽀払いオプション
次の⽀払いオプションのいずれかを使⽤して、インターネット帯域幅を⽀払うことができます。
• アカウントに関連付けられたクレジットカード。
• データ転送プラン。 プランを購⼊して、そこからトラフィック使⽤量を差し引くことができま

す。 データ転送プランの詳細については、「 ECS スターターパッケージプラン」をご参照く
ださい。
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9 リザーブドインスタンスの請求
リザーブドインスタンスは複数の⽀払い⽅法をサポートしており、適⽤される時間レートに従っ
て請求されます。 ここでは、リザーブドインスタンスの請求の詳細について説明します。

⽀払い⽅法と請求
次の表は、リザーブドインスタンスの⽀払いオプションと時間レートを⽰しています。
項⽬ すべて前払い ⼀部前払い 前払いなし
適⽤資格 N/A N/A お使いのAlibaba 

Cloud アカウントは
⼀定のレベルに達して
いる必要があります。

⽀払⽅法 購⼊時に全額⽀払いが
⾏われ、期間全体にわ
たって、他の費⽤や追
加の時間レートはかか
りません。

購⼊時に費⽤の⼀部を
⽀払う必要がありま
す。 また、期間内の 
1 時間ごとのリザーブ
ドインスタンスの時間
レートも請求されま
す。

期間内の 1 時間ごとの
リザーブドインスタン
スの時間レートが請求
されます。 前払いは不
要です。

前払い 購⼊時に差し引かれま
す。 ⾦額は購⼊ページ
で選択した仕様により
異なります。

購⼊時に差し引かれま
す。 ⾦額は購⼊ページ
で選択した仕様により
異なります。

N/A

リザーブドインスタン
スの 1 時間当たりの料
⾦

N/A 1 時間ごとに請求さ
れ、⽉ごとに⽀払われ
ます。 購⼊ページで選
択した仕様によって、
時間レートが異なりま
す。
発⽣した⼿数料が 1,
000 ⽶ドルに達する
と、 1,000 ⽶ドルが
⾃動的に⼝座から差し
引かれます。 1,000 ⽶
ドル未満の⾦額は毎⽉
の請求に含まれていま
す。

1 時間ごとに請求さ
れ、⽉ごとに⽀払われ
ます。 購⼊ページで選
択した仕様によって、
時間レートが異なりま
す。
発⽣した⼿数料が 1,
000 ⽶ドルに達する
と、1,000 ⽶ドルが⾃
動的に⼝座から差し引
かれます。 1,000 ⽶
ドル未満の⾦額は毎⽉
の請求に含まれていま
す。
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項⽬ すべて前払い ⼀部前払い 前払いなし
通貨 ⽶ドル ⽶ドル ⽶ドル

請求ルール
リザーブドインスタンスが正常に購⼊されると、予約期間の計算が始まります。 従量課⾦インス
タンスが⼀致するかどうかにかかわらず、あらかじめ設定された⽀払いオプションに従って請求
されます。 前払いを選択するとコストが削減されます。

返⾦請求
次の場合に返⾦を請求できます。
• リザーブドインスタンスの購⼊、分割、または結合後、あるいはリザーブドインスタンスの範

囲を調整した後、インスタンスのリソースが、対象のリージョンまたはゾーンで不⾜してしま
います。

発⽣した料⾦は、請求された払戻から差し引かれます。 さらに、払戻⼿数料 (払戻可能額の 15
％) が請求されます。 ⽀払い⽅法として⼀部前払いを選択し、リザーブドインスタンスの 1 時間
当たりの料⾦で未払い料⾦がある場合は、払戻を受ける前にそれらの料⾦を完済する必要があり
ます。

注 :
現地通貨でリザーブドインスタンスを購⼊した場合、返⾦可能額は現地通貨で返⾦される前に最
新の為替レートで変換されます。
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10 サブスクリプション⽀払いのキャンセルに関する
規則
申請⽅法

サブスクリプションベースのサービスをキャンセルする必要がある場合は、このドキュメントに
記載されているポリシーに従って割戻返⾦を申請することができます。

⼿順
ECS コンソールから返⾦を申請することができます。
1. ECS コンソールにログインし、返⾦を要求する必要があるインスタンスを⾒つけて、[詳
細]、[設定の変更]、[従量課⾦へ切り替え] の順に選択します。上記の⼿順により、割戻返⾦が
申請可能になります。この操作により課⾦⽅法を従量課⾦に変更してしまうと、元には戻せませ
ん。ご注意ください。
2. インスタンスを使⽤する必要がなくなった場合は、ECS コンソールでリリースしてください。
インスタンスをリリースする前に、データがバックアップされていることを確認してください。
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割戻⾦額計算式

1. 割戻返⾦総額 = 有効⽀払総額 (現⾦およびクレジット残⾼を含む) - 使⽤量課⾦差引
2. 有効⽀払総額: 現在のサービスに対して⾏った⽀払いと、⽀払対象の注⽂に含まれる現⾦およ
びクレジット残⾼が含まれます。現⾦およびクレジット残⾼は、⽀払いを⾏った割合に応じて差
し引かれます。
3. 使⽤量課⾦差引の計算式：
- サービスの有効化から 12 ⽇に満たない場合: 使⽤量課⾦差引 = ⽉額サブスクリプション料⾦ / 
30 / 24 \* 2.5 (1 時間当たりの従量課⾦額にほぼ等しい) \* サービス使⽤時間数。
- サービスの有効化から 12 ⽇以上、30 ⽇未満の場合: 使⽤量課⾦差引 = ⽉額サブスクリプション
料⾦ / 30 / 24 \* 2.5 (1 時間当たりの従量課⾦額にほぼ等しい) \* 12 \* 24。これは 12 ⽇分の⾦
額が課される計算となります。
- サービスの有効化から 30 ⽇以上の場合: 使⽤量課⾦差引 = ⽉額サブスクリプション料⾦⽇割 \*
サービス使⽤⽇数。⽉額サブスクリプション料⾦⽇割: ⽉額サブスクリプション料⾦ / 30。
4. 割戻返⾦額
割戻返⾦額は、1. の数式を使⽤した計算結果と等しくなります。割戻返⾦に含まれる現⾦は、お
⽀払いに使⽤したアカウントに返⾦されます。使⽤量課⾦差引が有効⽀払総額を超えた場合、返
⾦はされません。未払の料⾦を⽀払う必要はありません。
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