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1 ECS の概要
ここでは ECS について、リソースやサービスを含めて簡単に紹介します。
ECS (Elastic Compute Service) は、 柔軟な処理機能を特徴とするコンピューティングサービ
スです。 ECS は、物理サーバーよりもシンプルで効率的に管理することが可能です。 ビジネス
ニーズを満たすため、インスタンスの作成、OS の変更、ECS インスタンスの追加やリリースが
いつでも可能です。 ECS インスタンスは仮想コンピューティング環境であり、CPU、メモリー、
その他の基本的なコンピューティングコンポーネントを備えています。 インスタンスは ECS の
コアコンポーネントで、Alibaba Cloud が提供する実際のオペレーティングエンティティです。
ディスク、イメージおよびスナップショットなどの他のリソースは、ECS インスタンスと⼀緒の
場合のみ使⽤できます。

ECS インスタンスのコンセプトは以下の図のように表されます。 ECS コンソールから、インスタ
ンスタイプ、ディスク、OS および他の付随するリソースを使⽤できます。
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基本概念
ECS をお使いになる前に、以下の概念を理解することが有⽤です。
• リージョンおよびゾーン: データセンターが設置されている物理的な場所。
• ECS インスタンス: 仮想コンピューティング環境。これには、CPU、メモリー、OS、帯域幅、

ディスクおよび他の基本コンピューティングコンポーネントが含まれます。
• インスタンスタイプ: ECS インスタンスの仕様。これには、vCPU コア数、メモリーおよび

ネットワークパフォーマンスが含まれます。 ECS インスタンスのインスタンスタイプによ
り、処理機能が決定されます。

• イメージ: ECS インスタンス⽤実⾏環境テンプレート。 ⼀般的に、OS およびプレインストー
ル済ソフトウェアを含みます。

• ブロックストレージ: お使いの ECS で使⽤できるブロックレベルのストレージプロダクト。こ
れには、分散ストレージアーキテクチャをベースにしたクラウドディスクおよび共有ブロック
ストレージおよび、ECS インスタンスのホストとなっている物理サーバー上にあるローカル
ディスクを含みます。

• スナップショット: ある時点でのエラスティックブロックストレージデバイス上のデータのコ
ピー。

• ネットワークタイプ:
- VPC (Virtual Private Cloud): Alibaba Cloud に確⽴されたプライベートネットワーク。

VPC は、Alibaba Cloud における他の仮想ネットワークと論理的に分離されています。
詳しくは、「VPC の概要」をご参照ください。

- クラシックネットワーク: Alibaba Cloud のパブリックインフラストラクチャーに広くデ
プロイされたネットワーク。

• セキュリティグループ:インスタンスの論理グループで、同じリージョンにあり、同じセキュ
リティ要件を持ち相互に信頼関係があります。 セキュリティグループは、その内部の ECS イ
ンスタンスの仮想ファイアウォールとして機能します。

操作
Alibaba Cloud により、お使いの ECS インスタンスを管理するための直感的な操作インター
フェイスが提供されます。
• ECS コンソールにログインし、ECS インスタンスを操作できます。 詳しくは、「クイックリ

ファレンス」をご参照ください。
• お使いの ECS インスタンスを管理するために API を使⽤できます。 詳しくは、「API リファ

レンス」をご参照ください。
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• ECS インスタンスの管理のために、Alibaba Cloud CLI を利⽤して API を呼び出すこともで
きます。 詳しくは、「Alibaba Cloud コマンドラインインターフェイス」をご参照ください。

• ECS リソースのプロビジョニングおよび管理のために、オープンソースツール Terraform を
使⽤できます。 Terraform により、Alibaba Cloud および他のサポートされるクラウドに対
する、デプロイ設定やバージョン管理設定のシンプルなメカニズムが提供されます。 詳しく
は、「Terraform とは」をご参照ください。

ECS の価格および課⾦
ECS はサブスクリプションと従量課⾦⽅法の両⽅をサポートしています。 詳しくは、「課⾦⽅
法」をご参照ください。
価格の詳細については、「価格」ページをご参照ください。

ラーニングパス
ECS ラーニングパス を利⽤して ECS の基本事項や知識の習得が可能です。

関連サービス
以下のようなサービスが ECS とともに頻繁に利⽤されます。
• Alibaba Cloud Marketplace はオンラインマーケットです。 サードパーティパートナーにより提

供される、ソフトウェアインフラストラクチャー、開発ツールおよび業務ソフトウェアを購⼊
できます。 販売したいソフトウェアがある場合には、マーケットプレイスサービスプロバイ
ダーになることもできます。 詳しくは、「マーケットプレイス」をご参照ください。

• Auto Scaling により、お使いのコンピューティング能⼒を動的に拡⼤、または縮⼩すること
ができます。これにより、指定したスケーリングポリシーに応じてお使いの ECS インスタン
スのワークロードを満たすことができます。 また、⼿動プロビジョニングの必要性を減らしま
す。 詳しくは、「Auto Scaling の概要」をご参照ください。

• Container Service により、Docker および Kubernetes を利⽤し、コンテナー化されたア
プリケーションのライフサイクルの管理を可能にします。 詳しくは、「Container Service の概
要」をご参照ください。

• Server Load Balancer により、設定した転送ルールに応じて、複数の ECS 間の受信トラ
フィックが分散されます。 詳しくは、「Server Load Balancer の概要」をご参照ください。

• CloudMonitor により、ECS インスタンス、システムディスク、インターネット帯域幅およ
び他のリソースが管理されます。 詳しくは、「CloudMonitor の概要」をご参照ください。

• Server Guard (サーバーセキュリティ) により、侵⼊イベントに対するリアルタイムの対応お
よび防御が提供されます。これにより、お使いの ECS インスタンスのセキュリティを保護し
ます。 詳しくは、「Server Guard の概要」をご参照ください。
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• Anti-DDoS Basic により、お使いのインフラストラクチャーを回避するようにトラフィッ
クをルーティングすることで、DDoS 攻撃を防御し、軽減することができます。 Alibaba
Cloud Anti-DDoS Pro により、⼤規模な DDoS 攻撃からお使いの ECS インスタンスが保護
されます。 詳しくは、「Anti-DDoS Basic の概要」およびｐAnti-DDoS Pro の概要」をご参照く
ださい。

• Alibaba Cloud SDK により、 お好きなプログラミング⾔語を使⽤して、Alibaba Cloud
サービスへのアクセス、およびお使いのアプリケーションの管理が可能になります。 詳しく
は、「開発者リソース」をご参照ください。 OpenAPI Explore を使⽤して、ECS API のデバッ
グおよび SDK デモの⽣成ができます。
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2 ECS の利点
IDC (Internet Data Centers) およびサーバーベンダーと⽐較して、ECS は、可⽤性、セキュリ
ティおよび弾⼒性の⾯に利点があります。

可⽤性
Alibaba Cloud は、より厳しい IDC 標準、サーバーアクセス標準および O&M 標準を採⽤し、
クラウドコンピューティングインフラストラクチャーおよびクラウドサーバーのデータの信頼性
および⾼可⽤性を保証します。
加えて、それぞれの Alibaba Cloud のリージョンは複数のゾーンにより構成されます。 ⾼い
フォールトトレランスのために、アクティブ/スタンバイサービス、またはアクティブ/アクティ
ブサービスが複数のゾーンにおいて構築できます。 2 つのリージョンの 3 つの IDC による⾦融指
向のソリューションのために、複数のリージョンおよび複数のゾーンでフォールトトレランスシ
ステムを構築できます。 これらのサービスには、耐障害性およびバックアップが含まれます。こ
れは、Alibaba Cloud により構築されたマチュアなソリューションにより提供されます。
サービス間の切り替えは Alibaba Cloud フレームワーク内でスムーズに⾏えます。 詳しくは、
「E-Commerce ソリューション」をご参照ください。 Alibaba Cloud インダストリーソリュー
ションは、⾦融サービス、電⼦商取引サービスおよびビデオサービスなどの豊富なサービスをサ
ポートしています。
Alibaba Cloud は以下のようなサービスのサポートを提供しています。
• 可⽤性向上のための製品およびサービスには、クラウドサービス、Server Load Balancer

、マルチバックアップデータベースおよび DTS (Data Transmission Services) が含まれま
す。

• 業界パートナーおよびエコシステムパートナーは、より⾼度で安定したアーキテクチャの構築
を⽀援し、それによりサービスの継続性が保証されます。

• 多様なトレーニングサービスにより、ビジネス⾯から基になる基本サービス⾯まで、⾼可⽤性
につながります。

セキュリティ
クラウドコンピューティングユーザーにとって、セキュリティおよび安定性は優先事項です。
Alibaba Cloud は多くの国際情報セキュリティ認証に合格しています。このような認証には、
ユーザーのプライバシー保護のみならず、ユーザーデータおよびユーザー情報に厳しい機密性が
求められる ISO 27001 および MTCS が含まれます。 Alibaba Cloud VPC (Virtual Private Cloud) に
おいて ECS を使⽤することを推奨します。
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• Alibaba Cloud VPC はビジネスの可能性を⾼めます。
業務をより柔軟性が⾼く、安定し、かつ拡張可能にするために必要なことは、お使いの業務環
境をグローバル IDC に接続するシンプルな設定を実⾏することだけです。

• Alibaba Cloud VPC は、お使いの IDC に接続できます。
ハイブリッドクラウドアーキテクチャの構築には専⽤回線を使⽤します。 Alibaba Cloud か
ら様々なハイブリッドクラウドソリューションおよびネットワーク製品からなる信頼性の⾼
いネットワークにより、より柔軟性のある業務を構築できます。 優れた業務エコシステムが 
Alibaba Cloud のエコシステムにより可能になります。

• Alibaba Cloud VPC はより安定性が⾼く、セキュリティ保護されています。
安定性: VPC 上に業務を構築後、お使いのネットワークアーキテクチャを更新でき、新しい
ネットワーク機能を⽇常的に取得できます。ネットワークインフラストラクチャーは常に進
化し、利⽤する業務の確実な実⾏を可能にします。 ニーズに応じて VPC 上のお使いのネット
ワークを分割、設定および管理することができます。
セキュリティ保護: VPC にはトラフィックの分離機能および攻撃の分離機能があります。これ
により、お使いのサービスがインターネット上の攻撃トラフィックから保護されます。 業務を
VPC 上に構築することで、防御の第⼀線が確⽴されます。

VPC により、安定性、セキュリティ保護、⾼速配信、⾃⼰管理、制御可能、といった特⾊を持つ
ネットワーク環境が提供されます。 VPC ハイブリッドクラウドは、従来の業界に加えて、クラウ
ドコンピューティングに関係していない業界や企業への、クラウドコンピューティングの技術的
なアドバンテージをもたらします。

弾⼒性
弾⼒性はクラウドコンピューティングの重要な利点です。 柔軟性はクラウドコンピューティング
の重要な利点弾⼒。 Alibaba Cloud を使⽤することで、中規模のサービスを提供する IT 企業の
セットアップに必要なすべての IT リソースを数分以内に得ることができます。 利⽤可能な機能
およびリソースは、ほとんどの企業の要件を満たし、クラウド上で構築されたアプリケーション
による⼤規模なトランザクションを問題なく扱うことができます。
• エラスティックコンピューティング

- 垂直スケーリングは、サーバーの設定変更を伴います。
ECS または Alibaba Cloud のストレージ容量を購⼊後、実際にお使いのトランザクショ
ン量を基にした柔軟性のより⾼いサーバーを設定することができます。従来の IDC モデ
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ルでの設定変更は難しい場合があります。 垂直スケーリングに関して詳しくは、「設定変
更」をご参照ください。

- ⽔平スケーリング
⽔平スケーリングは、アプリケーション間のリソースの再分割を可能にします。 たとえ
ば、ゲームやライブビデオストリーミングアプリなどのピーク時間で、従来の IDC モデル
では、すでに全容量に達した際に追加のリソースが必要になった場合、⼿を⽌めなければ
ならなくなることがあります。 そのようなとき、クラウドコンピューティングでは追加の
リソースを提供する弾性があります。 ピーク時間が過ぎた後は、必要のないリソースをリ
リースして、お使いの業務コストを削減できます。 Alibaba Cloud が提供する⽔平スケー
リングと⾃動スケーリングの両⽅を使⽤することで、いつ、どのようにお使いのリソース
をスケールするか、または業務負荷を基にしたスケーリングを適⽤するか、を決めること
ができます。 ⽔平スケーリングについて詳しくは、「Auto Scaling」をご参照ください。

• エラスティックストレージ
Alibaba Cloud はエラスティックストレージを提供しています。 従来の IDC モデルでは、よ
り多くのストレージスペースが必要な場合、サーバーを追加することのみ可能ですが、追加で
きるサーバー数は制限されます。 クラウドコンピューティングモデルでは、制限がありませ
ん。 業務要求を満たすために必要とするだけのストレージスペースを注⽂できます。 エラス
ティックストレージについて詳しくは、「ディスクサイズの変更」をご参照ください。

• エラスティックネットワーク
Alibaba Cloud では、同様にエラスティックネットワーク機能を提供しています。 Alibaba
VPC (Virtual Private Cloud) を購⼊の際、ネットワーク構成を設定することにより、デー
タセンターのネットワーク構成と同様に設定することができます。 加えて、VPC には以下の
ようなメリットがあります: データセンター間の相互接続、データセンターにおけるセキュリ
ティ保護されたドメインの分割、および VPC 内の柔軟なネットワーク設定と計画です。エラ
スティックネットワークについて詳しくは、「VPC (Virtual Private Cloud)」をご参照くださ
い。

Alibaba Cloud では、コンピューティング、ストレージ、ネットワークおよび業務アーキテク
チャデザインに関して弾性があります。 Alibaba Cloud の利⽤により、ご希望の⽅法で利⽤す
る業務ポートフォリオを構築できます。

ECS と従来の IDC との⽐較
従来の IDC と⽐較した場合の ECS のメリットを以下のようにまとめます。
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項⽬ ECS 従来の IDC
独⾃に開発された低 PUE の 
DC 電源サーバーを提供

⾼ PUE の従来型の AC 電源
サーバーを提供

⾼アウトバンド帯域幅を持つ
バックボーン機器室および専
⽤帯域幅を提供

さまざまな品質レベルの機器
室および主に共有の帯域幅を
提供し、ユーザーによる選択
が難しい

機器室

世界中にスムーズでバランス
のとれたアクセスを可能にす
る複数ラインの BGP 機器室を
提供

1 つまたは 2 つの優先ライン
を持った機器室を提供

ライセンス認証済み 
Windows OS を含むビルトイ
ンメインストリーム OS の提
供

⼿動での OS の購⼊およびイ
ンストール

オンラインで OS の切り替え ⼿動での OS の再インストー
ル

オンライン管理⽤ Web ベース
コンソールの提供

ユーザーによるネットワーク
管理やメンテナンスが必要

操作の簡単さ

パスワード設定、データセ
キュリティの向上のための携
帯電話検証

パスワードの再設定が難しく
パスワードクラッキングのリ
スクが⾼い

それぞれのデータセグメン
トに対して複数のコピーを持
つ。 1 つのコピーが破損した
場合でも、データを素早く復
旧

ユーザーによるディザスタリ
カバリ環境の構築および従来
のストレージデバイスの使⽤
が必須

⾃動スナップショットポリ
シーのカスタマイズによる、
データ復旧⽤⾃動スナップ
ショットの作成が可能

すべての破損データをユー
ザーが⼿動で復旧することが
必要

ディザスタリカバリおよび
バックアップ

素早く、⾃動的なエラー復旧
が可能

⾃動的なエラー復旧は不可能

MAC スプーフィングおよび 
ARP 攻撃を効果的に防⽌

MAC スプーフィングおよび 
ARP 攻撃の防⽌の失敗

セキュリティおよび信頼性

ブラックホールの使⽤および
トラフィックのクリーニング
による DDoS 攻撃からの効果
的な防御

トラフィッククリーニングお
よびブラックホールシールド
システム⽤のデバイスへの追
加コストが必要
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項⽬ ECS 従来の IDC
ポートのスキャン、トロイの
⽊⾺のスキャンおよび脆弱性
のスキャンなどの追加サービ
スを提供

脆弱性、トロイの⽊⾺、ポー
トのスキャンなどの典型的な
問題に直⾯

必要に応じたクラウドサー
バーの有効化およびオンライ
ンでの設定のアップグレード

サーバー配信に⻑時間必要

必要に応じてアウトバウンド
帯域幅を調整

調整不可能なアウトバウンド
帯域幅を1回ずつ購⼊

柔軟なスケーラビリティ

オンラインでの Server Load 
Balancer 結合により素早く簡
単にアプリケーションの拡⼤
が可能

ハードウェアベースのサー
バー負荷分散の使⽤により⾼
コストでセットアップが⾮常
に困難

低コスト ⾼コスト
少ない先⾏投資 ⼤きな先⾏投資によりリソー

スが浪費される可能性

費⽤効率

絶え間ない業務変更の必要性
を満たす、必要に応じた購⼊
および従量課⾦

ピーク時間への要件設定を満
⾜させるように事前に購⼊
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3 シナリオ
ECS は⾼い柔軟性を持ったソリューションです。独⽴したシンプルな Web サーバーとして、ま
たは、OSS (Object Storage Service) および CDN (Content Delivery Network) などの他の
Alibaba Cloud 製品と併せて使⽤でき、⾼度なソリューションが提供されます。
ECS は以下のようなアプリケーションで使⽤することができます。

公式企業 Web サイトおよびシンプルな Web アプリケーション
初期ステージの間、企業 Web サイトはトラフィック量が少なく、アプリケーション、データ
ベース、ストレージファイルおよび他のリソースの実⾏のために少なく設定された ECS インスタ
ンスのみが必要です。ご利⽤の業務が拡⼤した際、いつでも ECS 設定のアップグレード、および 
ECS インスタンス数の加増が⾏えます。トラフィックのピーク時にリソース不⾜を⼼配する必要
はありません。

マルチメディアおよび⼤規模なトラフィックアプリまたは Web サイト
ECS は OSS と併せて使⽤することで、静的イメージ、静的ビデオおよびダウンロードしたパッ
ケージを保存できます。これにより、保管料を削減できます。 加えて、ECS は CDN または 
Server Load Balancer と併せて使⽤することで、ユーザーがアクセスした際の待機時間の⼤幅
な削減、帯域幅料の削減、可⽤性の向上が可能です。

データベース
⾼く設定された I/O 最適化 ECS インスタンスを SSD クラウドディスクと併せて使うことで、 ⾼
いデータ信頼性を持った⾼い I/O 同時実⾏性がサポートされます。 あるいは、 複数の低い設定
の I/O 最適化 ECS インスタンスを Server Load Balancer と併せて使うことで、 ⾼可⽤性アー
キテクチャの配信が可能になります。

⼤きなトラフィック変動幅を持つアプリまたは Web サイト
アプリケーションによっては、短い時間に⼤きなトラフィックの変動幅が発⽣することがありま
す。 ECS を Auto Scaling と併せて使⽤した場合、ECS インスタンス数はトラフィックを基に⾃
動的に調整されます。 この機能により、低コストのままリソース要件を満たすことが可能になり
ます。ECS を Server Load Balancer と併せて使うことで、⾼可⽤性アーキテクチャの配信が可
能になります。
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4 リージョンとゾーン
本ドキュメントでは、Alibaba Cloud のリージョンとゾーンの完全なリストを提供します。
Alibaba Cloud の各リージョンは独⽴しています。 Alibaba Cloud の各ゾーンは完全に分離さ
れています。 ただし、同じリージョン内のゾーンは、低遅延でリンクを介して接続されていま
す。 次の図は、Alibaba Cloud のリージョンとゾーンの関係を⽰しています。

リージョン
Alibaba Cloud リージョンは、ネットワークレイテンシを短縮するために、世界各地に展開され
ている物理的な場所 (データセンター) です。 リソースがリージョンに作成された時点で、その
リージョンを変更することはできません。 次の表に、すべての Alibaba Cloud リージョン、対
応する都市、および リージョン ID を⽰します。

注 :
使⽤可能なリージョンは、プロダクトによって異なります。 各プロダクトで使⽤可能なリージョ
ンの⼀覧を確認するには、Alibaba Cloud グローバルインフラストラクチャをご参照ください。

• 中国本⼟リージョン
リージョン名 都市 リージョン ID ゾーン数
中国北部 1 ⻘島 cn-qingdao 2
中国北部 2 北京 cn-beijing 7
中国北部 3 張家⼝ cn-zhangjiakou 2
中国北部 5 フフホト cn-huhehaote 2
中国東部 2 杭州 cn-hangzhou 8
中国東部 2 上海 cn-shanghai 6
中国南部 1 深セン cn-shenzhen 5
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• 国際リージョン
リージョン名 都市 リージョン ID ゾーン数
⾹港 ⾹港 cn-hongkong 2
シンガポール シンガポール ap-southeast-1 3
アジア太平洋 SE 2 オーストラリア (シド

ニー)
ap-southeast-2 2

アジア太平洋 SE 3 マレーシア (クアラル
ンプール)

ap-southeast-3 2

アジア太平洋 SE 5 ジャカルタ ap-southeast-5 2
アジア太平洋 SOU 1 インド (ムンバイ) ap-south-1 2
アジア太平洋 NE 1 ⽇本 (東京) ap-northeast-1 2
⽶国⻄部 1 シリコンバレー us-west-1 2
⽶国東部 1 バージニア us-east-1 2
EU 中央 1 フランクフルト eu-central-1 2
イギリス (ロンドン) ロンドン eu-west-1 2
中東 1 ドバイ me-east-1 1

リージョンを選択するときは、次の点を考慮してください。
• 地理的位置

ユーザーとターゲットユーザーの地理的な場所に基づいてリージョンを選択します。
- 中国本⼟リージョン

⼀般に、ターゲットユーザーにアクセスしやすくするように、最寄りのデータセンター
を選択することをお勧めします。 中国本⼟リージョンの Alibaba Cloud データセンター
は、インフラストラクチャ、BGP ネットワーク品質、サービス品質、ECS 運⽤および構成
の点で互いに類似しています。 これらのリージョンでは、中国本⼟内での迅速で安定した
アクセスを保証するために、すべての省、⾃治区、および市町村をカバーする BGP バック
ボーンネットワーク回線が提供されています。

- 国際リージョン
Alibaba Cloud の海外リージョンのデータセンターは、中国本⼟以外に設置されていま
す。 それらは中国本⼟以外のリージョンをターゲットにした、国際帯域幅でのアクセスを
提供します。 これらのリージョンでデプロイされているサービスに中国本⼟のユーザー
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からアクセスすると、待ち時間が⻑くなる可能性があります。 そのため、中国本⼟のユー
ザーの場合は、国際リージョンにてサービスをデプロイすることはお勧めしません。
■ ⾹港または東南アジアで事業を展開する場合、⾹港、シンガポール、マレーシア、また

はインドネシアのリージョンを選択します。
■ ⽇本や韓国で事業を展開する場合、アジア太平洋 NE 1 を選択します。
■ インドで事業を展開する場合、アジア太平洋 SOU 1 を選択します。
■ オーストラリアで事業を展開する場合、アジア太平洋 SE 2 を選択します。
■ ⽶国で事業を展開する場合、⽶国東部 1 または⽶国⻄部 1 を選択します。
■ ヨーロッパ⼤陸で事業を展開する場合、EU 中部 1 を選択します。
■ 中東で事業を展開する場合、中東東部 1 を選択します。

• リージョンを越えた Alibaba Cloud 製品間のイントラネット通信
同じリージョンに設置されていない Alibaba Cloud 製品間のイントラネット通信はサポート
されていません。
- ECS インスタンスと他のプロダクト (ApsaraDB for RDS や OSS インスタンスなど) が異

なるリージョンにある場合、相互にイントラネット通信することはできません。
- Server Load Balancer を、異なるリージョンの ECS インスタンスにデプロイすることは

できません。
• リソース価格

リソースの価格はリージョンによって異なります。 詳細は、 製品の価格をご参照ください。
ゾーン

ゾーンは、リージョン内に独⽴したパワーグリッドおよびネットワークを持った物理エリアで
す。 同じゾーン内のインスタンスのネットワーク遅延は低くなります。
イントラネット通信は、同じリージョンの異なるゾーン内のインスタンス間で発⽣し、ゾーン間
で障害分離が実現されます。 インスタンスを同じゾーンにデプロイできるかどうかは、ディザス
タリカバリとネットワーク遅延の要件によって異なります。
• ⾼いディザスタリカバリ能⼒を必要とするアプリケーションの場合、同じリージョンの異なる

ゾーンにインスタンスを配置することを推奨します。
• インスタンス間で低ネットワークレイテンシーを必要とするアプリケーションの場合、同じ

ゾーンにインスタンスを作成することを推奨します。
リージョンとゾーンの詳細については、Alibaba Cloud Global Infrastructure をご参照ください
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5 制限事項
ECS を使⽤するときは、次の制限事項に注意してください。
• ECS は、仮想アプリケーションのインストールや再仮想化 (VMwareのインストールなど) を

サポートしません。 現在、ECS ベアメタルインスタンスおよびスーパーコンピューティング
クラスターの再仮想化のみがサポートされています。

• ECS はサウンドカード利⽤するアプリケーションをサポートしていません。
• ECS は外付けハードウェアデバイス (ドングル、USBドライブ、外付けハードドライブなど）

を直接サポートしません。 代わりに、ソフトウェア保護ドングルまたは動的パスワードによ
る⼆段階認証をサポートします。

• ECS は SNAT などの IP アドレス変換サービスをサポートしません。 代わりに、VPN または
プロキシをサポートします。

• ECS はマルチキャストプロトコルをサポートしません。 マルチキャストサービスが必要な場
合は、代わりにポイントツーポイントユニキャストを使⽤することを推奨します。

• 現在、 Log Service は 32 ビット Linux ECS インスタンスをサポートしていません。 Log
Service をサポートするリージョンについては、「サービスエンドポイント」をご参照くださ
い。 Log Service をサポートするオペレーティングシステムについては、 概要をご覧くださ
い。

上記の制限に加え、以下に ECS の制限の詳細と、制限変更に必要なチケットの起票が可能かを⽰
します。

ECS インスタンス
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
インスタンスを作成する権限 中国本⼟リージョンで ECS イ

ンスタンスを作成する前に、
実名登録を完了すること。

いいえ

従量課⾦インスタンスを作成
できるインスタンスの種類

vCPU が16未満のインスタン
スタイプ

はい

1 つのアカウントに対する各
リージョンの従量課⾦インス
タンスのデフォルトクォータ

50 vCPU (メンバーシップレベ
ルに応じて増加)

はい
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項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの
起票が可能か

1 つのアカウントに対する各
リージョンのプリエンプティ
ブインスタンスのデフォルト
クォータ

権限が付与された後、最⼤50
個のvCPUを許可。 クォータ
はメンバーシップレベルに応
じて増加。

はい

1 つのアカウントに対する各
リージョンの起動テンプレー
トのデフォルトクォータ

30 いいえ

1 つの起動テンプレートバー
ジョンのデフォルトクォータ

30 いいえ

従量課⾦からサブスクリプ
ションへの切り替え

次のインスタンスタイプ
（ファミリー）はサポートさ
れない。t1, s1, s2, s3, c1, c2
, m1, m2, n1, n2, および e3.

いいえ

ブロックストレージ
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
従量課⾦のクラウドディスク
の作成

中国本⼟リージョンでクラ
ウドディスクを作成する前
に、実名登録を完了してくだ
さい。

いいえ

1 つのアカウントに対する全
リージョンの従量課⾦クラ
ウドディスクのデフォルト
クォータ

ユーザーアカウント数×5 未満
の全リージョンの従量課⾦イ
ンスタンスの数

はい

1 つのインスタンスのシステム
ディスクデフォルトクォータ

1 いいえ

1 つのインスタンスのデータ
ディスクデフォルトクォータ

16 (クラウドディスクと共有ブ
ロックストレージを含む)

いいえ

1 つの共有ブロックストレージ
をアタッチできるインスタン
スデフォルトクォータ

8 いいえ

1 つのアカウントに対する全
リージョンの共有ブロックス
トレージのデフォルトクォー
タ

10 はい
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項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの
起票が可能か

基本クラウドディスク 1 台の
容量

5 GiB - 2,000 GiB いいえ

SSD クラウド ディスク 1 台の
容量

20 GiB − 32,768 GiB いいえ

Ultra クラウド ディスク 1 台
の容量

20 GiB − 32,768 GiB いいえ

ローカル SSD ディスク 1 台の
容量

5 GiB - 800 GiB いいえ

1 インスタンスのローカル 
SSD ディスク 1 台の容量

1,024 GiB いいえ

ローカル NVMe SSDディスク 
1 台の容量

1,456 GiB いいえ

1 インスタンスに対するローカ
ル NVMe SSD ディスクの容量

2,912 GiB いいえ

ローカルSATA HDDディスク 
1 台の容量

5,500 GiB いいえ

1 インスタンスのローカル
SATA HDDディスクの容量

154,000 GiB いいえ

SSD 共有ブロック ストレージ 
1 台の容量

32,768 GiB いいえ

1 インスタンスに対する SSD
 共有ブロックストレージの容
量

128 TiB いいえ

Ultra 共有ブロックストレージ
1 台の容量

32,768 GiB いいえ

1 インスタンス に対する 
Ultra 共有ブロックストレージ
の容量

128 TiB いいえ

ESSD ディスク1枚の容量 32,768 GiB いいえ
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項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの
起票が可能か

1 システムディスクの容量 • Windows：40 GiB − 500 
GiB

• Linux (CoreOS を除く) と
FreeBSD：20 GiB − 500 
GiB

• CoreOS：30 GiB − 500 
GiB

いいえ

1 データディスクの容量 • ベーシッククラウドディス
ク: 5 GiB - 2,000 GiB

• SSD クラウドディスク/ウ
ルトラクラウドディスク/ 
SSD 共有ブロックストレー
ジ / ウルトラ共有ブロック
ストレージ：20 GiB - 32,
768 GiB

• ローカルディスク：特定の
ディスクに依存

いいえ

ローカルディスクを持つイン
スタンスに新しいローカル
ディスクを接続

この機能はサポートされてい
ません

いいえ

ローカルディスクを持つイン
スタンスの設定変更

帯域幅の変更のみを許可 いいえ

システムディスクのマウント
ポイント

/ dev / xvda いいえ

データディスクのマウントポ
イント

/ dev / xvd[b-z] いいえ

注 :
ブロックストレージ容量はバイナリ単位で測定 1 KiBは 1,024バイト 1 MiB は 1,024 KiB 1 GiB
は 1,024 MiB 1 TiB は 1,024 GiB
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スナップショット
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
スナップショットのクォータ クラウドディスクと共有ブ

ロックストレージそれぞれ
に、最⼤ 64 個のスナップ
ショットが作成可能

いいえ

イメージ
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
1 つのアカウントに対する1
 つのリージョンのカスタムイ
メージクォータ

100（メンバーシップレベルに
応じて増加）

はい

1 つのイメージを共有できる最
⼤ユーザー数

50 はい

インスタンスタイプでのイ
メージ使⽤

32 ビットイメージは、4 GiB
 以上の RAM を持つインスタ
ンスではサポートされません

いいえ

キー ペア
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
1 つのアカウントに対する1
つのリージョンキーペアの
クォータ

500 いいえ

キーペアをサポートするイン
スタンスタイプ

第 1 世代の⾮ I/O 最適化イン
スタンスタイプを除くすべて
のインスタンスタイプ

いいえ

キーペアをサポートするイ
メージ

Linux イメージのみ いいえ
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インターネット帯域幅
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
最⼤インバウンドインター
ネット帯域幅

200 Mbit / 秒 いいえ

最⼤アウトバウンドインター
ネット帯域幅 • 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

いいえ

1 つのインスタンスに割り当て
られたインターネットアドレ
スを変更

6 時間未満の有効インスタンス
インスタンスのインターネッ
トアドレスは 3 回変更可能

いいえ

セキュリティグループ
項⽬ 制限事項 制限を変更するためにチケッ

トが起票できるか
1 つのアカウントに対する1つ
のリージョンのセキュリティ
グループのクォータ

100（メンバーシップレベルに
応じて増加）

はい

1 つのセキュリティグループに
対するインスタンスおよび IP
 アドレスのクォータ

• 従来のネットワークイン
スタンスのセキュリティ
グループ：1,000の従来の
ネットワークインスタンス

• VPC インスタンス⽤のセ
キュリティグループ：2,
000のプライベート IP アド
レス (プライマリおよびセ
カンダリネットワークカー
ドで共有)

いいえ

1 つのインスタンスに対して
各 ENI (Elastic Network 
Interface) が属するセキュリ
ティグループのクォータ

500 いいえ

1 つのインスタンスに対して
各 ENI (Elastic Network 
Interface) が属するセキュリ
ティ グループのクォータ

5 上限を10から16に引き上げる
チケットが起票できるか
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項⽬ 制限事項 制限を変更するためにチケッ
トが起票できるか

1 つのセキュリティグループに
対するルールのクォータ

100 いいえ セキュリティグループ
クォータが増加するにつれて
減少する 詳細な制限につい
ては、「セキュリティグルー
プ」をご参照ください。 セ
キュリティグループ

ポート アウトバウンドインターネッ
トトラフィックの場合、デ
フォルトの STMP ポートは
25 です。これはデフォルトで
無効になっており、セキュリ
ティグループのルールで有効
にすることはできません。

有効にするにはチケットを起
票してサポートセンターへお
問い合わせください。 詳細に
ついては、TCPポート25 を有
効にする要求をご参照くださ
い。

デプロイメントセット
項⽬ 制限事項 制限を変更するためにチケッ

トが起票できるか
アカウントの1 つのリージョン
におけるデプロイメントセッ
トのクォータ

2 いいえ

デプロイメントセットに含め
ることができるインスタンス
の数

1 つのゾーンに7つのインスタ
ンスが許可されている 1 つの
リージョンで許可されるイン
スタンス数は、ゾーン数×7

いいえ

1 つのデプロイメントセットに
作成できるインスタンスの種
類

c5、g5、hfc5、hfg5、r5
、se1ne、sn1ne、および
sn2ne

いいえ

ENI
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
1 つのアカウントに対する 1
 つのリージョンENI クォータ 100 (メンバーシップレベルに

応じて増加)
はい
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タグ
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
1 つのインスタンスにバインド
できるタグのクォータ

20 いいえ

API
項⽬ 制限事項 制限変更に必要なチケットの

起票が可能か
CreateInstance 呼び出しの
クォータ

毎分 200 回 はい

注 :
VPC 製品の制限については、「制限事項」をご参照ください。
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