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1. サービス概要 

1.1. はじめに 

2012 年に誕生した楽天クラウドは、高い安定性と柔軟な構成、充実のサポートを備えお客さまか

らの高い評価をいただいて参りました。 

その楽天クラウドが Red Hat® OpenStack Platform を採用してリニューアル。 

業界標準のハードウェアからリソースを仮想化し、クラウド化と管理を行うことで、ニーズに応じ

た柔軟性のあるアクセスを可能にします。 

この新しいプラットフォームをご提供し、お客さまのデジタル・トランスフォーメーションをこれ

まで以上にサポートします。 

 

1.2. サービス名称 

楽天クラウド Red Hat OpenStack Platform 

 

1.3. システム構成 

 

 

1.4. サービス提供時間 

24 時間 365 日 メンテナンス実施での停⽌の際は別途周知します。 
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2. 提供機能 

2.1. 提供機能一覧 

ポータル コンピュート ボリューム ネットワーク 

ダッシュボード インスタンス ボリューム ネットワークトポロジー 

カスタマーポータル イメージ スナップショット ネットワーク 

 キーペア  ルーター 

 セキュリティーグループ 

ロードバランサー 

Floating IP 

   再帰 NAT 設定 
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2.2. ダッシュボード（Horizon） 

■概要 

ダッシュボードは、ユーザがさまざまなリソースを管理できる WEB インターフェースです。 

ダッシュボードを利用することでより直感的に楽天クラウド Red Hat® OpenStack Platform の

機能を利用することが可能になります。 

 

■機能 

管理機能 機能概要 

利用可能リソース表示 各リソースの情報を円グラフで表示します。 

期間を指定して利用情報を CSV 形式でダウンロードが可能です。 

コンピュート管理 下記のリソースの管理が可能です。 

・インスタンス 

・イメージ 

・キーペア 

ボリューム管理 下記のリソースの管理が可能です。 

・ボリューム 

・スナップショット 

ネットワーク管理 下記のリソースの管理が可能です。 

・ネットワークトポロジー 

・ネットワーク 

・ルーター 

・セキュリティーグループ 

・ロードバランサー 

・Floating IP 

■利用方法 

ダッシュボードのサイトから、ログインして利用します。 

 

■留意事項 

SLA 対象外機能となります。 
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2.3. ダッシュボード（new） 

■概要 

ダッシュボード（new）は、従来提供してきたダッシュボード（Horizon）のユーザインターフェ

ースの改善や機能追加を行った WEB インターフェースです。 

ダッシュボード（new）の利用によりダッシュボード（Horizon）で発生しやすい操作ミスの防⽌

を図るとともに、ロードバランサー用の証明書管理や割り当て等が可能となっています。 

 

■機能 

管理機能 機能概要 ダッシュボード

（Horizon）での管理箇所 

ダッシュボード 以下のウィジットを提供・表示します。 

 リソース数 

 サポートへのリンク集 

 おしらせ 

リソース数表示が利用リ

ソース数表示に該当 

インスタンス インスタンスの管理機能を提供します。 コンピュート管理 

イメージ イメージの管理機能を提供します。 コンピュート管理 

ボリューム ボリュームの管理機能を提供します。 ボリューム管理 

ボリュームスナップショット スナップショットの管理機能を提供します。 ボリューム管理 

ネットワーク 以下のリソース管理機能を提供します。 

 ネットワークトポロジー 

 ネットワーク 

 ルーター 

ネットワーク管理 

Floating IP Floating IP の管理機能を提供します。 ネットワーク管理 

再帰 NAT 設定 再帰 NAT の管理機能を提供します。 無 

セキュリティーグループ セキュリティーグループの管理機能を提供し

ます。 

ネットワーク管理 

ロードバランサー ロードバランサー管理機能を提供します。 ネットワーク管理 

キーペア 以下のリソース管理機能を提供します。 

 キーペア 

 証明書情報 

キーペア：コンピュート管

理 

証明書情報：無 

■利用方法 

ダッシュボードのサイトから、ログインして利用します。 
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■留意事項 

SLA 対象外機能となります。 

 

2.4. カスタマーポータル 

■概要 

カスタマーポータルは、お客様の契約情報、ユーザ情報に特化したポータルです。 

ダッシュボードに、プロジェクトやユーザを追加する事ができます。 

 

■機能 

管理機能 機能概要 

プロジェクト管理 ダッシュボードで使用するプロジェクトを作成できます。 

プロジェクトにユーザの割り当てを行うことができます。 

ユーザ管理 本サービスで使用するユーザを作成・変更・削除することができま

す。 

契約者情報管理 下記の機能の管理が可能です。 

・契約情報変更・請求先情報変更 

・支払い方法変更 

・運用者情報追加・変更・削除 

・利用履歴情報表示 

 

■利用方法 

カスタマーポータルのサイトから、ログインして利用します。 

 

■留意事項 

SLA 対象外機能となります。 
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2.5. インスタンス 

■概要 

インスタンスはクラウド内で動作する仮想マシンです。 

1CPU：1GB メモリ～24CPU：128GB メモリまで豊富なバリエーションより、インスタンスを作

成できます。 

インスタンスを起動すると、プライベート IP アドレスが割り当てられ、インスタンスを明示的に

終了するまで、この IP アドレスは変わりません。 

インスタンスをリブートしても、プライベート IP アドレスには影響はありません。 

 

■機能 

 インスタンスは以下より起動できます。 

➢ パブリックイメージ 

➢ ボリュームにコピーしたイメージ 

➢ インスタンスのスナップショット 

 アベイラビリティーゾーンは「JP3-1-1」、「JP3-1-2」を指定することができます。 

 最小ルートディスクのサイズ以上であればルートディスクのサイズを任意に指定することが可能

です。 

 インスタンスのコンソールにログインすることができます。 

 

※ アベイラビリティーゾーンとは、インスタンスが配置されるクラウドリソースの論理グループです 

※ ルートディスクとは、インスタンス作成と同時に作成され、OS が稼働するボリューム領域です 
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■留意事項 

 インスタンスのサイズ変更は、何度でも行うことが可能です。 

 インスタンスには、必ずセキュリティーグループを割り当てる必要があります。 セキュリティ

ーグループを利用することでインスタンスへの接続が制限されますので、パブリックサービスを

提供する用途以外では 必ず接続元 IP アドレスおよびポート番号を絞り込んでください。セキュ

リティ対策についてはユーザ自身の責任で行ってください。 

 本サービスが提供する Linux 系 OS のイメージは、外部からの接続は SSH による鍵認証のみを

許可しています。SSH に対してパスワード認証を許可した場合、総当たり攻撃によるインスタン

ス乗っ取りの危険性がありますので必ず接続元 IP アドレスの絞り込みを行ってください。 

 本サービスが提供する Windows 系 OS のイメージは、初回ログイン時にコンソールからのパス

ワード設定が必須となっています。よってパスワードは複雑で長いパスワードご利用ください。 

 インスタンス作成時、OS の最小ルートディスクより小さい値でルートディスクを作成した場合、

動作上の問題についてはサポート対象外となります。 

 各 OS にインストールされたソフトウェアや OS の設定に起因する動作上の問題についてはサポ

ート対象外となります。 

 OS の種類に関わらずサーバー環境を変更されたことによる不具合などの問題については動作保

証の対象外となります（カーネルのアップデート及び、カーネルモジュールの追加や削除等を行

うことなど）。 
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■フレーバー 

フレーバーとは、CPU とメモリの別名です。 

フレーバー名 CPU メモリ フレーバー名 CPU メモリ 

C01M001-G1 

1 

1GB C12M012-G1 

12 

12GB 

C01M002-G1 2GB C12M024-G1 24GB 

C01M004-G1 4GB C12M048-G1 48GB 

C01M008-G1 8GB C12M096-G1 96GB 

C02M002-G1 

2 

2GB C12M128-G1 128GB 

C02M004-G1 4GB C16M016-G1 

16 

16GB 

C02M008-G1 8GB C16M032-G1 32GB 

C02M016-G1 16GB C16M064-G1 64GB 

C04M004-G1 

4 

4GB C16M128-G1 128GB 

C04M008-G1 8GB C24M024-G1 

24 

24GB 

C04M016-G1 16GB C24M048-G1 48GB 

C04M032-G1 32GB C24M096-G1 96GB 

C08M008-G1 

8 

8GB C24M128-G1 128GB 

C08M016-G1 16GB 

 C08M032-G1 32GB 

C08M064-G1 64GB 
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■OS の種類 

 CentOS 6.10 (64bit) 

 CentOS 7.6 (1810) (64bit) 

 CentOS 8.2 (2004) (64bit) 

 Debian 10 (buster) (64bit) 

 Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) (64bit) 

 Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) (64bit) 

 Red Hat Enterprise Linux 6.10 (64bit) 

 Red Hat Enterprise Linux 7.7 (64bit) 

 Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64bit) 

 Rocky Linux 8.5 (64bit) 

 Windows Server 2012R2 Standard (64bit) 

 Windows Server 2016 Standard (64bit) 

 Windows Server 2019 Standard (64bit) 

 VyOS 1.2.5 (crux) (64bit) 

 VyOS 1.3 (equuleus) 64bit 

 FortiGate 6.4.4 (build 1803) (64bit) 

※ Red Hat Enterprise Linux の OS を選択した場合は、別途 OS 使用料が掛かります。 

※ Windows Server の OS を選択した場合は、別途 OS 使用料が掛かります。 

※ Red Hat Enterprise Linux や Windows Server を利用する場合は、弊社提供のライセンスをご利用頂く必要が

あります（お客様がご購入されたライセンスを適用することはできません）。 

※ FortiGate の利用には別途契約が必要となります。 

※ 2022 年 3 月現在、CentOS 6.10 及び Centos 8.2、Ubuntu 16.04 はサポートが終了しております。イメージは

継続利用可能ですが、セキュリティに関する更新は提供されませんので、セキュリティ上の危険にさらされる可能

性があります。 
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2.6. イメージ 

■概要 

イメージは、ブート可能な OS がインストールされた仮想ディスクを含む単一ファイルのことです。 

イメージにはすべてのユーザが利用可能なパブリックなイメージとインスタンスから 作成したユ

ーザからのみ参照可能なプライベートなイメージに分かれます。 

 

■機能 

名前 サイズ 最小ルートディスク 公開範囲 

CentOS 6.10 64bit 1.08GB 

20GB 

パブリック 

CentOS 7.6 (1810) 64bit 1.39GB 

CentOS 8.2 (2004) 64bit 2.42GB 

Debian 10 (buster) 64bit 1.25GB 

Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) 64bit 942.25MB 

Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) 64bit 1.62GB 

Red Hat Enterprise Linux 6.10 (64bit) 2.00GB 

Red Hat Enterprise Linux 7.7 (64bit) 3.46GB 

Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64bit) 2.85GB 

Rocky Linux 8.5 (64bit) 2.81GB 

Windows Server 2012R2 Standard (64bit) 16.80GB 

80GB Windows Server 2016 Standard (64bit) 30.46GB 

Windows Server 2019 Standard (64bit) 21.21GB 

VyOS 1.2.5 (crux) (64bit) 461.88MB 20GB 

VyOS 1.3 (equuleus) 64bit 396.31MB 20GB 

FortiGate 6.4.4 (build 1803) (64bit) 68.94MB 40GB 

 

■留意事項 

 本サービスが提供するパブリックイメージを変更、削除する事はできません。 

 

※ Red Hat Enterprise Linux の OS を選択した場合は、別途 OS 使用料が掛かります。 

※ Windows Server の OS を選択した場合は、別途 OS 使用料が掛かります。 

※ Red Hat Enterprise Linux や Windows Server を利用する場合は、弊社提供のライセンスをご利用頂く必要が

あります（お客様がご購入されたライセンスを適用することはできません）。 

※ FortiGate の利用には別途契約が必要となります。 
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2.7. キーペア 

■概要 

キーペアは、インスタンスへの接続を安全に行うために使用する、公開鍵と秘密鍵のペアです。 

 

■機能 

• キーペアを作成すると、公開鍵はシステム内で保持されますが、秘密鍵はユーザにダウンロード

されます。ユーザはそれを安全に保管していただく必要があります。 

• ユーザが作成した公開鍵をインポートすることができます。 

• 1 つのキーペアを複数のインスタンスに適用することができます。 

• 1 つのインスタンスに対してキーペアは 1 つしか適用することができません。 

 

■利用方法 

インスタンス作成時にキーペアを割り当てて利用します。 

 

■留意事項 

• 秘密鍵は Linux 系 OS のインスタンスに SSH 接続する際に使用します。 

• キーペアのインスタンスへの適用はインスタンス作成時に行いますが、それを後で変更するこ

とはできません。 
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2.8. ボリューム 

■概要 

ボリュームは、インスタンスに接続できるブロックデバイスです。 

 

■機能 

• インスタンスの外部デバイスとして利用できるほか、インスタンスのルートディスク、スナッ

プショット機能によるバックアップディスクとしても利用されます。 

• インスタンスの外部ディスクとして利用するには、インスタンスにアタッチし、インスタンス

上でマウント（Windows Server のインスタンスの場合はドライブ割り当て）をする必要があり

ます。 

 

■利用方法 

インスタンスに割り当てて利用します。 

 

■留意事項 

• ネットワークファイルシステムやオブジェクトストアのような共有ストレージは提供されませ

ん。 

• ブロックデバイス上にファイルシステムを構築し、作成したブロックデバイスをマウントするか

どうかは、インスタンス内の OS に依存します。 
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2.9. スナップショット 

■概要 

スナップショットとは、ボリュームのある時点（瞬間）の状態を丸ごと保存したもののです。 ス

ナップショットには以下の 2 種類が存在します。 

 インスタンスから作成したプライベートイメージ用のスナップショット 

 ボリュームを指定して作成したスナップショット 

 

■機能 

• スナップショットはボリュームから作成できます。 

• イメージを作成した際にも自動的に作成されます。 

• スナップショットからインスタンスとして起動することができます。 

 

■留意事項 

スナップショットは、ボリューム課金されます。 
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2.10. ネットワークトポロジー 

■概要 

ネットワークトポロジーは、通信ネットワーク上にコンピュータや制御機器、および各種端末機

器がどのような形で接続するのかを図表します。 

 

■機能 

プロジェクトには、１つの Public Network が作成された状態で提供されます。 

青線：パブリックネットワーク 

オレンジ線：プライベートネットワーク 
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2.11. ネットワーク 

■概要 

ネットワークはとてもシンプルに以下の 3 つの要素によって論理ネットワークを表現しています。 

機能 機能概要 

ネットワーク 単一の独立した L2 ブロードキャストドメインを表す論理ネットワークです。 

サブネット インスタンスに割り当てる IP アドレスブロックを持つリソースプールです。 

「ネットワーク」に紐付きます。 

ポート 論理ネットワーク上のエンドポイントです。 

「サブネット」に紐付き、サブネットから未割り当ての IP アドレスを取得し、作

成時に MAC アドレスと取得した IP アドレスが設定されます。 

 

 

 

2.12. ルーター 

■概要 

ルーターは、パケットをあるレイヤー3 ネットワークから別のレイヤー3 ネットワークへ転送でき

る特別なデバイスです。  

ルーターにより、互いに直接接続されていない異なるレイヤー3 ネットワーク上の 2 ノード間での

通信が可能になります。 ルーターはネットワークモデルの第 3 層として動作します。  

トラフィックは、パケットヘッダーの宛先 IP アドレスに基いてルーティングされます。 

 

■留意事項 

ルーターは、プロジェクト毎に１つ作成可能です。 
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2.13. セキュリティーグループ 

■概要 

セキュリティーグループは、外部からインスタンスへの通信を、あらかじめ定義されたルールに

従ってフィルタリングする機能です。ルールはセキュリティーグループ単位で行います。 

通信の制御はプロトコル毎、ポート単位、ソース IP(CIDR で指定)またはセキュリティーグループ

にて条件指定が可能です。 

 

■機能 

• ルール 

希望のルールテンプレートを指定するか、カスタムルールを設定することができます。 

カスタムルールには TCP、UDP、ICMP ルールがあります。 

• 開放するポート/ポートの範囲 

TCP および UDP の場合、ポート番号またはポート範囲を選択できます。 

「ポート範囲」オプションを選択すると、範囲の開始ポートおよび終了ポートを空白区切り

で指定できます。 

ICMP の場合、ICMP タイプおよびコードを空白区切りで指定します。 

• 接続相手 

ルールにより許可される通信のソースを指定する必要があります。 

IP アドレスブロック (CIDR) またはソースグループ (セキュリティーグループ) で指定し

ます。 

接続元としてセキュリティーグループを選択すると、そのセキュリティーグループに所属す

るすべてのインスタンスが、このルールが適用されるすべてのインスタンスにアクセスでき

るようになります。 

• 1 つのインスタンスに対してセキュリティーグループを複数適用することができます。 

 

■利用方法 

インスタンスに割り当てて利用します。 
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2.14. ロードバランサー 

■概要 

複数のインスタンスを 1 つのグループに束ね、トラヒックをグループ内でロードバランスすること

で個々のインスタンスの負荷を分散する機能です。 

ロードバランサーはグループ内のインスタンスに対して一定間隔で監視を行っており、異常を検知

した場合、そのインスタンスをグループから切り離し、異常回復が確認できた時点で再度グループ

内へ取り入れます。 

 

機能 機能概要 

ロードバランサー ロードバランサーはネットワークポートを所有し、サブネットから割り当てられた IP 

アドレスを持ちます。 

リスナー 一般的に Virtual Server とも呼ばれます。  

ロードバランサーは複数のポートに対するリクエストをリッスンできます。 

それぞれのポートはリスナーで指定されます。 

プール ロードバランサーの負荷分散先インスタンスをプールメンバーと呼びます。 

プールは、プールメンバーをグループ化したものです。 プールは、ロードバランサーを

通じてコンテンツを提供するメンバーのリストを保持します。 

メンバー メンバーは、ロードバランサーの裏でトラフィックを処理するサーバーです。 

各メンバーはトラフィックを処理するのに使われる IP アドレスとポート番号で指定さ

れます。 

ヘルスモニター 一般的にヘルスチェックとも呼ばれます。 メンバーは時としてオフラインになることが

あります。ヘルスモニターは、正常に応答していないメンバーにトラフィックが向かな

いようにします。 ヘルスモニターはプールに関連付けされます。 

ヘルスモニターはプールに関連付けされます。 
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■機能 

項目 機能概要 

振り分け方式 ラウンドロビン 複数のインスタンス間で要求を均等に割り当てます。 

送信元 IP 同じ送信元 IP アドレスからの要求は常に同じイン

スタンスへ送信されます。 

最小接続数 アクティブな接続が最も少ないインスタンスに要求

が割り当てられます。 

ヘルスチェック モニタータイプ モニターに使用するプロトコルを指定します。 

HTTP、PING、TCP が指定可能です。 

インターバル（秒） ヘルスチェックの間隔です。単位は秒、規定値は 5 で

す。 

インターバル（秒） ≧ タイムアウト（秒）であるこ

とが条件です。 

取得 プールメンバーが接続不可と判定するまでの連続失

敗回数です。規定値は 3 です。 

1-10 の範囲で指定します。 

タイムアウト（秒） ヘルスチェックがタイムアウトするまでの時間です。 

単位は秒、規定値は 5 です。  

0<タイムアウト（秒）≦インターバル（秒）であるこ

とが条件です。 

HTTP メソッド モニタータイプが HTTP の時、使用する HTTP メソッ

ドを指定します。 

GET または HEAD が指定可能です。規定値は GET で

す。 

URL パス モニタータイプが HTTP の時のみ表示されます。 

メンバーへのヘルスチェックHTTPリクエストの対象

を指定します。規定値は / です。 

有効な URL パスでなければなりません。 
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2.15. Floating IP 

■概要 

Floating IP は、インターネットからアクセス可能とするためのパブリック（グローバル）IP アド

レスです。 インスタンスやロードバランサーに対して Floating IP を割り当てることで上記を実

現します。 

 

■機能 

• Floating IP アドレスは、1 つだけインスタンスに割り当てられます。また、割り当てと解除は

何度でも実施する事ができます。 

• Floating IP アドレスを解放すると、インスタンスに割り当てられていた IP アドレスは自動的

に解除されます。 

 

■留意事項 

 Floating IP が解放された後には、すべてのプロジェクトで利用できるように IP アドレスのプ

ールに戻されます。 

 同じ IP アドレスが再び確保されるという保証はありません。 
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2.16. 再帰 NAT 

■概要 

Floating IP は、NAPT (IP マスカレード) 機能が標準で有効になっており、OSP のインスタンス (仮

想サーバー) から外部への通信時に接続元のソースポート番号が仮想ルーターで変換されてしま

う場合があります。 この為、パケット本文内に IP アドレスやポート番号が記載されるプロトコル

では通信状態の不整合が発生する場合があります。 

このようなアプリケーション（SIP,RTP などの VoIP アプリケーション）をご利用される場合は、

ポート番号変換が行われない静的 NAT（再帰 NAT）設定を行います。 

 

■機能 

• 再帰 NAT アドレスは、インスタンスの各ポートに 1 つだけ割り当てられます。 

• 再帰 NAT 設定は、ダッシュボード（new）からのみ設定可能です。 

 

■留意事項 

再帰 NAT を削除した場合、解放された IP アドレスは即座に他のユーザに利用されることもあるた

め、同じアドレスの割り当ては困難です。よって再帰 NAT の削除は、今後そのアドレスを使わな

いという場合のみ実施してください。 
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2.17. 証明書情報 

■概要 

証明書情報は、独自ドメインのサイトを HTTPS(SSL) で公開するために必要な以下のファイルを

管理します。楽天クラウド Red Hat OpenStack Platform ではサーバー証明書と中間 CA 証明書、

ルート証明書を合わせた証明書を使用します。登録した証明書は、ロードバランサーで HTTPS を

SSL 終端することで利用できます。 

■機能 

• 証明書情報は以下の組み合わせで登録します。 

➢ 秘密鍵 

➢ 証明書（サーバー証明書＋中間 CA 証明書＋ルート証明書） 

 

■留意事項 

 パスフレーズ付きの秘密鍵には対応していません。秘密鍵を作成するときはパスフレーズなしで

作成してください。 

 サーバー証明書、中間 CA 証明書、ルート証明書は、ご契約されている SSL 証明書プロバイダに

お問い合わせください。 
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3. 料金・請求 

3.1. 料金種別 

課金種別 詳細 

従量 利用時間に応じて料金が加算されます。 

月額上限付き従量 利用時間に応じて料金が加算されますが、一定時間を超えると料金が月額上

限額に達し、定額になります。 

月額 利用時間に関わらず、毎月定額の料金となります。 

 

リソース 
料金種別 

従量 月額上限付き従量 月額 

インスタンス  〇  

インスタンス OS 使用料 〇   

ボリューム 〇   

スナップショット 〇   

ロードバランサー   〇 

Floating IP   〇 

 

3.2. リソース別料金 

詳細な料金については、下記のページを参照ください。 

https://cloud.rakuten.co.jp/redhat/pricing/ 

 

  

https://cloud.rakuten.co.jp/redhat/pricing/
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3.3. 計算方法 

■プロジェクト 

プロジェクトとは楽天クラウド Red Hat OpenStack Platform において ユーザ及び各種リソース

（インスタンス等）を管理するグループの単位です。  

請求の計算を行う場合は、全てプロジェクト（親）に集約されます。 

下記の例で、ある会社のスナップショットの請求を表しています。 

プロジェクト 1（親）＝ 

スナップショット１ ＋ プロジェクト 1-1（子）＋ プロジェクト 1-2（子） 

（480GB）      ＋        （650GB）       +     （220GB） 

 

プロジェクト１（親） = （480＋650＋220）× 単価 
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■インスタンス 

＜月額上限付き従量＞ 

一定時間を超えると、料金に月額上限金額が適用され、定額になります。 

 

 

＜従量料金＞ 

停⽌しているインスタンスは、利用料金が計算されません。 

下記の例の場合は、240 時間分の料金が請求されます。 

 

 

また、請求書は各フレーバー単位で金額が表示されます。 

下記の例の場合、サーバーA：240 時間、サーバーB：100 時間 

C01M002-G1 は、240+100＝340 時間×単価の料金が請求されます。 
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＜月内の途中でフレーバーを変更した場合＞ 

月内でフレーバーを変更した場合は、起動時間上限までにフレーバー毎の起動時間が計算されます。 

（小数点については繰り上げ） 

 

 

C01M002-G1＝333 時間×単価の料金が請求されます。 

C02M004-G1＝147 時間×単価の料金が請求されます。 
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■ボリューム 

インスタンスの停⽌中や、アタッチの有無に関わらず集計期間内に存在するボリュームを請求対象

とします。 

 

 

ボリューム 1=容量（480 GB）× 単価 

ボリューム 2＝容量（650 GB）× 単価 

※ボリューム２は、請求期間内に破棄されているので請求対象となります 

ボリューム 3＝容量（220 GB）× 単価 
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■スナップショット 

集計期間内に存在するスナップショットを請求対象とします。  

 

 

スナップショット 1=容量（480 GB）× 単価 

スナップショット 2＝容量（650 GB）× 単価 

※スナップショット２は、請求期間内に破棄されているので請求対象となります 

スナップショット 3＝容量（220 GB）× 単価 
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■ロードバランサー 

集計期間内に存在するロードバランサーの個数を算出し、個数×単価で計算されます。 

集計期間内にロードバランサーが削除された場合でも、最大ロードバランサー作成数として算出さ

れます。 

 

 

請求期間内に存在してたロードバランサーの個数×単価 

 

下記の例では、請求期間内に存在していたロードバランサーは、３台となります。 
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■Floating IP 

集計期間内に存在する Floating IP の個数を算出し、個数×単価で計算されます。 

Floating IP は、確保された場合に課金対象となります。 

集計期間内に Floating IP が解放された場合でも、最大 Floating IP 数として算出されます。 

 

 

請求期間内に存在していた Floating IP の個数×単価 

 

1＝請求期間内に存在している為、課金対象 

Floating IP2＝請求期間内に割り当て解除しているが、Floating IP は確保されている為、課金対象 

Floating IP3＝請求期間内に解放しているが、課金対象 

Floating IP4=前月に解放されている為、課金対象外 

下記の例では、請求期間内に存在していた Floating IP4 は、３個となります 
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3.4. 請求サイクル 

項目 課金種別 詳細 

サービス料金 従量 毎月１日から末日までの期間の利用時間に応じた料金を請

求します 月額上限付き従量 

月額 毎月１日から末日までの料金を請求します 

 

3.5. 支払い方法 

支払い方法 締め日 請求日 支払い期限日 

口座振替 

月末 

請求書発送 

翌月 7 日~9 日前後 

翌月 27 日 

お支払い期限日が土日祝祭日

の場合は、翌営業日となります 

銀行振込 お振込み用紙発送 

翌月 7 日~10 日前後 

翌月 26 日 

お支払い期限日が土日祝祭日

の場合は、翌営業日となります 

クレジットカード クレジットカード発行会社の規定に従います 

 

■口座振替 

 
※ 毎月ご指定の金融機関口座から自動振替いたします 

※ ご登録時には、口座振替の与信や金融機関による審査などで、実際に適用されるまでにお時間を頂くことがあ

ります 

※ 口座振替の確認が取れない場合、「お支払い（お振込）のお願い」を郵送致します 

 

■銀行振込 

 
※ お客様の請求先住所宛てに専用振込用紙を郵送致します 
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■クレジットカード 

 
※ クレジットカードでお支払いの場合は、請求書の発行はできません 

※ 利用するクレジット会社によって、引き落とし日が異りますのでご確認下さい 

※ ご登録・クレジットカード変更時には、与信を行いますので、若干時間がかかります 

※ クレジットカードの確認が取れない場合、振込用紙を請求先住所宛てに郵送致します 

※ お支払い方法の変更は、カスタマーポータルより変更ができます 
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4. サービス管理 

4.1. リソースに関する制限 

項目 制限値 説明 

子プロジェクト 
1 

プロジェクトとはユーザ及び各種リソース（イン

スタンス等）を管理するグループの単位です。 

インスタンス数 
20 

作成可能なインスタンスの合計（1 プロジェクト

毎） 

インスタンス CPU 200 利用可能な CPU 数の合計（1 プロジェクト毎） 

インスタンス メモリ 204,800MB 

(200GB) 

利用可能なメモリ容量の合計（1 プロジェクト毎） 

ボリューム数 40 作成可能なボリュームの合計（1 プロジェクト毎） 

スナップショット数 
40 

作成可能なスナップショットの合計（1 プロジェ

クト毎） 

ボリューム関連合計サイズ 5TB 

（5120GB） 

ボリュームとスナップショットの合計サイズ（1

プロジェクト毎） 

セキュリティーグループ数 
5 

作成可能なセキュリティーグループの合計（1 プ

ロジェクト毎） 

セキュリティーグループル

ール数 
500 

作成可能なセキュリティーグループルールの合

計（1 プロジェクト毎） 

Floating IP 数 
10 

作成可能な Floating IP の合計（1 プロジェクト

毎） 

再帰 NAT 数 0 作成可能な再帰 NAT の合計（1 プロジェクト毎） 

ロードバランサー数 
10 

作成可能なロードバランサーの合計（1 プロジェ

クト毎） 

キーペア数 100 作成可能なキーペアの合計 
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4.2. サポート 

■マニュアル 

ダッシュボード（Horizon） 

https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/osp/ja/help/ 

 

ダッシュボード（new） 

https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/osp2/ja/help/ 

 

カスタマーポータル 

https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/cportal/ja/help/ 

 

■問い合わせ 

項目 詳細 

お電話での問い

合わせ 

フリーボイス 

0800-600-7777 

9:00～17:30（土日祝日・年末年始を除く） 

Web フォームで

の問い合わせ 

https://comm.rakuten.co.jp/toiawase/h_redhat-inquiry-support.shtml 

資料請求・お問い

合わせ 

https://cloud.rakuten.co.jp/toiawase/cloud-inquiry.html 

 

4.3. 利用規約 

利用規約については、下記の URL を参照願います。 

https://comm.rakuten.co.jp/keiyaku/pdf/redhat_yakkan.pdf 

 

4.4. 運用 

■メンテナンス 

 メンテナンス実施は約 2 週間前を目安として、工事情報に掲載及びメールにてご案内いたしま

す。 

 工事情報は、下記の URL より確認ができます。 

 https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_kouji.shtml 

  

https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/osp/ja/help/
https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/osp2/ja/help/
https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/cportal/ja/help/
https://comm.rakuten.co.jp/toiawase/h_redhat-inquiry-support.shtml
https://cloud.rakuten.co.jp/toiawase/cloud-inquiry.html
https://comm.rakuten.co.jp/keiyaku/pdf/redhat_yakkan.pdf
https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_kouji.shtml
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■障害情報 

 ご利用中のインスタンスのホスト内で障害が発生した場合は、メールにてご案内致します 

 障害情報は、下記の URL より確認ができます 

https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_koshou.shtml 

 

■保守情報 

カスタマーポータルより、保守情報を登録頂くとメンテナンス情報や故障情報などを保守担当者に

メールで送付することが可能です。 

保守担当者は、複数登録することができます。 

また、保守情報が登録されていない場合、契約者情報のメールアドレス宛に送付されます。 
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変更履歴 

バージョン 日付 変更内容 

1.0 2020/3/10 初版 

1.1 2020/9/18 説明を修正 

1.2 2021/6/7 提供 OS 及びイメージに CentOS 8.2 及び VyOS 1.2.5 を追記 

1.3 2022/3/30  提供 OS 及びイメージに以下を追加 

➢ Windows Server 2019 

➢ Windows Server 2012R2 

➢ Rocky Linux 8.5 

➢ FortiGate 6.4.4 

 ダッシュボードをダッシュボード（Horizon）に変更 

 ダッシュボード（new）を追加 

 証明書情報を追加 

 軽微な文書の修正 

1.4 2022/6/24  提供 OS 及びイメージに以下を追加 

➢ Red Hat Enterprise Linux 8.6 

 「故障情報」から「障害情報」に文言を修正 

1.5 2022/10/13  提供 OS 及びイメージに以下を追加 

➢ VyOS 1.3 

 再帰 NAT 設定を追加 
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