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マネージド・エンタイトルメント

AWS License Manager の概要
AWS License Managerは、ソフトウェアベンダー（Microsoft、SAP、Oracle、IBMなど）が提供するソフ
トウェアライセンスを、AWSとオンプレミス環境との間で一元的に管理することを容易にするサービス
です。これにより、ライセンスの使用状況をコントロールし可視化できるため、ライセンスの超過を制限
し、コンプライアンス違反や誤報告のリスクを軽減できます。

AWSでクラウドインフラストラクチャを構築するとBYOL（Bring Your Own License）の機会を利用して
コストを削減することができます。つまり、クラウドリソースで使用するために、既存のライセンスイン
ベントリを再利用することができます。

License Manegerにより、 AWSのサービスに直結したインベントリ追跡を行うことによって、ライセン
ス超過使用やペナルティのリスクが軽減されます。管理者は、ライセンスの消費をルールベースでコント
ロールすることにより、新規および既存のクラウドのデプロイメントにハードまたはソフトな制限を設け
ることができます。これらの制限に基づいて、License Manegerは、非準拠のサーバーの使用を未然に防
ぐことができます。

License Manegerの組み込みダッシュボードは、ライセンスの使用状況を継続的に可視化し、ベンダー監
査をサポートします。

License Manegerは、仮想コア (vCPU)、物理コア、ソケット、またはマシン数に基づいてライセンスされ
ている、すべてのソフトウェアの追跡をサポートします。これには、Microsoft、IBM、SAP、Oracle、お
よびその他のベンダーのさまざまなソフトウェア製品が含まれます。

AWS License Managerでは、チェックアウトされたすべてのエンタイトルメントの数を維持すること
で、複数のリージョンにわたってライセンスを一元的に追跡し、制限をかけることができます。License 
Manegerは、チェックアウト時間とともに、各チェックアウトに関連付けられたエンドユーザーIDおよび
基礎となるリソース識別子（利用可能な場合）も追跡します。この時系列データは、 CloudWatchメトリ
クスとイベントを通じてISVに追跡できます。ISVは、このデータを分析、監査、およびその他の同様の目
的で使用できます。

AWS License ManagerはAWS Marketplace とAWSのData Exchange、以下のAWSサービスと統合され
ています。AWS Identity and Access Management(IAM)、AWS Organizations、Service Quotas、AWS 
CloudFormation、AWSリソースへのタグ付けAWS X-Ray。

マネージド・エンタイトルメント
License Maneger を使用すると、ライセンス管理者は、アカウント全体および組織全体でソフトウェアラ
イセンスを配布、アクティブ化、および追跡できます。

独立系ソフトウェアベンダー (ISV) はAWS License Managerマネージドエンタイトルメントを使用して、
ソフトウェアライセンスとデータを管理しエンドユーザーに配布することができます。発行者は、License 
Manegerダッシュボードを使用して、出品者が発行したライセンスの使用状況を一元的に追跡できま
す。ISVが売れてるAWS Marketplaceトランザクションワークフローの一部として、ライセンスの自動作成
と配布を利用できます。ISV は、License Maneger を使用して、ライセンスキーを作成し、AWSアカウン
トを持たないお客様のライセンスをアクティブ化することもできます。

License Manegerは、オープンで安全な業界標準を使用してライセンスを表現し、お客様が信頼性を暗号
化して検証できるようにします。License Maneger は、永久ライセンス、フローティングライセンス、サ
ブスクリプションライセンス、使用量ベースのライセンスなど、さまざまなライセンスモデルをサポート
しています。ノードロックする必要があるライセンスがある場合、License Maneger は、その方法でライ
センスを消費するメカニズムを提供します。
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License Manager

ライセンスは、AWS License Managerで作成できます。IAM アイデンティティ、またはAWS License 
Managerによって生成されたデジタル署名されたトークンを使用して、エンドユーザーに配布しま
す。AWSを使用しているエンドユーザーはさらに、組織内のAWSのアイデンティティにライセンス権限
を再分配することができます。配布されたエンタイトルメントを持つエンドユーザーは、AWS License 
Managerとのソフトウェア統合を通じて、そのライセンスから必要なエンタイトルメントをチェックアウ
トしてチェックインできます。各ライセンスのチェックアウトでは、エンタイトルメント、関連する数
量、チェックアウト期間（admin-users 1時間に10個のチェックアウトなど）が指定されています。この
チェックアウトは、分散ライセンスの基盤となる IAM ID に基づいて、またはAWS License Managerサー
ビスを通じAWS License Managerによって生成された長期保存可能なトークンに基づいて行うことができ
ます。

License Manager
以下は、License Manager がさまざまなユースケースで提供する機能の例です。

• ライセンスマネージャーのセルフマネージドライセンス (p. 9)AWS—これらのライセンスを消費す
るコマンドの処理方法を決定する企業契約の条項に基づいてライセンスルールを定義するために使用し
ます。

• 販売したライセンス、ライセンスマネージャーで発行したライセンス (p. 49)— ソフトウェアライセ
ンスを管理し、エンドユーザーに配信するために使われます。

• ライセンスマネージャーで付与されたライセンス (p. 41)— から、AWS Marketplaceまたはソフト
ウェアを使用権限管理と統合した販売者から直接取得したライセンスの使用を規制するために使われま
す。AWS Data Exchange

• License Maneger でのライセンスタイプの変換 (p. 18)— ワークロードを再配置することなく、AWS
提供ライセンスとBYOL（Bring Your Own License）の間でライセンスの種類を変更することができま
す。

• License Manager egeのインベントリ検索 (p. 37)—AWS Systems Manager インベントリとライセン
スルールを使用してオンプレミスアプリケーションを検出および追跡するために使用されます。

• License Manager のユーザーベースのサブスクリプション (p. 55)— サポート対象のソフトウェアに
ついて、完全に準拠した Amazon 提供のライセンスをユーザーごとのサブスクリプション料金で購入す
る場合に使用します。

• License Manager の Linux サブスクリプション (p. 69)— 所有および運用している商用Linuxサブスク
リプションの表示と管理に使用されますAWS。

関連 サービス
License Maneger は Amazon EC2 と統合されており、次のリソースのライセンスを追跡できます。

• Amazon EC2 インスタンス
• ハードウェア専有インスタンス
• Dedicated Hosts
• スポットインスタンスとスポットフリート
• マネージドノード

License ManegerはAmazon RDS と統合されており、Amazon RDS での Oracle ライセンスの使用状況を
監視できます。詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Oracle Licensing」を参照してくださ
い。

AWS Systems ManagerをLicense Manegerと合わせて使用すると、AWS以外でホストされる物理的サー
バーや仮想サーバーのライセンスを管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Instances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-instance.html
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/managed_instances.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html#Oracle.Concepts.Licensing
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関連サービス

License Maneger を使用して、AWS Marketplaceから入手したBYOLソフトウェアを追跡することができま
す。

またAWS Organizationsで License Maneger を使用して、すべての組織アカウントを一元管理することも
できます。

3
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License Manegerの仕組み
効果的なソフトウェアライセンス管理は、次の事項に依存します。

• エンタープライズライセンス契約の条件を理解しているエキスパート
• ライセンスを消費する操作に対するアクセスの適切な制限
• ライセンスインベントリの正確な追跡

企業では多くの場合、各分野を担当する専任の担当者またはチームが存在します。そして、特にライ
センスのエキスパートとシステム管理者との間の効果的なコミュニケーションについて問題になりま
す。License Manegerは、さまざまなドメインからの知識をプールする方法を提供します。また重要なこ
とに、インスタンスの作成や削除が行われるAmazon EC2のコントロールプレーンなどのAWSサービスと
ネイティブに統合されています。これは、License Manegerがビジネス上および運用上の知識の獲得の制
御と制限を行い、インスタンスの作成とアプリケーションのデプロイメントの自動制御に変換できること
を意味します。

次の図は、アクセス許可を管理してLicense Manegerを構成するライセンスマネージャーと、Amazon EC2
コンソールを使ってリソースの作成、管理、削除を行うユーザーの、異なるが連携した職務を示していま
す。

組織内のライセンス管理を担当しているライセンス管理者は、LLicense Manegerを使用してライセンス
ルールを設定し、それらを起動に添付して、使用状況を追跡できます。組織内のユーザーは、ライセンス
を消費するリソースを、追加作業なしで、追加したり削除したりすることができます。
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ライセンスのエキスパートが、組織全体のライセンスを管理し、リソースインベントリのニーズを判断
し、ライセンスの調達を監督し、ライセンス使用のコンプライアンスを推進します。License Manegerを
使用している企業では、この作業はLicense Manegerコンソールを介して統合されています。図に示され
ているように、これにはサービス権限の設定、自己管理ライセンスの作成、オンプレミスとクラウドの両
方のコンピューティングリソースのインベントリ作成、および自己管理ライセンスと検出されたリソース
との関連付けが含まれます。実際にはこれは、あるライセンスを、IT 部門がすべてのAmazon EC2インス
タンスデプロイメントにテンプレートとして使用する承認済みのAmazon マシンイメージ (AMI) に関連付
けることを意味します。

License Manegerの活用により、ライセンス違反が発生した場合に失われる可能性のあるコストを節約で
きます。内部監査では事後にのみ違反が明らかになりますが、それではコンプライアンス違反へのペナル
ティを回避するには遅すぎます。 License Manegerにより、コストがかかるインシデントの発生を防ぐこ
とができます。License Manegerは、ライセンスの消費とリソースの追跡を示すダッシュボードが組み込
まれており、レポート作成を簡素化します。
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セットアップ

AWS License Manager の開始方法
以下のセクションでは、AWS アカウントとユーザーの設定、およびLicense Manager の使用を開始する方
法について説明します。AWSベストプラクティスに従いLLicense Manager を利用するためのユーザー、
グループ、ロールの権限管理の詳細については、を参照してくださいAWS License Manager のためのアイ
デンティティおよびアクセス管理 (p. 89)。License Manager と統合する Amazon EC2 リソースの設定
の詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「Amazon EC2 を使用するための
セットアップ」を参照してください。

トピック
• セットアップ (p. 6)
• オンボードでLicense Manager を使用するにはAWS Management Console (p. 7)

セットアップ
次のセクションでは、AWS アカウントとユーザーの設定について詳しく説明します。

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。
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2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

オンボードでLicense Manager を使用するには
AWS Management Console

License Maneager 計算ツールの使用を開始するために必要な手順は次のとおりです。初期要件が完了した
ら、希望するユースケースに合わせてLicense Manager を使い続けることができます。

License Manegerの使用を開始するには

1. License Manegerコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. License Manegerとそのサポートサービスの権限を設定するよう求められます。指示に沿って操作

し、必要なアクセス権限を設定します。
3. 初期設定が完了したら、希望どおりにLicense Manager を使用できますLicense Manager (p. 2)。
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AWS License Managerの使用
License Maneger はAWSリソースやオンプレミスリソースの混在するインフラをもつ企業のスタンダード
なシナリオに適用できます。自己管理ライセンスを作成したり、ライセンスを消費するリソースのインベ
ントリを作成したり、自己管理ライセンスをリソースと関連付けたり、インベントリとコンプライアンス
を追跡したりできます。

AWS Marketplace製品のライセンス

LLicense Manager ectorを使用して、Amazon EC2 起動テンプレート、テンプレート、または Service 
Catalog 製品を介してAWS Marketplace BYOL AMI製品にライセンスルールを関連付けることができるよ
うになりました。AWS CloudFormationいずれの場合も、集中型のライセンス追跡とコンプライアンス遵
守によるメリットを得ることができます。

Note

License ManegerはMarketplaceからBYOL AMIを取得してアクティベートする方法を変えるもの
ではありません。起動後に、サードパーティソフトウェアをアクティブ化するには、販売者から
直接入手したライセンスキーを入力する必要があります。

オンプレミスデータセンターのリソースのライセンスの追跡

License Manegerでは、Systems ManagerのインベントリAWSの外で実行されているアプリケーションを
検出し、そのアプリケーションにライセンスルールを適用することができます。ライセンスルールを設定
すると、License Maneger コンソール内で、オンプレミスサーバーに伴うAWS リソースを追跡できるよう
になります。

ライセンスインクルードとBYOLの違い

License Manegerでは、どのリソースが製品に含まれるライセンスを持っているか、どのリソースが自分
の所有するライセンスを使用しているかを識別することができます。これにより、BYOLライセンスの使
用状況を正確に報告できます。このフィルターを使用するには、SSMのバージョン2.3.722.0以降が必要で
す。

お客様のAWSつのアカウントに渡るLicense Maneger

License Maneger を使うと、お客様のAWSアカウントをまたいでライセンスを管理することができま
す。AWS Organizations管理アカウント内でライセンス設定を1度作成すれば、AWS Resource Access 
Manager を使ってアカウント間で共有したり、License Manegerの設定を使って AWS Organizations アカ
ウント連携させて、アカウント間で共有することができます。これにより、AWSアカウントをまたいで検
出を実行して、アカウント間でのインベントリ検索も可能です。

内容
• ライセンスマネージャーのセルフマネージドライセンス (p. 9)
• License Maneger のライセンスルール (p. 14)
• License Manager の使用状況レポート (p. 16)
• License Maneger でのライセンスタイプの変換 (p. 18)
• AWS License Managerのリソースグループをホストします (p. 34)
• License Manager egeのインベントリ検索 (p. 37)
• ライセンスマネージャーで付与されたライセンス (p. 41)
• 販売したライセンス、ライセンスマネージャーで発行したライセンス (p. 49)
• License Manager のユーザーベースのサブスクリプション (p. 55)
• License Manager の Linux サブスクリプション (p. 69)
• での設定AWS License Manager (p. 77)
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セルフマネージドライセンス

• ダッシュボードインAWS License Manager (p. 82)

ライセンスマネージャーのセルフマネージドライセ
ンス

セルフマネージドライセンスは、License Manager の中核をなすものです。セルフマネージドライセンス
は、以前は「ライセンス構成」と呼ばれていました。セルフマネージドライセンスには、エンタープライ
ズ契約の条項に基づくライセンスルールが含まれています。作成したルールは、ライセンスを消費するコ
マンドのAWS処理方法を決定します。自己管理型ライセンスを作成する際には、組織のコンプライアンス
チームと緊密に連携して企業契約を確認してください。

Limits

• リソースあたりのセルフマネージドライセンス数:10
• 自己管理ライセンスの総数:25
• Systems Manager マネージド型インスタンスは、vCPUおよびインスタンスタイプのセルフマネージド

ライセンスと関連付ける必要があります。

内容
• 自己管理型ライセンスのパラメータとルール (p. 9)
• ベンダーライセンスからライセンスマネージャールールを構築する (p. 10)
• セルフマネージドライライセンスを作成する (p. 11)
• セルフマネージドライセンスの共有 (p. 13)
• セルフマネージドライセンスを編集する (p. 13)
• セルフマネージドライセンス (セルフマネージドライセンス) の無効化 (p. 13)
• セルフマネージドライセンスを削除する (p. 14)

自己管理型ライセンスのパラメータとルール
セルフマネージドライセンスは、基本的なパラメータと、パラメータ値に応じて変化するルールで構成さ
れます。セルフマネージドライセンスにタグを追加することもできます。セルフマネージドライセンスを
作成したのち、管理者は、リソースのニーズの変化に合わせてライセンス数や使用制限を変更することが
できます。

下記を含むパラメータやルールを使用できます。

• セルフマネージドライセンス —セルフマネージドライセンス。
• (オプション) Description (説明) —セルフマネージドライセンス。
• ライセンスタイプ —ライセンスのカウントに使用されるメトリック。サポートされる値は vCPUs、コ

ア、ソケット、インスタンスです。
• (オプション) 数 <option>—リソースによって使用されるライセンスの数。
• ステータス —設定がアクティブであるかどうかを示します。
• 製品情報 — 自動検出のための製品の名前とバージョン (p. 40)。サポートされている製品

は、Windows Server、SQL Server、Oracle Databaseです。
• (オプション) ルール — これらには次のものが含まれます。使用可能なルールは、カウントタイプによっ

て異なります。
• ホストとのライセンスアフィニティ (日単位) —指定した日数の間、ライセンスの使用をホストに制限

します。範囲は1から180 です。カウントタイプはコアまたはソケットでなければなりません。アフィ
ニティ期間が経過すると、24時間以内にライセンスが再利用できるようになります。
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ベンダーライセンスからのルールの作成

• 最大コア —リソースの最大コア数。
• 最大ソケット —リソースの最大ソケット数。
• 最大vCPUs —リソースのvCPUs sの最大数。
• 最小コア —リソースの最小コア数。
• 最小ソケット —リソースのソケット数の最小数。
• Minimum vCPUs —リソースのvCPUs sの最小数。
• テナンシー —ライセンスの使用を指定したEC2テナンシに制限します。カウントタイプがコアまたは

ソケットの場合は、Dedicated Host が必要です。カウントタイプがインスタンスまたは vCPUs の場
合、共有テナンシー、Dedicated Hosts、およびハードウェア専有インスタンスがサポートされます。
コンソール (および API) の名前は次のとおりです。
• 共有EC2-Default
• ハードウェア専有インスタンス (EC2-DedicatedInstance)
• Dedicated Host (EC2-DedicatedHost)

• vCPUの最適化 — License Manager は Amazon EC2 の CPU最適化サポートと統合されており、
インスタンスのvCPUs の数をカスタマイズできます。このルールを True に設定すると、License 
Manegerはカスタマイズされたコア数とスレッド数に基づいてvCPUsをカウントします。それ以外の
場合は、ライセンスマネージャーはインスタンスタイプのデフォルトのvCPUs数をカウントします。

次の表は、各カウントタイプでどのライセンスルールが利用できるかを示しています。

コンソール名 API名 コア インスタン
ス

ソケット vCPUs

ホストのライセンスア
フィニティ(日単位)

licenseAffinityToHost♦   ♦  

最大コア maximumCores ♦ ♦    

最大ソケット maximumSockets   ♦ ♦  

最大vCPUs maximumVcpus   ♦   ♦

最小コア minimumCores ♦ ♦    

最小ソケット minimumSockets   ♦ ♦  

最小vCPUs minimumVcpus   ♦   ♦

テナンシー allowedTenancy ♦ ♦ ♦ ♦

vCPUの最適化 honorVcpuOptimization      ♦

ベンダーライセンスからライセンスマネージャールー
ルを構築する
ソフトウェアベンダーライセンスの言語に基づいて、ライセンスマネージャーのルールセットを作成でき
ます。以下の例は、実際のお客様のユースケースのブループリントを意図したものではありません。実際
のライセンス契約の適用にあたっては、特定のオンプレミスサーバー環境のアーキテクチャとライセンス
履歴に応じて、競合するオプションの中から選択します。またオプションはAWSへのリソースの移行計画
の詳細にも依存します。

これらの例はできる限りベンダー非依存となるように作成されており、ハードウェアとソフトウェアの割
り当てに関する一般的に適用可能な質問に焦点を当てています。ベンダーのライセンス規定は、AWS の要
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件や制限とも相互に影響があります。アプリケーションに必要なライセンスの数は、選択したインスタン
スタイプやその他の要因によって異なります。

Important

AWS は、ソフトウェアベンダーとの監査プロセスには参加しません。お客様はコンプライアンス
に責任を負い、ライセンス契約に基づいてルールを注意深く理解しLicense Manegerに取り込む責
任を負うものとします。

例: オペレーティングシステムライセンスの導入
この例には、サーバーオペレーティングシステムのライセンスが含まれています。ライセンス条件に
は、CPUコアの種類、テナンシー、サーバーあたりの最小ライセンスの数の制約が含まれています。

この例では、ライセンス条項に次の規定が含まれています。

• 物理プロセッサコアによってライセンス数が決まります。
• ライセンスの数はコアの数と等しくなければなりません。
• サーバーでは最低8コアを実行する必要があります。
• オペレーティングシステムは、仮想化されていないホスト上で実行する必要があります。

さらに、お客様は以下の決定を行いました。

• 96コアのライセンスを購入しました。
• ライセンス消費を購入数に制限するために、ハードリミットを設定します。
• 各サーバーには最大16コアが必要です。

次の表ではLicense Manegerのルール作成パラメーターと、そのパラメータが捕捉し自動化するベンダー
のライセンス要件を関連付けたものです。例示されている値は説明のためのものであり、セルフマネージ
ドライセンスで必要な値を指定することになります。

ライセンスマネージャールール 設定

ライセンスカウントタイプ [License Type]はCoresに設定されています。

ライセンス数 [Number of cores]は96に設定されています。

最小/最大vCPUsまたはコア [最小コア]は8に設定されています。

[最大コア]は16に設定されています。

ライセンス数のハードリミット [Enforce license limit] が選択されています。

許可テナンシー テナンシーDedicated Hostに設定されていま
す。

セルフマネージドライライセンスを作成する
セルフマネージドライセンスは、ソフトウェアベンダーとの契約におけるライセンス条件を表します。
セルフマネージドライセンスでは、ライセンスのカウント方法 (vCPUs やインスタンス数など) を指定し
ます。また、割り当てられたライセンス数を超えて使用できないように、使用量の制限も指定されていま
す。さらに、テナンシータイプなど、ライセンスに関するその他の制約条件を指定することもできます。
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Oracle Database製品の要件

製品情報を追加してOracle Database 製品の自動検出を構成する場合、次の要件が適用されます。

• サポートされているライセンスカウントタイプはvCPU です。
• ルールはサポートされていません。
• ハードライセンスの制限はサポートされません。
• セルフマネージドライセンス 1 つにつき 1 つの製品バージョンを追跡できます。
• 同じセルフマネージドライセンス (セルフマネージドライセンス) を使用してOracle 製品およびその他の

製品を追跡することはできません。

コンソールを使用してセルフマネージドライセンスを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[セルフマネージドライセンス] を選択します。
3. [自己管理ライセンスの作成] を選択します。
4. [Configuration details] パネルで次の情報を入力します。

• 自己管理ライセンス名 — 自己管理ライセンスの名前。
• [Description] セルフマネージドライセンス (オプション) セルフマネージドライセンス。
• ライセンスタイプ — このライセンスのカウントモデル (vCPUs、コア、ソケット、インスタンス)。
• [数] <option>—ライセンスタイプに応じて表示されるオプション。ライセンス制限を超える

と、License Manegerが、通知 (ソフト制限) またはリソース使用制限 (ハード制限) のいずれかを行
います。

• [ライセンス制限の実施] —選択すると、ライセンス制限がハード制限になります。
• ルール —1つ以上のルール。ルールごとに、ルールタイプを選び、ルール値を入力して、[Add rule] 

を選択します。表示されるルールタイプはライセンスタイプにより異なります。具体例を挙げる
と、最小値、最大値およびテナンシーなどがあります。テナンシー属性を指定しない場合は、すべ
てのタイプを使用できます。

5. (オプション)[Automated discovery rules] (自動検出ルール) パネルで以下の操作を行います。

a. [automated discovery] (p. 40)(自動検出) を使用して、検出および追跡する各製品の製品名、製
品タイプ、リソースタイプを選択します。

b. [Stop tracking instances when software is uninstalled](ソフトウェアのアンインストール時にイン
スタンスの追跡を停止する)を選ぶと、ソフトウェアがアンインストールされ、ライセンスのア
フィニティ期間が経過したことをライセンスマネージャーが検出した後、ライセンスを再利用で
きるようになります。

c. (オプション)お客様のアカウントが組織のライセンス マネージャーの管理アカウントの場合、自
動検出から除外するリソースを定義するオプションがあります。これを行うには、Add exclusion 
rule(除外ルールを追加する) をクリックし、フィルタリングするプロパティを選択します。AWS
アカウントID とリソースタグがサポートされたら、そのプロパティを識別するための情報を入力
します。

6. (オプション) [Tags] パネルを展開し、セルフマネージドライセンスに 1 つ以上のタグを追加します。
タグはキーと値のペアです。タグごとに次の情報を記入してください。

• [キー] —検索可能なキー名。
• 値 — キーの値。

7. [Submit] (送信) を選択します。

コマンドラインを使用してセルフマネージドライセンスを作成するには

• create-license-configuration (AWS CLI)
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• 新着アルバムLicenseConfiguration (AWS Tools for PowerShell)

セルフマネージドライセンスの共有
AWS Resource Access Managerを使用して、AWS自己管理ライセンスを任意のアカウントと共有するこ
とも、を介して共有することもできますAWS Organizations。詳細については、AWS RAM ユーザーガイ
ドを参照してください。

セルフマネージドライセンスを編集する
自己管理ライセンスでは、次のフィールドの値を編集できます。

• セルフマネージドライセンス名
• 説明
• の数 <option>
• ライセンスタイプ制限の実施

セルフマネージドライセンスを編集するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[セルフマネージドライセンス] を選択します。
3. セルフマネージドライセンスを選択します。
4. [Actions]、[Edit] の順に選択します。
5. 必要に応じて詳細を編集し、「更新」を選択します。

コマンドラインを使用してセルフマネージドライセンスを編集するには

• update-license-configuration (AWS CLI)
• 更新用リンクLicenseConfiguration (AWS Tools for PowerShell)

セルフマネージドライセンス (セルフマネージドライ
センス) の無効化
セルフマネージドライセンスを非アクティブ化しても、そのライセンスを使用している既存のリソースは
影響を受けず、そのライセンスを使用する AMI は引き続き起動できます。ただし、ライセンスの消費は追
跡されなくなります。

セルフマネージドライセンスが無効にされた場合は、実行中のインスタンスに添える事ができなくなりま
す。アクティベーション解除後は、セルフマネージドライセンスでは起動できません。

セルフマネージドライセンスを無効にするには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[セルフマネージドライセンス] を選択します。
3. セルフマネージドライセンスを選択します。
4. Action(アクション)、Deactivate(無効化)を選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、

[Deactivate (無効化)] を選択します。
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コマンドラインを使用してセルフマネージドライセンスを無効にするには

• update-license-configuration (AWS CLI)
• 更新用リンクLicenseConfiguration (AWS Tools for PowerShell)

セルフマネージドライセンスを削除する
セルフマネージドライセンスを削除する前に、すべてのリソースの関連付けを解除する必要があります。
新しいライセンスルールでやり直す必要がある場合は、セルフマネージドライセンスを削除できます。ソ
フトウェアベンダーのライセンス条件が変更された場合は、既存のリソースの関連付けを解除し、セルフ
マネージドライセンスを削除し、更新した条件が反映された新しいセルフマネージドライセンスを作成し
て既存のリソースと関連付けることができます。

コンソールを使用してセルフマネージドライセンスを削除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[セルフマネージドライセンス] を選択します。
3. セルフマネージドライセンスの名前を選択して、ライセンスの詳細ページを開きます。
4. 各リソースを（個別または一括で）選択し、「リソースの関連付けを解除」を選択します。リストが

空になるまで繰り返します。
5. [ Actions] で、[Delete] を選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択しま

す。

コマンドラインを使用してセルフマネージドライセンスを削除するには

• delete-license-configuration (AWS CLI)
• クリップの削除LicenseConfiguration (AWS Tools for PowerShell)

License Maneger のライセンスルール
自動管理ライセンスルールを作成したら、それを関連する起動メカニズムに添付して、新しいリソースの
コンプライアンス違反のデプロイを直接防ぐことができます。組織内のユーザーは、指定されたAMIから
シームレスに EC2 インスタンスを起動でき、管理者は組み込みのLicense Maneger ダッシュボードを介し
てライセンスインベントリを追跡できます。起動コントロールとダッシュボードアラートによって、容易
にコンプライアンス遵守を図ることができます。

Important

AWS は、ソフトウェアベンダーとの監査プロセスには参加しません。お客様はコンプライア
ンスに責任を負い、ライセンス契約に基づいてルールを注意深く理解しキャプチャしてLicense 
Maneger に取り込むことに責任を負うものとします。

ライセンスの追跡は、インスタンスにルールが添付されてから終了されるまで行われます。使用制限とラ
イセンスルールを定義することにより、License Manegerはデプロイメントを追跡して、ルール違反を警
告します。ハード制限を設定すると、License Maneger によりリソースの起動を妨ぐことができます。

追跡対象のサーバーが停止または終了すると、そのライセンスは解放され、利用可能なライセンスのプー
ルに戻されます。

運用とコンプライアンスへのアプローチは組織によって異なるため、License Maneger では複数の起動メ
カニズムをサポートしています。
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• 手動での自己管理ライセンス設定とAMIの関連付け —オペレーティングシステムや他のソフトウェアの
ライセンスを追跡するため、組織内での広い使用に公開する前に、ライセンスルールをAMIに添付する
ことができます。これらのAMIからのデプロイメントは、ユーザーによる追加のアクションを必要とせ
ずに、License Maneger によって自動的に追跡されます。Systems Manager Automation、VM Import/
Export およびPackerといった現在お使いのAMI作成メカニズムにライセンスルールを添付することもで
きます。

• Amazon EC2 起動テンプレートやAWS CloudFormation AMI へのライセンスルールをAMIに添付しない
場合には、EC2起動テンプレートまたはAWS CloudFormationテンプレートでオプションパラメータと
して指定することもできます。これらのテンプレートを使用したデプロイメントはLicense Manegerを
使って追跡されます。自己管理ライセンスフィールドに1つ以上の自己管理ライセンス IDを指定するこ
とで、AWS CloudFormation EC2起動テンプレートまたはテンプレートにルールを適用できます。

AWS では、ライセンス追跡データをお客様の機密データとして扱います。このデータには、ライセンスを
所有するAWSアカウントを通じてのみアクセスできます。AWSはお客様のライセンス追跡データにアクセ
スすることはできません。お客様はライセンス追跡データを管理し、いつでも削除することができます。

自己管理ライセンスと AMI の関連付け
以下の手順では、LicLicense Manager egerコンソールを使用して、自己管理ライセンスをAMIに関連付け
る方法を示します。この手順では、少なくとも1つの既存のセルフ管理ライセンスがあることを前提として
います。自己管理ライセンス設定では、所有または共有されている、アクセス可能な任意のAMIに、自己
管理ライセンスを関連付けることができます。AMIがユーザーと共有されている場合は、現在のアカウン
トの自己管理ライセンス設定に関連付けることができます。それ以外の場合は、AMIをすべてのアカウン
トの自己管理ライセンス設定に関連付けるか、現在のアカウントでのみ関連付けるかを指定できます。

すべてのアカウントのセルフ管理ライセンス設定にAMIを関連付けると、アカウント間でAMIからのインス
タンスの起動を追跡できます。ハードリミットに達すると、License Maneger は追加のインスタンスの起
動をブロックします。ソフト制限に達すると、License Maneger は追加のインスタンスの起動を通知しま
す。ユーザーがAMI をコピーしたり、AMIから起動したインスタンスからAMIを作成するなど、別のメカニ
ズムを介してAMIにアクセスできないようにする必要があります。

セルフマネージドライセンスと AMI を関連付けるには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[自己管理ライセンス] を選択します。
3. 自己管理ライセンスの名前を選択して、ライセンスの詳細ページを開きます。現在関連付けられてい

るAMIを表示するには、関連付けられているAMIを選択します。
4. [Associated AMI] を選択します。
5. [Available AMIs] で、1 つまたは複数のAMIを選択し、[Associate]を選択します。

• アカウントが少なくとも AMIsの1 つのを所有している場合は、所有しているAMIsのAMIアソシ
エーションスコープを選択するように求められます。別のアカウントから共有されたAMIは、お
客様のアカウントにのみ関連付けられます。[Confirm] (確認) を選択します。

• AMIが別のアカウントからユーザーと共有されている場合、AMIはお客様のアカウントにのみ関連
付けられます。

新しく関連付けられたAMIは［ライセンスの詳細］ページの関連付けられているAMIsタブに表示され
ます。

自己管理ライセンスと AMI の関連付け解除
以下の手順では、License Manegerコンソールを使用して、LicLicense Manager egerコンソールを使用し
て、自己管理ライセンスをAMIからAMIを切り離す方法を説明します。登録解除されたAMIの関連付けを解
除することはできません。License Maneger は 登録解除されたAMIを8時間ごとにチェックし、自動的に関
連付けを解除します。
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セルフマネージドライセンスと AMI の関連付けを解除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[自己管理ライセンス] を選択します。
3. 自己管理ライセンスの名前を選択して、ライセンスの詳細ページを開きます。
4. [Associated AMIs] を選択します。
5. AMIを選択し、AMI関連付け解除を選択します。

License Manager の使用状況レポート
AWS License Managerを使用するとライセンス使用の定期的なスナップショットすることで、自己管理ラ
イセンスの履歴を追跡できます。使用状況レポートを設定することにより、License Manager egeは、お
客様の仕様に基づいて自己管理ライセンスのレポートをS3バケットに自動的にアップロードします。使用
状況レポートは、以前はレポートジェネレーターと呼ばれていました。複数の使用状況レポートを設定し
て、環境内の異なるライセンスタイプの設定を効果的に追跡できます。

Note

AWS License Managerは、レポートを保存しません。License Maneger レポートはS3バケットに
直接発行されます。使用状況レポートを削除すると、レポートはS3バケットに公開されなくなり
ます。

使用状況レポートの作成
使用状況レポートを作成するときには、License Manegeで追跡するセルフマネージドライセンスのタイ
プ、レポートを生成する頻度を定義する頻度間隔、およびレポートタイプを指定します。レポートはすべ
てCSV形式で生成され、S3バケットに発行されます。使用状況レポートでは、次のレポートタイプを 1 つ
以上生成できます。

セルフマネージドライセンス概要レポート

このレポートタイプには、消費されたライセンスの数およびセルフマネージドライセンスの詳細に関
する情報が含まれます。追跡されたセルフマネージドライセンスタイプは、ライセンス数、ライセン
スルール、および異なるリソースタイプ間のライセンスの配布などの詳細とともにリストされます。

リソース使用状況レポート

このレポートタイプには、追跡されるリソースとそのライセンス消費に関する詳細が示されます。指
定されたセルフマネージドライセンスタイプを使用して追跡される各リソースは、ライセンスID、リ
ソースのステータス、およびAWSリソースを所有するアカウントIDなどの詳細とともにリストアップ
されます。

使用状況レポートを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションパネルで [使用状況レポート] を選択します。
3. 使用状況レポートの作成を選択し、使用状況レポートの作成ペインでは、レポートのパラメータを定

義します。

a. 使用状況レポートの名前と、オプションで説明を入力します。
b. ドロップダウンの一覧からセルフマネージドライセンスのタイプを選択します。これは、使用状

況レポートがデータを生成する際のライセンスのタイプです。
c. 生成するレポートタイプを選択します。
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d. License Manager がレポートを発行する頻度を選択します。24時間に1回、7日に1回または 30日
に1回を選ぶことができます。

e. (オプション) [追加] タグをクリックして、使用状況レポートリソースを追跡します。
4. [使用状況レポートの作成] を選択します。

新しい使用状況レポートは、60分以内にレポートの公開を開始します。

アカウントにS3バケットをまだ関連付けていない場合、使用状況レポートの作成時に、License Manager 
egeがアカウントに新しい Amazon S3バケットを作成します。以前にクロスアカウントインベントリ
検索を有効にしたことがある場合、クロスアカウントインベントリ検索が有効化にされたときLicense 
Maneger が作成した S3バケットにレポートが送信されます。

レポートは、次の Amazon S3URI パターンでバケットにされます。

s3://aws-license-manager-service-*/Reports/usage-report-name/year/months/day/report-id.csv

使用状況レポートの編集
LLicense Manager egeコンソールからいつでも使用状況レポートを表示および変更できます。使用状況レ
ポートテーブルには、アカウント用に作成されたすべての使用状況レポートがリスト表示されています。
テーブルから、さまざまなレポートの概要を確認したり、使用状況レポートに関連付けられた Amazon S3
バケットにピボットし、レポート生成のステータスを表示できます。

使用状況レポートを編集するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションパネルで [使用状況レポート] を選択します。
3. テーブルから編集したい使用状況レポートを選択し、詳細を表示を選択します。
4. 編集を選択して、使用状況レポートを変更します。
5. 使用状況レポートに必要な変更を行い、変更の保存を選択します。

更新された使用状況レポートは1時間以内に新しいレポートを生成します。

Note

使用状況レポートの名前を変更すると、新しい名前を反映した License Manager egeS3バケット
内の新しいフォルダに、future レポートが送信されます。

使用状況レポートを削除する
使用状況レポートを削除すると、新しいレポートの生成が停止しますが、Amazon S3バケットと以前のレ
ポートはすべて影響を受けません。

Note

使用状況レポートが関連付けられている場合、アカウントからセルフマネージドライセンスを削
除することはできません。まず、使用状況レポートを削除する必要があります。

使用状況レポートを編集するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションパネルで [使用状況レポート] を選択します。
3. テーブルから編集したい使用状況レポートを選択し、詳細を表示を選択します。
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4. [削除] を選択します。この操作は、使用状況レポートを完全に削除します。

License Maneger でのライセンスタイプの変換
LLicense Manager では、ビジネスニーズの変化に応じて、ライセンスタイプをAWS提供ライセンスと
BYOL（BYOL）または自分のライセンスモデル（BYOL）に変更することができます。既存のワークロー
ドを再デプロイせずにライセンスタイプを変更できます。

ライセンスタイプ変換を使用して、次のシナリオでライセンスインベントリを最適化できます。

オンプレミスのワークロードを Amazon EC2 に移行してください

移行中に、ワークロードを Amazon EC2 にデプロイして、提供されたAWSライセンスを使用するこ
とができます。移行が完了したら、LLicense Manager のライセンスタイプ変換を使用して、インスタ
ンスのライセンスタイプをBYOLまたはBYOSに変更し、移行中にリリースされたライセンスを使用で
きるようにします。

ライセンス契約が終了したワークロードの継続実行

LLicense Manager のライセンスタイプ変換を使用して、BYOLまたはBYOSからAWS提供ライセンス
に切り替えることができます。このスイッチを使用すると、AWS pay-as-you 柔軟なライセンスモデ
ルで提供される完全に準拠したソフトウェアライセンスで、ワークロードの実行を継続できます。マ
イクロソフトやCanonicalなどのオペレーティングシステムのソフトウェアベンダーとのライセンス契
約の有効期限が近づいて更新する予定がない場合は、これを行うことができます。

コストの最適化

小規模なワークロードや不定期なワークロードでは、AWSライセンス（ライセンスを含む）インス
タンスの方がコスト的に有利な場合があります。BYOL または BYOS を使用する場合、これらのオ
プションには長期間の契約が必要になる場合があります。この場合、License ManeLicense Manager 
スタイプ変換を使用して、インスタンスをライセンスインクルードに切り替え、ライセンス関連のコ
ストを最適化することができます。さらに、ワークロードがより安定している場合や予測可能な場合
は、BYOLまたはBYOSに戻すことができ、自分の仮想マシン（VM）イメージからインスタンスを起
動した場合には、ソフトウェアベンダーから直接入手したライセンスメディアを使用することができ
ます。

延長メンテナンス

お使いの Ubuntu オペレーティングシステムが標準サポートの終了に達した場合は、Ubuntu Pro の有
料サブスクリプションを追加して、セキュリティアップデートを長期間受け取り続けることができま
す。詳細については、カノニカルドキュメントのUbuntu Pro を参照してください。

トピック
• ライセンスタイプ変換の対象となるライセンスタイプ (p. 18)
• 変換の前提条件 (p. 24)
• ライセンスタイプを変換する (p. 25)
• テナンシー変換 (p. 31)
• ライセンスタイプ変換のトラブルシューティング (p. 33)

ライセンスタイプ変換の対象となるライセンスタイプ
License Manager のライセンスタイプ変換は、サポートされているバージョンと Windows Server ライセ
ンスと Microsoft SQL Server ライセンスの組み合わせで使用できます。Ubuntu Linuxサブスクリプション
でライセンスタイプ変換を使用することもできます。
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目次
• Windows Server の対象となるライセンスタイプ (p. 19)

• SQL Server エディション (p. 19)
• 使用オペレーション値 (p. 19)
• メディア互換性 (p. 20)
• コンバージョンの経路 (p. 20)

• Linux の対象となるサブスクリプションタイプ (p. 23)

Windows Server の対象となるライセンスタイプ
Important

Amazon が提供する Amazon Machine Image (AMI) から起動されたインスタンスは、ライセンス
タイプを BYOL に変換することはできません。

Windows と SQL Server がライセンスタイプ変換の対象となるには、特定の要件を満たしている必要があ
ります。

トピック
• SQL Server エディション (p. 19)
• 使用オペレーション値 (p. 19)
• メディア互換性 (p. 20)
• コンバージョンの経路 (p. 20)

SQL Server エディション

サポートされている SQL Server エディション:

• SQL Serverスタンダード版
• SQL Server Enterprise Edition版
• SQL Serverウェブ版

使用オペレーション値

ライセンスタイプの変換により、インスタンスに関連付けられた使用状況操作の値が変更されます。次の
表に、サポートされているオペレーティングシステムの使用オペレーション値を示します。詳細について
は、「AMI 請求情報フィールド。」を参照してください。

オペレーティングシステムの詳細 使用操作

Windows Server BYOL RunInstances0800

Windows Server BYOL

SQL Server (任意のエディション) BYOL

RunInstances0800

ライセンスとしての Windows サーバが含まれてい
ます

RunInstances0002

ライセンスとしての Windows サーバが含まれてい
ます

RunInstances0002
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オペレーティングシステムの詳細 使用操作
SQL Server (任意のエディション) BYOL

ライセンスとしての Windows サーバが含まれてい
ます

SQL Server Web AS ライセンス込み

RunInstances0202

ライセンスとしての Windows サーバが含まれてい
ます

SQL Server Standard が含まれます SQL Server 
Standard

RunInstances0006

ライセンスとしての Windows サーバが含まれてい
ます

SQL Server Enterprise が含まれています SQL 
Server Enterprise

RunInstances0102

メディア互換性

次の表は、どのメディアがどのインスタンスライセンスモデルで使用できるかを示しています。

ソース ターゲット

BYOL ライセンス付属

AWS提供された Windows サーバ
イメージ

いいえ はい

AWS提供された SQL サーバーイ
メージ

いいえ はい

お使いの Windows サーバーメ
ディア ¹

はい はい

お使いの SQL サーバーのメディ
ア ²

はい はい

¹ インスタンスが、インポートした仮想マシン (VM) から最初に起動したことを示します。VM Import/
Export またはなどのサービスを使用して VM をインポートできますAWS Application Migration Service。

² 独自の SQL Server インストールメディア (.iso、.exe) を入手したことを示します。

コンバージョンの経路

次の表は、ソースライセンスモデルを BYOL とライセンス込みの間で別のライセンスモデルに変換できる
かどうかを確認したものです。詳細については、「ライセンスタイプを変換する (p. 25)」を参照してく
ださい。

Important

• Windows Server を BYOL として使用し、SQL Server をライセンスに含める構成はサポートさ
れていません。

• 「不要」と指定されているコンバージョンでは、使用操作の値は変わりません。
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ソース ターゲット

Windows 
Server BYOL

ライセンス
としての 
Windows 
サーバが含
まれていま
す

Windows 
Server BYOL

SQL Server

ライセンス
としての 
Windows 
サーバが含
まれていま
す

SQL Server

Windows 
Server BYOL

SQL Server 
をライセン
スとして含
む

ライセンス
としての 
Windows 
サーバが含
まれていま
す

SQL Server 
をライセン
スとして含
む

BYOL と
しての 
Windows 
サーバ (お使
いのメディ
ア)

Not needed Yes Not needed Yes † Unsupported Yes †

Windows 
サーバをラ
イセンスと
して含む 
(お使いのメ
ディア)

Yes * Not needed Yes * † Not needed 
▽

Unsupported Yes †

ライセンス
としての 
Windows 
サーバが含
まれていま
す (AWS画像
提供)

No ✗ Not needed No ✗ Not needed 
▽

Unsupported Yes †

BYOL と
しての 
Windows 
サーバ (お使
いのメディ
ア)

BYOL とし
ての SQL 
サーバ (お使
いのメディ
ア)

Not needed 
#

Yes Not needed Yes Unsupported Yes

Windows 
サーバをラ
イセンスと
して含む 
(お使いのメ
ディア)

BYOL とし
ての SQL 

Yes * Not needed 
#

Yes * Not needed Unsupported Yes
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ソース ターゲット
サーバ (お使
いのメディ
ア)

ライセンス
としての 
Windows 
サーバが含
まれていま
す (AWS画像
提供)

BYOL とし
ての SQL 
サーバ (お使
いのメディ
ア)

No ✗ Not needed 
#

No ✗ Not needed Unsupported Yes

BYOL と
しての 
Windows 
サーバ (お使
いのメディ
ア)

SQL Server 
をライセン
スとして含
む

Unsupported Unsupported Unsupported Unsupported Unsupported Unsupported

Windows 
Server (ライ
センスに含
まれていま
す) (AWS提
供された画
像またはメ
ディア)

SQL Server 
をライセン
スとして含
む (AWS画像
提供)

No ✗ No ✗ No ✗ No ✗ Unsupported Not needed

Windows 
サーバをラ
イセンスと
して含む 
(お使いのメ
ディア)

SQL Server 
をライセン
スとして含
む (お使いの
メディア)

Yes * ‡ ♣ Yes ‡ Yes * Yes Unsupported Not needed
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ソース ターゲット

ライセンス
としての 
Windows 
サーバが含
まれていま
す (AWS画像
提供)

SQL Server 
をライセン
スとして含
む (お使いの
メディア)

No ✗ Yes ‡ No ✗ Yes Unsupported Not needed

✗ ターゲットライセンスタイプへの変換はサポートされていないため、別の構成で新しいインスタンスを
デプロイする必要があります。詳細については、「メディア互換性 (p. 20)」を参照してください。

他の変換シナリオでは、ライセンス変換を実行するために次の手順を実行する必要がある場合がありま
す。

* ライセンスのアクティベーションに独自の KMS サーバーを使用するように、まず Windows 構成を変更
する必要があります。

‡ ライセンスに含まれている SQL Server に変換する前に、まず SQL Server をアンインストールする必要
があります。

♣ 最初に* と ‡ の手順を実行する必要があります。これらの手順が完了したら、ライセンスタイプをライ
センス込みの Windows Server に変換してから、ライセンスタイプを BYOL として Windows Server にも
う一度変換する必要があります。

† SQL Server を BYOL に変換する前に、まず SQL Server をインストールする必要があります。

SQL Server のライセンスタイプに関係なく、SQL Server のあるソースから SQL Server のないターゲッ
トに変換するときは、まず SQL Server をアンインストールする必要があります。

▽ SQL Server のないソースから SQL Server を搭載したターゲットに変換する場合 (SQL Server のライセ
ンスタイプに関係なく)、最初に SQL Server をインストールする必要があります。

Linux の対象となるサブスクリプションタイプ
ライセンスタイプ変換は、Ubuntu のバージョンで使用できます。サポートされているバージョンに
は、Ubuntu 18.04.1 LTSなどのアップデートが含まれています。サブスクリプションをUbuntu Proに切り
替えると、セキュリティアップデートがさらに5年間提供されます。詳細については、カノニカルドキュメ
ントのUbuntu Pro を参照してください。

サポートされている Ubuntu のバージョン:

• Ubuntu 16.04 LTS
• Ubuntu 18.04 LTS
• Ubuntu 20.04 LTS
• Ubuntu 22.04 LTS
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オペレーティングシステムの詳細 使用操作

Linux/UNIX RunInstances

Ubuntu Pro RunInstances:0

Linux のコンバージョンパス

サポートされているバージョンの Ubuntu LTS を Ubuntu Pro に変換できます。Ubuntu Pro から Ubuntu 
LTS に変換する必要がある場合は、にリクエストを送る必要がありますAWS Support。詳細について
は、サポートケースの作成を参照してください。

変換の前提条件
License Maneager でライセンスタイプを変換するには、一般的な前提条件とオペレーティングシステム固
有の前提条件があります。

ライセンスタイプの変換を実行する前に、次の一般的な前提条件を満たす必要があります。

• LLicense Manager egeAWS アカウント にオンボーディングする必要があります。AWS License 
Manager の開始方法 (p. 6) を参照してください。

• ライセンスタイプを変換する前に、対象となるインスタンスが停止状態になっている必要があります。
詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの停止と起動」を参照してください。

• ターゲットインスタンスで停止保護が有効になっている場合、変換処理は失敗します。詳細について
は、「ライセンスタイプ変換のトラブルシューティング (p. 33)」を参照してください。

• 対象となるインスタンスは、AWS Systems Manager インベントリで設定する必要があります。詳細に
ついては、AWS Systems Managerユーザーガイドの「AWS Systems Managerインベントリ」を参照し
てください。

• ユーザーまたはロールには、以下のアクセス許可が必要です。
• ssm:GetInventory
• ssm:StartAutomationExecution
• ssm:GetAutomationExecution
• ssm:SendCommand
• ssm:GetCommandInvocation
• ssm:DescribeInstanceInformation
• ec2:DescribeInstances
• ec2:StartInstances
• ec2:StopInstances
• license-manager:CreateLicenseConversionTaskForResource
• license-manager:GetLicenseConversionTask
• license-manager:ListLicenseConversionTasks
• license-manager:GetLicenseConfiguration
• license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
• license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource
• license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
• license-manager:ListLicenseConfigurations

Systems Manager Inventory の詳細については、AWSSystems Manager Inventoryを参照してください。

Windows インスタンスは次の前提条件を満たす必要があります。
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• Amazon が提供する Amazon Machine Image (AMI) から起動されたインスタンスは、ライセンスタイプ
を BYOL に変換することはできません。オリジナルの Amazon EC2 インスタンスは、独自の仮想マシ
ン (VM) イメージから起動する必要があります。VM を Amazon EC2 に変換する方法については、「VM 
Import/Export」を参照してください。

• 独自の VM イメージから起動するインスタンスに SQL Server をインストールするためのメディアを用
意する必要があります。

Linux インスタンスは、次の前提条件を満たす必要があります。

• インスタンスは Ubuntu LTS を実行している必要があります。
• Ubuntu Pro クライアントは Ubuntu オペレーティングシステムにインストールされている必要がありま

す。
• 次のコマンドを実行して、Ubuntu Pro Client がインストールされていることを確認します。

pro --version

• コマンドが見つからない場合、またはバージョンを更新する必要がある場合は、次のコマンドを実行
して Ubuntu Pro Client をインストールします。

apt-get update && apt-get dist-upgrade

• インスタンスが Ubuntu Pro サブスクリプションを有効にしてアップデートを受け取るには、複数のエン
ドポイントにアクセスできる必要があります。TCP ポート 443 経由のインスタンスからのアウトバウン
ドトラフィックが次のエンドポイントに到達することを許可する必要があります。
• https://contracts.canonical.com — Ubuntu Pro のアクティベーションに使用されます。
• https://esm.ubuntu.com — ほとんどのサービスの APT リポジトリアクセスに使用されます。
• https://api.snapcraft.io — スナップのインストールと実行に使用されます。
• https://dashboard.snapcraft.io — スナップのインストールと実行に使用されます。
• https://login.ubuntu.com — スナップのインストールと実行に使用されます。
• https://snapcraftcontent.com — コンテンツ開発ネットワーク (CDN) のダウンロードに使用されます。

ライセンスタイプを変換する
Windows ライセンス、Microsoft SQL Server ライセンス、および Ubuntu Linux サブスクリプション
は、License Manager コンソールまたはを使用して変換できますAWS CLI。インスタンスのオペレーティ
ングシステムでライセンスまたはサブスクリプションを変換するには、追加の手順を実行する必要がある
場合があります。

ライセンスタイプの変換は、License ManegerコンソールまたはAWS CLI。ライセンスタイプ変換を作
成すると、License Maneager はインスタンスの課金製品を検証します。これらの予備検証が成功する
と、License Manager はライセンスタイプの変換を作成します。ライセンスタイプ変換のステータス
は、list-license-conversion-tasks get-license-conversion-taskAWS CLIおよびコマンド
を使用して確認できます。

License Manager は、ライセンスタイプ変換の一環として、自己管理ライセンスに関連付けられているリ
ソースを更新する場合があります。具体的には、自動検出ルールが設定された自己管理ライセンスの場
合License Included、license included自動検出ルールによってリソースが明示的に除外されてい
る場合、License Managerはライセンスタイプ変換のリソースとライセンスの関連付けを解除します。

たとえば、自己管理ライセンスに 2 つの自動検出ルールがり、各ルールにライセンスつきの Windows 
Server が除外されている場合、BYOLからライセンスつきの Windows Server にライセンスタイプを変更
すると、自己管理ライセンスからインスタンスの関連付けが解除されます。ただし、2つの自動検出ルール
のうちの1つだけにLicense Includedルールが含まれていると、インスタンスの関連付けは解除されま
せん。
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ライセンスタイプの変換中は、インスタンスを起動または停止しないでください。ライセンスタイプの変
換が成功すると、IN_PROGRESSそのステータスはからに変わりますSUCCEEDED。License Maneager の
ワークフロー中に問題が発生した場合は、ライセンスタイプ変換のステータスを更新しFAILED、ステータ
スメッセージをエラーメッセージで更新します。

Note

ライセンスタイプを変更しても、インスタンスの起動に使用するAMIの請求製品情報は変わりま
せん。正確な請求情報を取得するには、Amazon EC2 DescribeInstancesAPIを使用します。
さらに、AMIから請求情報を検索する既存のワークフローがある場合は、これらのワークフロー
を更新してDescribeInstancesを使用してください。

目次
• Windows Server のライセンスタイプを変換する (p. 26)

• ライセンスタイプ変換制限 (p. 26)
• License Maneger コンソールを使用してライセンスタイプを変換する (p. 27)
• AWS CLIを使用してライセンスタイプを変換する (p. 27)

• Linux向けのライセンスタイプを変換する (p. 29)
• ライセンスタイプ変換制限 (p. 29)
• License Maneger コンソールを使用してライセンスタイプを変換する (p. 29)
• AWS CLIを使用してライセンスタイプを変換する (p. 30)
• Ubuntu Pro サブスクリプションを削除する (p. 31)

Windows Server のライセンスタイプを変換する
License Manager コンソールまたはを使用して、対象の Windows および SQL Server インスタンスのライ
センスタイプを変換できます。AWS CLI

トピック
• ライセンスタイプ変換制限 (p. 26)
• License Maneger コンソールを使用してライセンスタイプを変換する (p. 27)
• AWS CLIを使用してライセンスタイプを変換する (p. 27)

ライセンスタイプ変換制限
Important

マイクロソフトソフトウェアの使用には、マイクロソフトのライセンス条項が適用されます。お
客様は、マイクロソフトのライセンス条項を遵守する責任があります。このドキュメントは便宜
上のものであり、お客様はこの資料の記述に依存することはできません。このドキュメントは、
法的助言を提供するものではありません。お使いの Microsoftソフトウェアに関するライセンスの
権限についてご質問がある場合は、お客様社内の法務部門、Microsoft、Microsoftの販売代理店に
お問い合わせください。

License Maneager では、マイクロソフトサービスプロバイダライセンス契約 (SPLA) に従って作成でき
るライセンス変換の種類が制限されています。ライセンスタイプの変換には、以下のような制限がありま
す。これは包括的なリストではなく、変更される可能性があります。

• Amazon EC2 インスタンスは、独自の仮想マシン (VM) イメージから起動する必要があります。
• ライセンス込みSQL Server は、Dedicated Hostでは実行できません。
• ライセンスに含まれるSQL Server インスタンスには、少なくとも4つのvCPUs が必要です。
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License Maneger コンソールを使用してライセンスタイプを変換する

LLicense Manager egeコンソールを使用して、ライセンスタイプを変換できます。

Note

停止状態であり、AWS Systems Manager Inventory で関連付けられているインスタンスのみが表
示されます。

コンソールでライセンスタイプの変換を開始するには、以下の手順に従います。

1. LLicense Manager ge コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインから、ライセンスタイプの変換を選択し、ライセンスタイプ変換の作成を

選択します。
3. [ソースオペレーティングシステム] で、変換するインスタンスのプラットフォームを選択します。

1. ウブントゥLTS
2. ウィンドウズ BYOL
3. Windows ライセンスが含まれています

4. (オプション) インスタンス ID または Usage オペレーションの値を指定して、使用可能なインスタン
スをフィルタリングします。

5. ライセンスを変換したいインスタンスを次を選択します。
6. ライセンスタイプの [使用量] 操作値を入力し、変換するライセンスを選択して、[次へ] を選択しま

す。
7. ライセンスタイプ変換設定に満足していることを確認し、[変換を開始] を選択します。

ライセンスタイプの変換の状況は、ライセンスタイプの変換パネルで確認できます。[変換ステータス] 列
には、変換のステータスが [進行中]、[完了]、または [失敗] として表示されます。

Important

Windows Server を付属のライセンスからBYOLに変換する場合は、マイクロソフトのライセンス
契約に従って Windows をライセンスをアクティベートする必要があります。詳細については、
「Convert Windows Server from license included to BYOL」を参照してください。

AWS CLIを使用してライセンスタイプを変換する

でライセンスタイプの変換を開始するにはAWS CLI:

インスタンスのライセンスタイプを判別する

1. AWS CLIがインストールと設定が完了していることを確認してください。詳細については、「
theAWS CLIのインストール、更新、アンインストール」および「 Configuring the AWS CLI」を参照
してください。

Important

theAWS CLIを更新する必要がある場合があります。次の手順で特定のコマンドを実行し、必
要なすべての出力を受け取ります。

2. create-license-conversion-task-for-resourceAWS CLIコマンドを実行する権限がある
ことを確認します。このエラーのヘルプについては、「LLicense Manager eerの IAM ポリシーの作
成 (p. 90)」を参照してください 。

3. インスタンスに現在関連付けられているライセンスタイプを特定するには、以下AWS CLIコマンドを
実行します。インスタンスID を、ライセンスタイプを確認したいインスタンスのIDに置き換えます。
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aws ec2 describe-instances --instance-ids <instance-id> --query 
 "Reservations[*].Instances[*].{InstanceId: InstanceId, PlatformDetails: 
 PlatformDetails, UsageOperation: UsageOperation, UsageOperationUpdateTime: 
 UsageOperationUpdateTime}"

4. 次のコードは、describe-instances コマンドに対するレスポンスの例です。こ
のUsageOperation値は、ライセンスに関連する請求情報コードであることに注意してくださ
い。UsageOperationUpdateTimeは請求コードが更新された時刻です。詳細については、Amazon 
EC2 API DescribeInstancesリファレンスのを参照してください。

"InstanceId": "i-0123456789abcdef",
"Platform details": "Windows with SQL Server Enterprise",
"UsageOperation": "RunInstances:0800",
"UsageOperationUpdateTime: "2021-08-16T21:16:16.000Z"

Note

Windows Server with SQL Server エンタープライズ BYOLの利用操作はWindows BYOLの利用操
作と同じです。なぜなら同一の請求となるためです。

Windows Serverを付属のライセンスから BYOL に変換する

Windows Server をライセンス付きから BYOL に変換した場合、License Maneger は Windows を自動的に
アクティブ化しません。インスタンスのAWSKMSサーバーを自社の KMSサーバーに切り替える必要があ
ります。

Important

付属ライセンスから BYOL に変換するには、オリジナルの Amazon EC2 インスタンスを独自の仮
想マシン（VM）イメージから起動する必要があります。VM を Amazon EC2 に変換する方法に
ついては、「VM Import/Export」を参照してください。Amazon Machine Image (AMI) から起動さ
れたインスタンスは、BYOL へのライセンス変換の対象外となります。

Microsoft Windows Serverのアクティベーションにどのような方法があるかは、Microsoft社の使用許諾契
約書をご確認ください。たとえば、KMS サーバーを使用している場合は、インスタンスの元の BYOL 設
定からKMSサーバーのアドレスを取得する必要があります。

1. インスタンスのライセンスタイプを変換するには、次のコマンドを実行し、ARNを変換するインスタ
ンスの ARNに置き換えます。

aws license-manager create-license-conversion-task-for-resource \ 
    --resource-arn <instance_arn> \ 
    --source-license-context UsageOperation=RunInstances:0002 \ 
    --destination-license-context UsageOperation=RunInstances:0800

2. ライセンスの変換後に Windows をアクティブ化するには、お客様がお使いのオペレーティングシステ
ムの Windows Server KMSサーバーを独自の KMSサーバーに指定する必要があります。Windows イ
ンスタンスにログインし、次のコマンドを実行します。

slmgr.vbs /skms <your-kms-address>

Windows ServerをBYOLからライセンス付に変換する

Windows Server をBYOLからライセンスインクルードに変換すると、License Maneger は自動的にインス
タンスのAWSKMSサーバーを切り替えます。
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インスタンスのライセンスタイプをBYOLからライセンスインクルードに変換するには、以下のコマンド
を実行し、ARNを変換したいインスタンスのARNに置き換えます。

aws license-manager create-license-conversion-task-for-resource \ 
    --resource-arn <instance_arn> \ 
    --source-license-context UsageOperation=RunInstances:0800 \ 
    --destination-license-context UsageOperation=RunInstances:0002 

Windows ServerをライセンスインクルードからBYOL版に、SQL Server StandardをBYOL版からライセン
スインクルードに変換します。

複数の製品を同時にかつ多方向に切り替えることができます。たとえば、Windows Server と SQL Server 
verververververの両方を 1 つのライセンスタイプ変換で変換できます。

Windows Server インスタンスのライセンスタイプをライセンスインクルードからBYOLに、SQL Server 
スタンダードをBYOLからライセンスインクルードに変換するには、以下のコマンドを実行し、ARNを変
換したいインスタンスのARNに置き換えます。

aws license-manager create-license-conversion-task-for-resource \ 
    --resource-arn <instance_arn> \ 
    --source-license-context UsageOperation=RunInstances:0002 \ 
    --destination-license-context UsageOperation=RunInstances:0804

Linux向けのライセンスタイプを変換する
License Manager コンソールまたはを使用して、対象のAWS CLI Ubuntu LTS インスタンスのライセンス
タイプを変換できます。

トピック
• ライセンスタイプ変換制限 (p. 29)
• License Maneger コンソールを使用してライセンスタイプを変換する (p. 29)
• AWS CLIを使用してライセンスタイプを変換する (p. 30)
• Ubuntu Pro サブスクリプションを削除する (p. 31)

ライセンスタイプ変換制限

ライセンスタイプの変換には、以下のような制限があります。これは包括的なリストではなく、変更され
る可能性があります。

• ライセンスタイプを Ubuntu Pro に変換するには、インスタンスが Ubuntu LTS を実行している必要があ
ります。

• Ubuntu Pro サブスクリプションではライセンスタイプ変換を使用できません。Ubuntu Pro サブスクリ
プションを削除するには、を参照してくださいUbuntu Pro サブスクリプションを削除する (p. 31)。

License Maneger コンソールを使用してライセンスタイプを変換する

LLicense Manager egeコンソールを使用して、ライセンスタイプを変換できます。

Note

停止状態であり、AWS Systems Manager Inventory で関連付けられているインスタンスのみが表
示されます。

29



AWS License Manager ユーザーガイド
ライセンスタイプを変換する

コンソールでライセンスタイプの変換を開始するには、以下の手順に従います。

1. LLicense Manager ge コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインから、ライセンスタイプの変換を選択し、ライセンスタイプ変換の作成を

選択します。
3. [ソースオペレーティングシステム] で、変換するインスタンスのプラットフォームを選択します。

1. ウブントゥLTS
2. ウィンドウズ BYOL
3. Windows ライセンスが含まれています

4. (オプション) インスタンス ID または Usage オペレーションの値を指定して、使用可能なインスタン
スをフィルタリングします。

5. ライセンスを変換したいインスタンスを次を選択します。
6. ライセンスタイプの [使用量] 操作値を入力し、変換するライセンスを選択して、[次へ] を選択しま

す。
7. ライセンスタイプ変換設定に満足していることを確認し、[変換を開始] を選択します。

ライセンスタイプの変換の状況は、ライセンスタイプの変換パネルで確認できます。[変換ステータス] 列
には、変換のステータスが [進行中]、[完了]、または [失敗] として表示されます。

AWS CLIを使用してライセンスタイプを変換する

でライセンスタイプの変換を開始するにはAWS CLI、インスタンスのライセンスタイプが適格であること
を確認してから、ライセンスタイプの変換を実行して必要なサブスクリプションに変更する必要がありま
す。対象となるサブスクリプションタイプの詳細については、を参照してくださいLinux の対象となるサ
ブスクリプションタイプ (p. 23)。

インスタンスのライセンスタイプを判別する

AWS CLIがインストールと設定が完了していることを確認してください。詳細については、「のインス
トール、更新、およびアンインストール」AWS CLI および「の設定」を参照してくださいAWS CLI。

Important

theAWS CLIを更新する必要がある場合があります。次の手順で特定のコマンドを実行し、必要
なすべての出力を受け取ります。create-license-conversion-task-for-resourceAWS 
CLIコマンドを実行する権限があることを確認します。詳細については、「LLicense Manager eer
の IAM ポリシーの作成 (p. 90)」を参照してください。

インスタンスに現在関連付けられているライセンスタイプを特定するには、以下AWS CLIコマンドを実行
します。インスタンスID を、ライセンスタイプを確認したいインスタンスのIDに置き換えます。

aws ec2 describe-instances --instance-ids <instance-id> --query 
 "Reservations[*].Instances[*].{InstanceId: InstanceId, PlatformDetails: PlatformDetails, 
 UsageOperation: UsageOperation, UsageOperationUpdateTime: UsageOperationUpdateTime}"

次のコードは、describe-instances コマンドに対するレスポンスの例です。UsageOperation値は、ラ
イセンスに関連する請求情報コードです。使用操作の値がの場合、RunInstancesAWSインスタンスは提
供されたライセンスを使用していることを示します。UsageOperationUpdateTimeは請求コードが更新
された時刻です。詳細については、Amazon EC2 API DescribeInstancesリファレンスのを参照してくださ
い。

"InstanceId": "i-0123456789abcdef",
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"Platform details": "Linux/UNIX",
"UsageOperation": "RunInstances",
"UsageOperationUpdateTime: "2021-08-16T21:16:16.000Z"

Ubuntu プロに変換

インスタンスをUbuntu LTSからUbuntu Proに変換する場合、Canonicalサーバーからライセンストークン
を取得するためにインスタンスからアウトバウンドインターネットにアクセスでき、Ubuntu Pro Clientが
インストールされている必要があります。詳細については、「変換の前提条件 (p. 24)」を参照してくだ
さい。

Ubuntu LTS を Ubuntu Pro に変換するには:

1. インスタンスの ARNAWS CLI を指定しながら、から以下のコマンドを実行します。

aws license-manager create-license-conversion-task-for-resource \ 
    --resource-arn <instance_arn> \ 
    --source-license-context UsageOperation=RunInstances \ 
    --destination-license-context UsageOperation=RunInstances:0g00

2. インスタンス内から次のコマンドを実行して、Ubuntu Pro のサブスクリプションステータスに関する詳
細を取得します。

pro status

3. 出力結果から、インスタンスに有効な Ubuntu Pro サブスクリプションがあることが示されていること
を確認します。

Ubuntu Pro サブスクリプションが有効な Ubuntu pro コマンドの出力例。

Ubuntu Pro サブスクリプションを削除する

ライセンスタイプの変換は、Ubuntu LTS から Ubuntu Pro への変換にのみ使用できます。Ubuntu Pro から 
Ubuntu LTS に変換する必要がある場合は、にリクエストを送る必要がありますAWS Support。詳細につ
いては、サポートケースの作成を参照してください。

テナンシー変換
お客様のユースケースに合わせて、インスタンスのテナンシーを変更することができます。modify-
instance-placementAWS CLIコマンドを実行して、次のテナンシーを切り替えることができます。

• 共有
• Dedicated Instance
• Dedicated Host
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• リソースグループをホストします

お客様のアカウントには、Dedicated Hostのテナンシータイプに変更するために、インスタンスを開始す
るための利用可能な容量を持つDedicated Hostが必要です。Host Resource Groups テナンシータイプに移
行するには、アカウントに少なくとも 1 つのホストResource Groups が必要です。

テナンシー属性変換制限

テナンシー属性変換には、以下の制限が適用されます。

• Linux 請求コードは、すべてのテナンシータイプで許可されています。
• Windows BYOL 請求コードは、共有テナンシーでは使用できません。
• Windows Server ライセンスに含まれる請求コードは、すべてのテナンシータイプで許可されています。
• サポートされているすべての SQL Server エディション、Red Hat(RHEL)、および SUSE (SLES) ライセ

ンスに含まれる課金コードは、共有テナンシーおよびハードウェア専有インスタンスで許可されていま
す。ただし、これらの請求コードは、Dedicated HostsおよびホストResource Groups では許可されませ
ん。

• Windows Server 以外のライセンスに含まれる課金コードは、専用ホストおよびホストResource Groups 
では許可されません。

AWS CLIを使ってインスタンスのテナンシーを変更するには

テナンシーを変更するには、インスタンスがstoppedその状態にある必要があります。

インスタンスを停止するには、次のコマンドを実行します。

aws ec2 stop-instances --instance-ids <instance_id>

インスタンスを任意のテナンシーからdefault ordedicated テナンシーに変更するには次のコマンドを
実行します。

default

aws ec2 modify-instance-placement --instance-id <instance_id> \ 
  --tenancy default

dedicated

aws ec2 modify-instance-placement --instance-id <instance_id> \ 
  --tenancy dedicated

インスタンスを任意のテナンシーから hosthost 自動配置付きのテナンシーに変更するには次のコマンド
を実行します。

aws ec2 modify-instance-placement --instance-id <instance_id> \ 
  --tenancy host --affinity default

特定のDedicated Hostを対象に、host任意のテナンシーからテナンシーへとインスタンスを変更するに
は、以下のコマンドを実行します。

aws ec2 modify-instance-placement --instance-id <instance_id> \ 
  --tenancy host --affinity host --host-id <host_id>
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インスタンスを任意のテナンシーから hosthost テナンシーホストリソースグループに変更するには次の
コマンドを実行します。

aws ec2 modify-instance-placement --instance-id <instance_id> \ 
  --tenancy host --host-resource-group-arn <host_resource_group_arn>

ライセンスタイプ変換のトラブルシューティング
トラブルシューティングのトピック

• Windows アクティベーション (p. 33)
• インスタンス [インスタンス] は Amazon が所有する AMI から起動されます。BYOL AMI から最初に起

動されたインスタンスを提供します。 (p. 33)
• インスタンス [instance] が BYOL AMI から起動されたことを検証できませんでした。インスタンスで 

SSM エージェントが実行中であることを確認します。 (p. 33)
• CreateLicenseConversionTaskForResourceオペレーションを呼び出すときにエラーが発生しました 

(InvalidParameterValueException): ResourceId -[instance] はライセンスタイプを変更するには無効な
状態です。 (p. 34)

• EC2 インスタンス [インスタンス] を停止できませんでした。EC2 のアクセス許可があることを確認し
ます。StopInstances. (p. 34)

Windows アクティベーション
ライセンスタイプの変換には複数のステップが含まれます。場合によっては、Windows Server インスタン
スをBYOLからライセンスインクルードに変換すると、インスタンスの課金製品が正常に更新されます。
ただし、KMSサーバーがAWSKMSサーバーには切り替わらない場合があります。

この問題を解決するには、「EC2 Windows インスタンスで Windows アクティベーションが失敗した理
由」の手順に従ってください。 Systems Manager AWSSupport-ActivateWindowsWithAmazonLicenseの自
動化Runbook を使用して、Windowsをアクティブ化するか、またはインスタンスにログイン、AWS KMS 
サーバーに手動で切り替えます。

インスタンス [インスタンス] は Amazon が所有する AMI から起
動されます。BYOL AMI から最初に起動されたインスタンスを提
供します。
ライセンスタイプを自己所有ライセンスモデル (BYOL) に変換するには、インポートした AMI から 
Amazon EC2 Windows インスタンスを起動する必要があります。Amazon が所有する AMI から起動され
たインスタンスは、ライセンスタイプを BYOL に変換することはできません。詳細については、「変換の
前提条件 (p. 24)」を参照してください。

インスタンス [instance] が BYOL AMI から起動されたことを検証
できませんでした。インスタンスで SSM エージェントが実行中
であることを確認します。
ライセンスタイプの変換を成功させるには、まずインスタンスをオンラインにし、Systems Manager で
管理してインベントリを収集する必要があります。AWS Systems Managerエージェント (SSM エージェ
ント) は、オペレーティングシステムに関する詳細を含むインベントリをインスタンスから収集します。
詳細については、『AWS Systems Managerユーザガイド』の「SSM エージェントのステータスの確認と
エージェントの起動」と「SSM エージェントのトラブルシューティング」を参照してください。
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CreateLicenseConversionTaskForResourceオ
ペレーションを呼び出すときにエラーが発生しました 
(InvalidParameterValueException): ResourceId -[instance] はライ
センスタイプを変更するには無効な状態です。
ライセンスタイプ変換を実行するには、ターゲットインスタンスが停止状態である必要があります。詳細
については変換の前提条件 (p. 24)、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「インスタンス
の停止に関するトラブルシューティング」を参照してください。

EC2 インスタンス [インスタンス] を停止できません
でした。EC2 のアクセス許可があることを確認しま
す。StopInstances.
対象となるインスタンスでStopInstances EC2 API アクションを実行するアクセス許可が必要です。
また、ターゲットインスタンスで停止保護が有効になっていると、変換処理は失敗します。詳細について
は、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「実行中または停止中のインスタンスの停止保護を
無効にする」を参照してください。

AWS License Managerのリソースグループをホス
トします

Amazon EC2 Dedicated Host は、EC2 インスタンス容量を利用したお客様専用の物理サーバーです。ホス
トリソースグループは、単一のエンティティとして管理できるDedicated Hostの集合体です。インスタン
スを起動すると、License Managerはホストを割り当て、構成した設定に基づいてホストにインスタンス
を起動します。既存の Dedicated Hosts をホストリソースグループに追加し、License Manegerによる自動
ホスト管理を利用できます。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「専用ホスト」を参照して
ください。

ホストリソースグループを使用して、開発テストホストと製品、組織単位、ライセンス制約など、
目的別にホストを分けることができます。Dedicated Host をホストリソースグループに追加した後
は、Dedicated Hostで直接インスタンスを起動することはできません。ホストリソースグループを使用し
てインスタンスを起動する必要があります。

設定

ホストリソースグループには次の設定が可能です。

• ホストの自動割り当て —このホストリソースグループ内でインスタンスの起動が利用可能な容量を超
える場合、Amazon EC2 がお客様に代わって新しいホストを割り当てることができるかどうかを示しま
す。

• ホストの自動解放 —Amazon EC2 がお客様に代わって未使用のホストをリリースできるかどうかを示し
ます。未使用のホストには実行中のインスタンスはありません。

• ホストの自動復元 —Amazon EC2 が、予期せず障害が発生したホストから新しいホストにインスタンス
を移動できるかどうかを示します。

• 関連する自己管理ライセンス —このホストリソースグループ内のインスタンスを起動するために使用で
きる自己管理ライセンス。

• (オプション) インスタンスファミリー —起動できるインスタンスのタイプ。デフォルトで
は、Dedicated Host でサポートされているどのインスタンスタイプでも起動できます。起動した場
合Nitroベースインスタンスを作成すると、同じホストリソースグループ内の異なるインスタンスタイプ
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のインスタンスを起動できます。そうでなければ、同じホストリソースグループ内の同じインスタンス
タイプのインスタンスのみを起動する必要があります。

内容
• ホストリソースグループの作成 (p. 35)
• ホストリソースグループの共有 (p. 35)
• ホストリソースグループへのDedicated Hostsの追加 (p. 35)
• ホストリソースグループのインスタンスを起動する (p. 36)
• ホストリソースグループの変更 (p. 36)
• ホストリソースグループからの Dedicated Host の削除 (p. 37)
• ホストリソースグループを削除します。 (p. 37)

ホストリソースグループの作成
License ManegerがDedicated Hostsを管理できるようにホストリソースグループを設定してください。最
も高価なライセンスを最大限に活用するには、1つ以上のコアベースまたはソケットベースの自己管理ラ
イセンスをホストリソースグループに関連付けることができます。ホストの使用率を最適化するために、
ホストリソースグループですべてのコアベースまたはソケットベースの自己管理ライセンスを許可できま
す。

ホストリソースグループの作成

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ホストリソースグループ] を選択します。
3. [リソースグループの作成] を選択します。
4. ホストリソースグループの詳細では、ホストリソースグループの名前と説明を指定します。
5. EC2 Dedicated Host管理設定では、必要に応じて次の設定を有効または無効にします。

• ホストの自動割り当て
• ホストの自動解放
• ホストの自動復元

6. (オプション)追加設定で、ホストリソースグループで起動できるインスタンスファミリーを選択しま
す。

7. 自己管理ライセンスの場合、1 つ以上のコアベースまたはソケットベースの自己管理ライセンスを選
択してください。

8. (オプション) タグでは、1 つ以上のタグを追加します。
9. [作成] を選択します。

ホストリソースグループの共有
ホストリソースグループをAWS Organizationsで共有するのためにAWS Resource Access Managerを使用
できます。ホストリソースグループとセルフマネージドライセンスを共有した後、メンバーアカウントは
共有ホストリソースグループにインスタンスを起動できます。新しいホストは、ホストリソースグループ
を所有するアカウントに割り当てられます。メンバーアカウントがインスタンスを所有しています。詳細
については、AWS RAM ユーザーガイドを参照してください。

ホストリソースグループへのDedicated Hostsの追加
既存のホストをホストリソースグループに追加するには、AWS Management Console,AWS CLI, または
AWSAPIから行うことができます。ホストを追加するには、AWSDedicated Host およびホストリソースグ
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ループを作成したアカウントの所有者でなければならない。もしホストリソースグループに許可されたセ
ルフマネージドライセンスとインスタンスタイプがリストされている場合は、追加するホストがこれらの
要件を満たしている必要があります。

Note

インスタンスを停止して再起動するとします。以下の２つのタスクを実行する必要があります。

• ホストリソースグループを指すようにインスタンスを変更します。
• ホストリソースグループに一致するライセンスを関連付けます。

リソースグループの詳細については、AWS Resource GroupsAユーザーガイドを参照してください。

resource groupに 1 つ以上の Dedicated Hosts を追加するには、次の手順に従います:

1. License Maneger コンソールにログインしますhttps://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ホストリソースグループを選択します。
3. ホストリソースグループ名の一覧から、Dedicated Hostを追加したいホストリソースグループの名前

をクリックします。
4. Dedicated Hostsを選択します。
5. [{}Add{}] を選択します。
6. 1 つまたは複数の Dedicated Hosts を選択して、ホストリソースグループに追加します。
7. [Add] (追加) を選択します。

ホストの追加には 1から2 分かかる場合があり、それはDedicated Hostsのリストの中に表示されま
す。

ホストリソースグループのインスタンスを起動する
インスタンスの起動時に、ホストリソースグループを指定できます。たとえば、次のような実行インスタ
ンスコマンドを使用できます。コアベースまたはソケットベースの自己管理ライセンスを AMI に関連付け
る必要があります。

aws ec2 run-instances --min-count 2 --max-count 2 \
--instance-type c5.2xlarge --image-id ami-0abcdef1234567890 \
--placement="Tenancy=host,HostResourceGroupArn=arn"

Amazon EC2コンソールを使用することもできます。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの
「ホストリソースグループへのインスタンスの起動」を参照してください。

ホストリソースグループの変更
ホストリソースグループの設定はいつでも変更することができます。ホスト制限は、ホストリソースグ
ループ内の既存のホスト数より小さく設定することはできません。ホストのリソースグループにそのタイ
プのインスタンスが動作している場合は、インスタンスタイプを削除することはできません。

ホストリソースグループを変更するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ホストリソースグループ] を選択します。
3. ホストリソースグループを選択し、アクション、編集を選びます。
4. 必要に応じて設定を変更します。
5. [Save changes(変更の保存) ] をクリックします。
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ホストリソースグループからの Dedicated Host の削
除
ホストリソースグループからホストを削除しても、そのホストで実行されているインスタンスはホスト上
に残ります。ホストリソースグループに添付されたインスタンスは、グループに関連付けられたままにな
り、アフィニティによってホストに直接添付されたインスタンスは、同じプロパティを維持します。ホス
トリソースグループを他のAWSアカウントと共有する場合、LLicense Manegerは共有ホストを自動的に削
除し、コンシューマーは15日後にホストからインスタンスを移動するためのエビクション通知を受け取り
ます。ホストリソースグループから削除された Dedicated Host を操作するには、Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「Dedicated Host での作業」を参照してください。

次の手順に従って、Dedicated Hostをホストリソースグループから削除します。

1. License Maneger コンソールにログインしますhttps://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ホストリソースグループを選択します。
3. Dedicated Hostを削除したいホストリソースの名前をクリックします。
4. Dedicated Hostsを選択します。
5. ホストリソースグループから削除するDedicated Hostを選択します。または、ホストID、ホストタイ

プ、ホストの状態、またはアベイラビリティーゾーンで Dedicated Host を検索することもできます。
6. [Remove] (削除) を選択します。
7. もう一度確認のために削除を選択します。

ホストリソースグループを削除します。
ホストが存在しない場合は、ホストリソースグループを削除できます。

リソースグループを削除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ホストリソースグループ] を選択します。
3. ホストリソースグループを選択し、[アクション]、[削除] を選択します。
4. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

License Manager egeのインベントリ検索
License Manegerでは、Systems Manager (SSM) インベントリを使ってオンプレミスアプリケーション
を検出し、それにライセンスルールを添付することができます。これらのサーバーにライセンスルールを
添付したら、AWSLicense Manegerダッシュボードではサーバーと一緒にそれらを追跡することができま
す。

License Maneger はこれらのサーバーの起動時または終了時にライセンスルールを検証することはできま
せん。ノンAWSサーバの情報を保持するには up-to-date、LLicense Manager egeコンソールのインベント
リ検索セクションを使って、インベントリ情報を定期的に更新する必要があります。

Systems Managerはインベントリデータを30日間保存します。この期間中においては、Ping に応答しない
場合であってもLicense Manegerが、マネージドインスタンスをアクティブなインスタンスとしてカウン
トします。Systems Managerからインベントリデータが消去されると、License Maneger がそのインスタ
ンスを非アクティブとしてマークし、ローカルインベントリデータを更新します。マネージドインスタン
スの正確なカウントを保つには、Systems Managerで登録解除を手動で行い、License Manegerがクリー
ンアップ処理を実行できるようにします。
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Systems Managerのインベントリをクエリするには、Amazon S3バケットにインベントリを保存する
Resource Data Sync、組織アカウントからインベントリデータを集約するAmazon Athena、そして
AWS Glue高速なクエリエクスペリエンスを提供することが必要です。詳細については、「AWS License 
Manager のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

あなたの組織がAWSユーザーに AMI 派生インスタンスの作成や実行中のインスタンスへの追加ソフト
ウェアのインストールを制限していない場合にも、リソースインベントリの追跡は役立ちます。License 
Manegerには、インベントリ検索を使用してこれらのインスタンスとアプリケーションを簡単に検出する
メカニズムが用意されています。これらの検出されたリソースにルールを添付して、管理された AMIから
作成されたインスタンスと同じように、追跡と検証を行うことができます。

内容
• インベントリ検索を使用する (p. 38)
• インベントリの自動検出 (p. 40)

インベントリ検索を使用する
License ManegerはSystems Manager インベントリーを使用して、オンプレミスでのソフトウェアの使
用状況を確認できます。セルフマネージドライセンスをオンプレミスサーバーに関連付けると、License 
Manager egeは定期的にソフトウェアインベントリを収集し、ライセンス情報を更新し、ダッシュボード
を更新して使用状況を報告します。

タスク
• インベントリ検索の設定 (p. 38)
• インベントリ検索を使用する (p. 38)
• セルフマネージドライセンスへの自動検出ルールの追加 (p. 39)
• セルフマネージドライセンスとインベントリ検索の関連付け (p. 40)
• セルフマネージドライセンスとリソースの関連付けの解除 (p. 40)

インベントリ検索の設定
リソースインベントリ検索を使用する前に、次の要件を完了してください:

• License Maneger をAWS Organizationsアカウントに統合することで、アカウント間でのインベントリ
検索が可能になります。詳細については、「での設定AWS License Manager (p. 77)」を参照してく
ださい。

• 管理するサーバーとアプリケーションの自己管理型ライセンスを作成します。例えば、Microsoft社との
SQL Server Enterpriseのライセンス契約の条件を反映したセルフマネージドライセンスを作成します。

インベントリ検索を使用する
リソースインベントリを検索するには、次の手順を実行します。アプリケーションは、名前 (「SQL 
Server」で始まる名前など) と含まれているライセンスの種類 (たとえば、「SQL Server Web」のライセ
ンスでないもの) で検索できます。

リソースインベントリを検索するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションペインで、[インベントリ検索を使用する] を選択します。
3. フィルターオプションを指定して、表示されるリソースのリストの範囲を指定します。

Amazon EC2リソースでは、次のフィルターと論理演算子がサポートされています:
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• リソースID-リソースの IDです 論理演算子にはEqualsとNot equalsがあります。
• [アカウント ID]-リソースを所有するAWSアカウントのIDです。論理演算子にはEqualsとNot 

equalsがあります。
• プラットフォーム名—リソースのプラットフォーム。論理演算子にはEqualsとNot equals、Begins 

withおよび Containsがあります。
• [アプリケーション名] に、アプリケーションの名前を入力します。論理演算子にはEqualsとBegins 

withがあります。
• ライセンス込みの名前—含まれるライセンスのタイプ。論理演算子にはEqualsとNot equalsが

あります。使用できる値はSQL Server Enterprise,SQL Server Standard,SQL Server Web, およ
びWindows Server Data Centerです。

• タグ—リソースに割り当てられたタグのkey/valueの組み合わせです。タグ値はオプションです。論
理演算子にはEqualsとNot equalsがあります。Not equalsは、クロスアカウントディスカバリが有
効な場合にのみ表示されます。

Amazon RDSのリソースでは、以下のフィルターと論理演算子がサポートされています。

• エンジンのエディション—データベースエンジンのエディション。論理演算子はEqualsです。設
定可能な値は以下の通りです。Standard Edition、Standard Edition 1、Standard Edition 2、およ
びEnterprise Edition。

• ライセンスパック—ライセンスパック。論理演算子Equals。想定される値は次のとおりで
す。Spatial と Graph、アクティブData Guard、ラベルセキュリティ、オラクル・オンライン分析処
理 (OLAP)、および診断パックとチューニングパック。

詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「オラクルライセンス」を参照してください。

セルフマネージドライセンスへの自動検出ルールの追加
セルフマネージドライセンスに製品情報を追加すると、LLicense Manager egeは、それらの製品がインス
トールされているインスタンスのライセンス使用状況を追跡できます。詳細については、「インベントリ
の自動検出 (p. 40)」を参照してください。

セルフマネージドライセンスに自動検出ルールを追加するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. インベントリ検索ページを開きます。
3. リソースを選択し、自動検出ルールの追加を選択します。
4. 自己管理ライセンスの場合は、自己管理ライセンスを選択します。
5. 検出して追跡する製品を指定します。
6. (オプション) [ソフトウェアがアンインストールされたときにインスタンスの追跡を停止する]を選択し

ます。License Maneger がソフトウェアがアンインストールされ、ライセンスのアフィニティ期間が
経過したことを検出した後、ライセンスを再利用できるようにする。

7. （オプション）自動検出から除外するリソースを定義するには、除外ルールの追加を選択します。

Note

除外ルールは RDS 製品 (Oracle Database など) には適用されません。

a. フィルタリングしたいプロパティを選択してください。現在アカウントID、およびのタグがサ
ポートされています。

b. そのプロパティを識別するための情報を入力します。アカウントIDには12 桁のAWSアカウント
ID を指定します。タグにはキーバリューのペアを入力します。
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c. ステップ7 を繰り返して、ルールを追加します。
8. [Add] (追加) を選択します。

セルフマネージドライセンスとインベントリ検索の関連付け
管理が必要なアンマネージドリソースを特定した後は、自動検出ではなく、手動で自己管理型ライセンス
と関連付けることができます。

セルフマネージドライセンスをリソースに関連付けるには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. インベントリ検索ページを開きます。
3. リソースを選択し、セルフマネージドライセンスを選択します。
4. 自己管理ライセンス名には、自己管理ライセンスを選択します。
5. (オプション) [Share セルフマネージドライセンスを、すべてのメンバーアカウントと共有するを選択

します。
6. [関連付ける] を選択します。

セルフマネージドライセンスとリソースの関連付けの解除
ソフトウェアベンダーのライセンス条件が変更された場合は、手動で関連付けられたリソースの関連付け
を解除し、自己管理型ライセンスを削除できます。

セルフマネージドライセンスとリソースの関連付けを解除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[セルフマネージドライセンス] を選択します。
3. セルフマネージドライセンスの名前を選択します。
4. [Resources] (リソース) を選択します。
5. 自己管理ライセンスとの関連付けを解除するリソースをそれぞれ選択し、[Disassociate resource 

resource] を選択します。

インベントリの自動検出
License Manegerは、Systems Managerのインベントリーを使用してAmazon EC2インスタンスやオンプ
レミスインスタンスのソフトウェア使用状況を検出します。セルフマネージドライセンスに製品情報を追
加すれば、LLicense Manager egeはそれらの製品がインストールされているインスタンスを追跡します。
さらに、ライセンス契約に基づいて除外ルールを指定して、除外するインスタンスを決定することもでき
ます。AWSアカウントID、またはリソースタグに関連付けられたインスタンスを、自動検出の対象から除
外することができます。

自動検出は、新しいライセンスセット、既存の自己管理型ライセンス、またはインベントリ内のリソース
に追加できます。自動検出のためのルールは、UpdateLicenseConfigurationAPI コマンドを使用して、CLI
からいつでも編集できます。コンソールでルールを編集するには、既存のセルフマネージドライセンスを
削除して新しいライセンスを作成する必要があります。

自動検出を使用するには、セルフマネージドライセンスに製品情報を追加する必要があります。これ
は、インベントリ検索を使用してセルフマネージドライセンスを作成するときに行うことができます。

自動検出によって追跡されるインスタンスの関連付けを手動で解除することはできません。デフォルトで
は、自動検出では、ソフトウェアのアンインストール後に追跡対象インスタンスの関連付けが解除されま
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せん。ソフトウェアのアンインストール時にインスタンスの追跡を停止するように、自動検出を構成でき
ます。

自動検出を構成したら、License Maneger ダッシュボードからライセンスの使用状況を追跡できます。

前提条件

• License Manager ege をアカウントに統合することで、AWS Organizationsアカウント間でのインベン
トリ検索が可能になります。詳細については、「での設定AWS License Manager (p. 77)」を参照し
てください。

Note

単一のアカウントで自動検出を設定できますが、除外ルールを追加することはできません。
• インスタンスに Systems Manager インベントリをインストールしてください。

セルフマネージドライセンスの作成時に自動検出を設定するには

セルフマネージドライセンスを作成するときに、自動検出ルールと除外ルールを設定できます。詳細につ
いては、「セルフマネージドライライセンスを作成する (p. 11)」を参照してください。

既存のセルフマネージドライセンスに自動検出ルールを追加するには

次の手順を使用して、コンソールから既存のセルフマネージドライセンスに自動検出ルールを追加しま
す。またリソースID を選択し、自動検出ルールの追加を選択することで、インベントリ検索ルールからも
追加できます。

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のナビゲーションペインで、[セルフマネージドライセンス] を選択します。
3. セルフマネージドライセンスの名前を選択して、ライセンスの詳細ページを開きます。
4. 検出ルールの自動化[] タブで、[自動検出ルールの追加を選択します。
5. 検出して追跡する製品を指定します。
6. (オプション) [ソフトウェアがアンインストールされたときにインスタンスの追跡を停止する]を選択し

ます。License Maneger がソフトウェアがアンインストールされ、ライセンスのアフィニティ期間が
経過したことを検出した後、ライセンスを再利用できるようにする。

7. （オプション）自動検出から除外するリソースを定義するには、除外ルールの追加を選択します。

Note

除外ルールは RDS 製品 (Oracle Database など) には適用されません。

a. フィルタリングしたいプロパティを選択してください。現在アカウントID、およびのタグがサ
ポートされています。

b. そのプロパティを識別するための情報を入力します。アカウントID12 桁のAWSアカウントID を
値として指定します。タグにはキーバリューのペアを入力します。

c. ステップ 7 を繰り返して、ルールを追加します。
8. 完了したら [追加] を選択し自動検出ルールを適用します。

ライセンスマネージャーで付与されたライセンス
付与されたライセンスとは、組織が AWS Marketplace,AWS Data Exchangeから購入した製品のライセン
ス、またはソフトウェアをマネージドエンタイトルメントと統合した販売者から直接購入した製品のライ
センスです。ライセンス管理者はこれらのライセンスの使用を管理し、エンタイトルメントと呼ばれる使
用権を特定のAWSアカウントに配信するためにAWS License Managerを使用できます。

41

https://console.aws.amazon.com/license-manager/
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html
https://docs.aws.amazon.com/data-exchange/latest/userguide/what-is.html


AWS License Manager ユーザーガイド
付与されたライセンスを表示する

AWSData Exchange 製品に配布されているデータライセンスは、AWSData Exchangeを通じてAWSアカ
ウントに対して利用可能です。AWS Marketplaceからライセンスを配信する前に、サブスクリプションの
共有を有効にする必要があります。詳細については、組織でサブスクリプションを共有するを参照してく
ださい。

ライセンス管理者がAWS MarketplaceライセンスからAWSアカウントにエンタイトルメントを配布し、受
信者が付与されたライセンスを承諾してアクティベートすると、サブスクリプションはAWS Marketplace
を通じてAWSアカウントで利用可能になります。アカウントには、製品へのアクセス権もあります。例え
ば、ライセンス管理者が Amazon マシンイメージ(AMI)をAWS Marketplaceから購入し、お客様のAWSア
カウントにエンタイトルメントを配布した場合、AWS Marketplaceと Amazon EC2 を使用して AMI から 
Amazon EC2 インスタンスを起動できます。

トピック
• 付与されたライセンスを表示する (p. 42)
• 付与されたライセンスを管理する (p. 42)
• エンタイトルメントの配信 (p. 44)
• 権限の受理とアクティベーション (p. 46)
• ライセンスステータス。 (p. 47)
• 購入者アカウントの指標 (p. 48)

付与されたライセンスを表示する
License Manager には、認証された権限に基づいて付与されたライセンスを表示および管理するためのタ
ブが表示されます。付与されたライセンスページには、次のタブが表示されます。

マイライセンス

このタブは、ライセンLicense Manager で付与されたライセンスを表示するアクセス権を持つすべて
のユーザーが利用できます。タブには [マイグラントライセンス] セクションがあり、ライセンス ID
や製品名などの各ライセンスに関する情報が含まれています。このページから、各ライセンスに関す
る追加情報を表示できます。

ライセンス概要 (組織管理者用)

このタブは組織管理者のみが使用できます。このタブには [合計] セクションがあり、組織内のすべて
のアカウントにわたる製品と付与されたライセンスの合計数が表示されます。また、製品セクション
には、製品名や付与されたライセンス数など、各製品のプロパティを詳述した表が含まれています。

集約ライセンス (組織管理者用)

このタブは組織管理者のみが使用できます。このタブには、私の組織で付与されたライセンスの詳
細を示すセクションがあり、ライセンスIDや製品名などの各ライセンスに関する情報が含まれていま
す。このページから、各ライセンスに関する追加情報を表示できます。

付与されたライセンスを管理する
付与されたライセンスは、License Manager コンソールに表示されます。受信者は、製品を使用する前
に、付与されたライセンスを承諾してアクティベートする必要があります。ライセンスをどのように受け
入れ、アクティブにするかは、からのライセンスであるかどうかによって異なりAWS Marketplace、お客
様のアカウントがの組織のメンバーアカウントであるかどうかAWS Organizations、また組織ですべての
機能が有効になっているかどうかを確認します。

付与されたライセンスは、ライセンスのメタデータをリージョン間でレプリケーションする必要がありま
す。License Manager は、AWS リージョン付与された各ライセンスとその関連情報を他のライセンスに自
動的に複製します。これにより、お客様にライセンスが付与されたすべてのリージョンを一元的に把握す
ることができます。
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AWS MarketplaceとAWSのData Exchange からのライセンス

• お客様が購入したサブスクリプションのライセンスは自動的に受け入れられ、アクティブになります。
• もしすべての機能が有効な組織の管理アカウントがサブスクリプションを購入し、ライセンスをメン

バーアカウントに配布すると、ライセンスはメンバーアカウントで自動的に受け入れられます。管理ア
カウントまたはメンバーアカウントは、後でライセンスをアクティベートできます。

• もし一括請求機能のみ有効な組織の管理アカウントがサブスクリプションを購入し、ライセンスをメン
バーアカウントに配布する場合は、各メンバーアカウントがライセンスを承諾してアクティベートする
必要があります。

販売者からのライセンス

• ライセンスマネージャーを使用してライセンスを配布する製品のライセンスを承諾してアクティベート
する必要があります。

• もしすべての機能が有効な組織の管理アカウントが製品を購入し、ライセンスをメンバーアカウントに
配布すると、ライセンスはメンバーアカウントで自動的に受け入れられます。管理アカウントまたはメ
ンバーアカウントは、後でライセンスをアクティベートできます。

• もし一括請求機能のみ有効な組織の管理アカウントが製品を購入し、ライセンスをメンバーアカウント
に配布する場合は、各メンバーアカウントがライセンスを承諾してアクティベートする必要がありま
す。

Console (My licenses)

1 つのライセンスについて付与されたライセンスを表示および管理できますAWS アカウント。

アカウントで付与されたライセンスを管理するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションペインで、[Granted licenses] (付与されたライセンス)を選択します。
3. 現在選択されていない場合は、[マイライセンス] タブを選択します。
4. (オプション) フィルターオプションを使用して、次のような表示されるライセンスのリストを調

べます。

• 製品 SKU —ライセンスを作成する際にライセンス発行者が定義した、このライセンスの製品識
別子。同じ商品SKUが複数のISVにわたって存在する場合があります。

• 受信者 — ライセンス受領者の ARN。
• ステータス—ライセンスのステータス。例えば、使用可能。

5. ライセンスに関する追加情報を表示するには、ライセンス ID を選択して License の概要ページを
開きます。

6. ライセンス発行者がAWS Marketplace以外のエンティティである場合、最初の付与ステータスは
[Pending acceptance] (承認保留)です。以下のいずれかを実行します。
• [Accept & activate license(ライセンスの承認とライセンス有効化)]を選択します。その結果権

限ステータスは[Active(アクティブ)] になります。
• [Accept license(ライセンスの承認)]を選択します その結果権限ステータスは[Disabled](無効)

になります。ライセンスを使用する準備ができたら、[Activate license](ライセンスの有効化)
を選択します。

• [Reject license](ライセンスの拒否)を選択します。結果として権限ステータスは[Rejected] (拒
否)となります。ライセンスを拒否した後は、ライセンスをアクティブできません。

アクティベーションされたライセンスを引き続き使用したくない場合は、ライセンス概要ページに
戻って [ライセンスを非アクティブ化] を選択できます。非アクティブ化されたライセンスを引き続き
使用する場合は、ライセンス概要ページに戻り、[ライセンスをアクティブ化] を選択します。
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Console (Aggregated licenses)

組織内のすべてのアカウントから集約された付与済みライセンスを表示できます。

Important

付与されたライセンスを組織全体に表示するには、AWS OrganizationsAWS License 
Managerまずコンソール設定を使用してリンクする必要があります。詳細については、「で
の設定AWS License Manager (p. 77)」を参照してください。

付与されたライセンスをアカウント全体で管理するにはAWS Organizations

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションペインで、[Granted licenses] (付与されたライセンス)を選択します。
3. 現在選択されていない場合は、「集約ライセンス」タブを選択します。
4. (オプション) フィルターオプションを使用して、次のような表示されるライセンスのリストを調

べます。

• 製品 SKU —ライセンスを作成する際にライセンス発行者が定義した、このライセンスの製品識
別子。同じ商品SKUが複数のISVにわたって存在する場合があります。

• 受取人 — ライセンスが付与されている組織内のアカウント。
5. ライセンスに関する追加情報を表示するには、ライセンスID を選択してライセンスの詳細ページ

を開きます。
6. ライセンス発行者が以外の組織の場合はAWS Marketplace、次のいずれかの操作を行います。

• [ライセンスをアクティブ化] を選択します。その結果権限ステータスは[Active(アクティブ)]
になります。

• [ライセンスを非アクティブ化] を選択します。結果の付与ステータスは「非アクティブ」に
なります。

アクティベーションされたライセンスを引き続き使用したくない場合は、ライセンス概要ページに
戻って [ライセンスを非アクティブ化] を選択できます。非アクティブ化されたライセンスを引き続き
使用する場合は、ライセンス概要ページに戻り、[ライセンスをアクティブ化] を選択します。

AWS CLI

を使用して、付与されたライセンスを操作できます。AWS CLI

AWS CLI付与されたライセンスを管理するには

• accept-grant
• create-grant-version
• get-grant
• list-licenses
• list-received-grants
• list-received-grants-for-organization
• list-received-licenses
• list-received-licenses-for-organization
• reject-grant

エンタイトルメントの配信
もしすべての機能が有効になっている組織の管理アカウントでライセンス管理者が操作している場合は、
権限を作成することで、付与されたライセンスからエンタイトルメントの付与されたライセンスを組織に
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配布できます。詳細についてはAWS Organizations、「AWS Organizations用語と概念」を参照してくださ
い。

権限の受信者は、次のいずれかの方法で指定できます。

• AWS アカウントAn。指定したアカウントのみが含まれます。
• 組織ルート。組織全体のすべてのアカウントが含まれます。
• （ネストになっていない）。指定された OU と、指定された OU のアカウントすべてが含まれます。

Note

1つのライセンスにつき最大2,000個の権限を作成できます。

AWS License Managerコンソールまたはを使用して、AWS CLIエンタイトルメントを配布できます。コン
ソールで権限を作成するときに組織 ID または組織 ARN を指定できますが、には ARN 形式を使用する必
要がありますAWS CLI。例えば、ARN は次のようになります。

組織 ID ARN

arn:aws:organizations::<account-id-of-management-account>:organization/
o-<organization-id>

組織 OU ARN

arn:aws:organizations::<account-id-of-management-account>:ou/
o-<organization-id>/ou-<organizational-unit-id>

Console

権限を作成するには (コンソール)

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションペインで、[Granted licenses] (付与されたライセンス)を選択します。
3. ライセンス ID を選択して、ライセンスの概要ページを開きます。
4. [Grants(権限)]セクションから[Create grant(権限の作成)]を選択します。
5. [Grant details(権限の詳細)]パネルで以下を行います。

a. 権限の目的または受信者を特定できるように権限の名前を入力します。
b. 助成金受領者のAWS アカウント ID、AWS Organizations OUAWS Organizations ID または 

ARN、または ID または ARN を入力します。
c. [Create grant(権限の作成)]を選択します。

6. ライセンス概要ページの [助成金] パネルに、助成金のエントリが表示されます。権限の初期ス
テータスは[Pending acceptance(承認保留)] です。受信者が権限を受諾したとき、または受取人が
権限を[Rejected(拒否)] したとき、ステータスが [Active(アクティブ)] に変わります。

AWS CLI

AWS CLIを使用してエンタイトルメントを配布できます。AWS License ManagerAPI を使用するとき
は、組織 ID または OU を ARN 形式で指定する必要があります。

以下を使用して助成金を作成して一覧表示するにはAWS CLI:

• create-grant
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• list-distributed-grants

権限の詳細ページには、エンタイトルメントへのアクセスを権限をつけたアカウントのリストが表示され
ます。組織にライセンスを配布した後、各アカウントで個別にライセンスを非アクティブ化またはアク
ティブ化することができます。

権限の受理とアクティベーション
付与されたライセンスに対してグラントが作成されると、そのグラントは受領者に配布されます。付与さ
れたライセンスを承諾され、アクティブにしてから、付与されたライセンスを承諾してアクティベートす
る必要があります。グラントアクティベーションプロセスには、から提供されたグラントライセンス用の
追加オプションが含まれる場合がありますAWS Marketplace。

デフォルトでは、付与されたライセンスの付与概要ページのステータスはですPending Acceptance。
[]、[]AcceptAccept and Activate、または [Rejectグラント] を選択できます。承認されているが、
まだアクティブになっていない権限のステータスはDisabledです。承認済みおよび有効化された権限の
ステータスはActiveです。

付与されたライセンスを承諾され、アクティブにしてから、付与されたライセンスを承諾してアクティ
ベートする必要があります。デフォルトでは、付与されたライセンスの権限詳細ページのステータス
は[Pending acceptance(承認保留)] となっています。ライセンスを[Accept(承認)]、承認してアクティベー
ト、または 拒否のいずれかを選択することができます。承認されているが、まだアクティブになっていな
い権限のステータスは無効です。承認済みおよび有効化された権限のステータスはアクティブです。

Tip

組織の管理アカウントからの権限を自動的に受け入れることができます。権限の自動承認を有効
にするには、管理アカウントのAWS License Managerコンソール設定ページで組織のアカウント
をリンクさせます。

AWS Marketplaceからの同じ製品に対して2つのライセンスを同時にアクティベートすることはできませ
ん。2つのサブスクリプション（例えば、製品のパブリックオファーとプライベートオファー、製品のパブ
リックオファーとプライベートオファー、製品のサブスクリプションライセンスと同製品の付与されたラ
イセンス）がある場合は、次のいずれかの操作を行うことができます。

1. 同じ製品の既存のグラントを無効にしてから、新しいグラントを有効にします。
2. 新しいグラントを有効にし、既存のアクティブなグラントを無効にして新しいグラントに置き換えるこ

とを指定します。License ManagerAWS CLI コンソールまたは
a. License Manager コンソールを使用して新しい権限を有効化し、有効な権限を置き換えるには [はい] 

を選択します。
b. CreateGrantVersionAPI を使用して、ALL_GRANTS_PERMITTED_BY_ISSUERににを指定して新

しいグラントを有効化しますActive。ActivationOverrideBehaviorStatus

Console

License Manager コンソールを使用して、権限を有効にすることができます。から提供されたグラン
トを有効化するとAWS Marketplace、アクティブなグラントを置き換えるかどうかのオプションが表
示される場合があります。

• ライセンス管理者は、グラントを有効にするときにアクティブなグラントを置き換えるかどうかを
指定する必要があります。

• 権限付与者は、組織内の別のアカウントで助成金を有効にするときに、有効な助成金を置き換える
かどうかをオプションで指定できます。
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• 助成対象者として、分散型助成金を作成する権限者が、有効な補助金を置き換えるかどうかを指定
しなかった場合は、補助金を有効にするときに選択を行う必要があります。

グラントを有効にするには (コンソール)

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションペインで、[Granted licenses] (付与されたライセンス)を選択します。
3. ライセンス ID を選択して、ライセンスの概要ページを開きます。
4. 助成金名を選択して、助成金の概要ページを開きます。
5. 表示されたら、有効なグラントを置き換えるかどうかのアクティベーションオプションを選択して

ください。
a. いいえ — このオプションでは、受領者 (被付与者) の既存の有効な付与を置き換えることなく、

グラントを有効化します。
b. はい — このオプションを選択すると、同じ製品に対する付与が無効になり、定義済みの受信者 

(付与対象者) に対する新しい付与が有効になります。
i. 指定されたAWS アカウント。
ii. 指定された組織 OU のメンバーアカウント。
iii. 組織のすべてのメンバーアカウント。

6. (オプション) グラントを有効にする理由を入力します。
7. activate入力ボックスに入力し、[有効化] を選択します。

AWS CLI

を使用して、付与されたライセンスを操作できます。AWS CLI

以下を使用して分散型助成金を活用するにはAWS CLI:

• accept-grant
• create-grant-version
• list-received-grants
• list-received-grants-for-organization
• reject-grant

ライセンスステータス。
ライセンスには 2 つのステータスがあります。ライセンスの全体的な可用性と共有性を示すライセンスス
テータスとライセンスの使用能力を示す権限ステータスです。

以下の表は、付与されたライセンスのステータスを示しています。

ステータス 説明

[AVAILABLE] (利用可能) このライセンスは、使用および共有が可能です。

保留中 ライセンスはまだ処理中のため使用できません。

無効化 ライセンス発行者によってライセンスが無効化さ
れているため、使用できません。

SUSPENDED ライセンスは一時停止されているため、使用でき
ません。
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ステータス 説明

期限切れ ライセンスは、期限切れのため、使用できませ
ん。

PENDING_DELETE ライセンスは削除中のため使用できません。

削除済み ライセンス契約がキャンセルされているため、ラ
イセンスは使用できません。

以下の表は、権限のステータスを示しています。

ステータス 説明

保留中のワークフロー 権限は配布中です。

承認待ち 権限が作成されましたが、権限の被付与者がまだ
承諾していません。

拒否 助成金は助成金受領者によって拒否されました。

ACTIVE 権限は承諾され、使用可能な状態になっていま
す。許諾されたリソースを使用することができま
す。

FAILED_WORKFLOW 助成金は配布できませんでした。

削除済み 助成金は付与者によって削除されました。

PENDING_DELETE 配布された権限は削除中です。

DISABLED 権限は被付与者によって承諾されましたが、使用
可能な状態になっていません。

ワークフロー完了 組織への助成金が配布または回収されました。権
限詳細では、組織内の各アカウントに対する権限
付与のステータスが表示されます。

購入者アカウントの指標
販売者が発行したライセンスの使用記録の提出を許可するように設定すると、License Manager は出品者
アカウント、ルート購入者アカウント、 CloudWatch および使用状況を記録するアカウントにメトリック
を送信します。購入者アカウントとは、AWS アカウント販売者が発行したライセンスを購入または付与さ
れたアカウントです。詳細については、顧客へのライセンスの付与を参照してください。

使用状況ダッシュボード
販売者または独立系ソフトウェアベンダー（ISV）アプリケーションが購入者アカウントのライセンス
に対する使用状況を記録すると、使用量が記録されているアカウントとルート購入者のアカウントに
は、License Manager CloudWatch コンソールの使用状況ダッシュボードページに使用状況記録を含む
ウィジェットが表示されます。購入者は、ライセンスを配布したアカウントの指標も確認できますAWS 
Organizations。使用状況ダッシュボードページのグラフは、使用状況記録が送信されたすべてのライセン
スで確認できます。

次の図は、使用状況ダッシュボードの例です。
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販売したライセンス、ライセンスマネージャーで発
行したライセンス

独立系ソフトウェアベンダー（ISVs）は、AWS License Managerソフトウェアライセンスを管理し、エン
ドユーザーに配信するためにを使用することができます。発行者は、License Manegerダッシュボードを
使用して、販売者が発行したライセンスの使用状況を一元的に追跡できます。

License Manegerは、オープンで安全な業界標準を使用してライセンスを表現し、お客様が信頼性を暗号
化して検証することができます。License Maneger は、各ライセンスを非対称キーに関連付けます。ISV 
として、アシンメトリックのAWS KMSキーを所有し、アカウントに保存します。

販売者が発行したライセンスには、ライセンスメタデータのクロスリージョンレプリケーションが必要で
す。License Manegerは、販売者が発行したライセンスとその関連情報を他のリージョンに自動的に複製
します。

License Maneger では、次のようなさまざまなライセンスモデルがサポートされています。
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• Perpetual —ユーザーがソフトウェアを無期限に使用することができる有効期限のないライフタイムライ
センス。

• Floating —アプリケーションの複数のインスタンスで共有可能なライセンス。ライセンスは前払いで
き、固定の一連のエンタイトルメントを追加できます。

• Subscription —有効期限のあるライセンスで、特に無効化されていない限り自動的に更新されます。
• Umption based —APIリクエスト数、トランザクション数、ストレージ容量など、使用状況に応じて特定

の条件が設定されるライセンス。

License Maneger でライセンスを作成し、AWSIAMアイデンティティ、またはLicense Maneger によって
生成されたベアラートークンを使用して、お客様にライセンスを配信することができます。を使用したお
客様AWSアカウントは、ライセンスエンタイトルメントをAWSそれぞれの組織のアイデンティティして、
お客様にライセンスを配信することができます。。配布されたエンタイトルメントを持つお客様は、ソフ
トウェアとLicense Manegerを統合することで、そのライセンスから必要なエンタイトルメントをチェッ
クアウトしたり、チェックインしたりすることができます。

使用権限管理
License Maneger はライセンス機能をライセンスのエンタイトルメントとして取り込みます。エンタ
イトルメントは、限定または無制限の数量で特徴付けられます。制限されたエンタイトルメントの例
は、‘40GB のデータ転送’です。数量制限のエンタイトルメントの例は、‘Platinum Tier’です。

ライセンスには、付与されたすべてのエンタイトルメント、アクティベーションと有効期限、および発行
者の詳細が含まれます ライセンスはバージョン管理されたエンティティであり、各バージョンはイミュー
タブルです。ライセンスバージョンは、ライセンスが変更されるたびに更新されます。

制限付きエンタイトルメントをチェックアウトまたはチェックインするには、ISVアプリケーションで各
制限されたキャパシティの量を指定する必要があります。無制限のエンタイトルメントの場合、ISVアプ
リケーションは、チェックアウトまたは再度チェックインする関連するエンタイトルメントを指定する
だけです。最後に、制限付き機能では、“オーバーエイジフラグ” もサポートしています。これは、エンド
ユーザーが最初のエンタイトルメントの使用量を超えることができるかどうかを示すものです。License 
Manegerは、ISVの使用状況と超過状況を追跡し、レポートします。

ライセンス使用量
License Manegerでは、チェックアウトされたすべてのエンタイトルメントの数を維持することで、複数
のリージョンにわたってライセンスを一元的に追跡できます。また、License Manegerは、各チェックア
ウトに関連するユーザーのアイデンティティと基礎となるリソース識別子（使用可能な場合）を、チェッ
クアウトされた日時とともに追跡します。 CloudWatch Eventsを通じて、この時系列データを追跡できま
す。

ライセンスは、次に示す状態のいずれかになります。

• 作成済み — ライセンスが作成されます。
• Updated —ライセンスが更新されます。
• Deactivated —ライセンスは非アクティブ化されます。
• Deleted —ライセンスが削除されます。

要件
この機能を使用するには、次のLicense Maneger APIアクションを呼び出すためのアクセス許可が必要で
す。

{  
    "Version": "2012-10-17",      

50



AWS License Manager ユーザーガイド
要件

    "Statement": [  
      {  
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "license-manager:CreateLicense", 
            "license-manager:CreateLicenseVersion", 
            "license-manager:ListLicenses", 
            "license-manager:ListLicenseVersions", 
            "license-manager:GetLicense", 
            "license-manager:DeleteLicense", 
            "license-manager:CheckoutLicense", 
            "license-manager:CheckInLicense", 
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
            "license-manager:GetLicenseUsage", 
            "license-manager:CreateGrant", 
            "license-manager:CreateGrantVersion", 
            "license-manager:DeleteGrant", 
            "license-manager:GetGrant", 
            "license-manager:ListDistributedGrants" 
        ],  
        "Resource": "*" 
      }  
    ]  
}

License Manegerと統合する場合は、AWSアカウントはAWS Marketplaceの外で販売されたライセンスを
消費できます。ソフトウェアアプリケーションが License Maneger API を呼び出すためのロールを作成す
る必要があります。例えば、AWSCLIを使用できます。まず、create-role コマンドを使用して、という名
前のロールを作成しますAWSLicenseManagerConsumptionRole。

aws iam create-role  
    --role-name AWSLicenseManagerConsumptionRole  
    --description "Role used to consume licenses using AWS License Manager"  
    --max-session-duration 3600  
    --assume-role-policy-document file://trust-policy-document.json

以下はtrust-policy-document.jsonです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Federated": "openid-license-manager.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": { 
            "StringLike": { 
                "openid-license-manager.amazonaws.com:sub": "66a9bbf5-0896-460f-a1a9-
de535dcc175b"  
            } 
        } 
    }
}

次に、attach-role-
policyAWSLicenseManagerConsumptionPolicyAWSAWSLicenseManagerConsumptionRoleコマンドを使
用して管理ポリシーをロールに追加します。

aws iam attach-role-policy  
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 
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    --role-name AWSLicenseManagerConsumptionRole

出品者が発行したライセンスの作成
AWS Management Consoleを使用して顧客に付与するライセンスのブロックを作成するには、次の手順に
従います。または、CreateLicenseAPIアクションを使用してライセンスを作成することもできます。

コンソールを使用してライセンスを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のメニューで販売者が発行したライセンスを選択します。
3. 選択ライセンスの作成を選択します。
4. ライセンスメタデータで、次の情報を入力します。

• ライセンス名 —購入者に表示する名前（最大150文字）。
• ライセンスの説明 —このライセンスを他のライセンスと区別するための、400文字以内の任意の説

明です。
• Product SKU —製品SKU。
• Recipient —受取人の名前（会社または個人）。
• Home RegionAWS —ライセンスのリージョン。ライセンスはグローバルに使用できますが、ホー

ムリージョンでのみライセンスを変更できます。ライセンスの作成後にライセンスのホームリー
ジョンを変更することはできません。

• ライセンス開始日 —アクティベーションの日付。
• ライセンス終了日 —ライセンスの終了日（該当する場合）。

5. [消費設定] では、以下の情報を指定します。

• 更新頻度 —毎週、毎月、またはまったく更新しないかどうか。
• 消費量設定 —ライセンスを継続的接続に使用する場合は Provisional Consumption Configuration 

Options暫定消費の設定オプション、オフラインで使用する場合は Borrow を選択します。ライセン
スの有効期限を設定するには、Max time to live (minutes)と入力します。

6. [発行者] に、次の情報を入力します。

• エンターAWS KMSキーと入力—License Manager はこのキーを使って発行したキーを使って発行
したキーを使って発行したキーをエンター、認証します。詳細については、「ライセンスの暗号化
署名 (p. 108)」を参照してください。

• 発行した会社名 —販売者の会社名。
• 販売者レコード —オプションのビジネス名。
• 契約URL —ライセンス契約へのURL。

7. Entitlementには、ライセンスが受信者に付与する機能について、次の情報を提供します。

• 名前 —受取人の名前。
• ユニットタイプ —ユニットタイプを選択し、最大数を指定します。
• チェック　受信者が更新前にライセンスをチェックインする必要がある場合チェックインを許可し

ます。
• チェック　受信者が最大数を超えてリソースを使用できる場合には、超過が許可されます。このオ

プションでは、受信者に追加料金が発生する可能性があります。
8. ライセンスの作成を選択します。
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顧客へのライセンスの付与
新しいライセンスを追加した後、AWS Management Consoleを使用してAWSアカウントで顧客にライセン
スを付与できます。受取人は、ライセンスを使用する前に許可に同意する必要があります。詳細について
は、「ライセンスマネージャーで付与されたライセンス (p. 41)」を参照してください。

または、お客様がAWSアカウントをお持ちでない場合、License Maneger APIを使用してお客様が ライセ
ンスを消費 (p. 54)できるようにすることもできます。

コンソールを使用してお客様にライセンスを付与するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のメニューで販売者が発行したライセンスを選択します。
3. ライセンスのIDを選択して、詳細ページを開きます。
4. Grantsでは、Create grantを選択します。
5. [Grantの詳細] については、以下の情報を提供してください。

• Grant名 —Grant名。これは、検索機能を有効にするために使用されます。
• AWSアカウント IDAWS —ライセンス受取人のアカウント番号。
• ライセンス権

• 受信者が付与された資格を利用できる場合は、「消費」を選択します。
• AWS付与された資格を受取人が他のアカウントに分配できる場合は、「配布」を選択します。
• AWSID や認証情報を使用せずに共有ライセンスを認証するには、「オンプレミストークン生成を

許可」を選択します。
• 「使用記録の提出を許可」を選択すると、ライセンス受領者が使用タイプの使用記録を発行でき

るようになります。
• ホームリージョン —AWS リージョン ライセンス用。

6. 許可の作成を選択します。

AWSアカウントを使用せずに顧客の一時的な認証情報
を入手する
AWSアカウントがないお客様向に対しても、AWSアカウントを持つお客様と同じ方法でエンタイトルメン
トを使用することができます。以下の手順で、AWSアカウントを持っていないお客様の一時的なAWS認証
情報を取得します。APIコールは、ホームリージョンで行う必要があります。

License Maneger APIコールに使用する一時的な認証情報を取得するには

1. CreateTokenAPIアクションを呼び出して、JWTトークンとしてエンコードされたリフレッシュトーク
ンを取得します。

2. GetAccessTokenAPIアクションを呼び出し、CreateToken前のステップで受け取ったリフレッシュ
トークンを指定して、一時的なアクセストークンを受けとります。

3. AssumeRoleWithWebIdentityAPI アクションを呼び出
し、GetAccessTokenAWSLicenseManagerConsumptionRole前のステップで受け取ったアクセス
トークンと作成したロールを指定して、AWS一時的な認証情報を取得します。

AWS License Managerコンソールからトークンを作成するには

1. License Maneger コンソールから、AWSアカウントなしで使用したい特定のライセンス資格のライセ
ンス詳細ページに移動します。

2. トークンの作成を選択して一時アクセストークンを生成します。
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Note

一時的なアクセストークンを初めて生成するときには、License Manegerがお客様に代わっ
てサービスにアクセスできるように、サービス ロールを作成するように求められます。次の
サービスロールが作成されます。AWSLicenseManagerConsumptionRole。

3. token.csvファイルのダウンロード、または生成時にトークン文字列をコピーします。
Important

これは、このトークンを閲覧、ダウンロードできるのはこの時だけです。トークンをダウン
ロードし、安全な場所に保存することをお勧めします。サービスの上限まで新しいトークン
はいつでも作成できます。

使用ライセンス
License Manegerを使用すると、複数のユーザーが単一のライセンスから限られた機能でエンタイトルメ
ントを同時に使用できます。CheckoutLicense API アクションを呼び出します。パラメータの説明は以下
の通りです。

• キーフィンガープリント —信頼できるライセンス発行したライセンス発行者。

例:aws: 123456789012: 発行者:issuer-fingerprint
• 製品 SKU —ライセンスを作成する際にライセンス発行したライセンス発行した製品識別子。同じ商品

SKUが複数のISVにわたって存在する場合があります。そのため、信頼できるキー・フィンガープリン
トが重要な役割を果たします。

例：1a2b3c4d2f5e69f440bae30eaec9570bb1f7358824f9dfa1aa5a0daExample
• エンタイトルメント —チェックアウトする機能。無制限のケイパビリティを指定した場合、数量はゼロ

となります。例:

"Entitlements": [ 
    { 
        "Name": "DataTransfer", 
        "Unit": "Gigabytes", 
        "Value": 10 
    }, 
    { 
        "Name": "DataStorage", 
        "Unit": "Gigabytes", 
        "Value": 5 
    }
]

• 受益者 —Software as a Service（SaaS）ISVsは、顧客識別子を含めることで、顧客に代わってライセン
スをチェックアウトすることができます。License Manegerは、SaaS ISVアカウントで作成されたライ
センスのリポジトリへの呼び出しを制限します。

例:user@domain.com
• ノードID —アプリケーションの単一のインスタンスにライセンスをノードロックするための識別子。

例:10.0.21.57

販売者が発行したライセンスの削除
ライセンスを削除したら、再作成することができます。ライセンスとそのデータは6ヶ月間保持され、ライ
センス発行者とライセンス付与者は読み取り専用モードで利用できます。
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AWS Management Consoleを使用して作成したライセンスを削除するには、次の手順に従います。また
は、DeleteLicenseAPIアクションを使用してライセンスを削除することもできます。

コンソールからライセンスを削除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左のメニューで販売者がライセンスを発行を選択します。
3. ライセンスの横にあるラジオボタンを選択して、削除するライセンスを選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。確認を求められたら、「delete」を入力し、[削除] を選択します。

License Manager のユーザーベースのサブスクリプ
ション

AWS License Managerユーザーベースのサブスクリプションでは、サポート対象のソフトウェアにつ
いて完全に準拠した Amazon 提供のライセンスをユーザーごとのサブスクリプション料金で購入で
きます。ユーザーベースのサブスクリプションを作成し、製品を提供する Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスと関連付けると、ユーザーがライセンスソフトウェアを使用できま
す。Amazon EC2 では、サポート対象のソフトウェアを含む事前設定された Amazon マシンイメージ 
(AMI) と、ライセンスに含まれる Windows Server ライセンスが提供され、長期間のライセンス契約なしで
使用できます。

EC2 AWS Directory Service for Microsoft Active Directoryインスタンス内でサポートされているソフトウェ
アを使用するには、ユーザーをに関連付ける必要があります。Remote Desktop ソフトウェアを使用する
と、関連する複数のユーザーが同じ EC2 インスタンスを利用できます。 AWS Systems Managerプロビ
ジョニングされたライセンスに含まれるインスタンスの設定と強化に使用されます。

Windows Server インスタンスが含まれている EC2 ライセンスに関連する各ユーザーと vCPU には料金が
発生します。ユーザーベースのサブスクリプションは、月の初めから月末までに請求されます。Amazon 
EC2 リザーブドインスタンスとSavings Plan の料金モデルを利用すると、ユーザーベースのサブスクリ
プション製品を提供するインスタンスを実行する際のコストを最適化するのに役立ちます。詳細について
は、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「リザーブドインスタンス」を参照してください。

目次
• ユーザーベースのサブスクリプションで使用するソフトウェア (p. 56)
• 考慮事項 (p. 56)
• 前提条件 (p. 57)
• ユーザーベースのサブスクリプションで使用するユーザーベースのサブスクリプションで使用す

る (p. 59)
• ステップ 1:AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 自分と仮想プライベートクラ

ウド (VPC) を設定する (p. 59)
• ステップ 2: 製品をサブスクライブする (p. 61)
• ステップ 3: インスタンスを起動して、ユーザーベースのサブスクリプションを提供す

る (p. 62)
• ステップ 4: ユーザーをユーザーベースのサブスクリプションインスタンスに関連付け

る (p. 63)
• ステップ 5: ユーザーベースのサブスクリプションインスタンスConnect (p. 64)

• ユーザーベースのサブスクリプションのディレクトリ設定の変更 (p. 65)
• ユーザーベースのサブスクリプションの VPC 設定の変更 (p. 66)
• ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーとの関連付けを解除 (p. 66)
• ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーの登録解除 (p. 66)
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• ユーザーベースのサブスクリプションを提供する EC2 インスタンスの終了 (p. 67)
• ユーザーベースのサブスクリプションのディレクトリの削除 (p. 67)
• ユーザーベースのサブスクリプションのトラブルシューティング (p. 68)

• インスタンスのコンプライアンスのトラブルシューティング (p. 68)
• ライセンスコンプライアンスのトラブルシューティング (p. 68)
• インスタンス接続のトラブルシューティング (p. 68)
• ドメインに参加できない場合のトラブルシューティング (p. 69)
• Systems Manager 接続のトラブルシューティング (p. 69)
• Systems Manager Run Command のトラブルシューティング (p. 69)

ユーザーベースのサブスクリプションで使用するソフ
トウェア
License Manager は、Microsoft Visual Studio のユーザーベースのサブスクリプションをサポートしていま
す。Microsoft Visual Studio は、開発者がアプリケーションを作成、編集、デバッグ、および公開できる
ようにする統合開発環境 (IDE) です。ユーザーベースのサブスクリプション製品を利用するユーザーごと
に、リモートデスクトップサービス (RDS) サブスクライバーアクセスライセンス (SAL) へのサブスクリ
プションが 1 回必要です。詳細については、「ユーザーベースのサブスクリプションで使用するユーザー
ベースのサブスクリプションで使用する (p. 59)」を参照してください。

提供されている Microsoft Visual Studio AMI には、.NETAWS リファクタリング用ツールキットとが含まれ
ていますAWS Toolkit for Visual Studio。

License Manager は、以下の Visual Studio 2022 エディションでのユーザーベースのライセンスをサポー
トしています。

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio は、開発者がアプリケーションを作成、編集、デバッグ、および公開できるよ
うにする統合開発環境 (IDE) です。

対応エディション:
• Visual Studio 2022
• Visual Studio

マイクロソフトオフィス

Microsoft Officeは、ドキュメント、スプレッドシート、スライドショープレゼンテーションの操作な
ど、さまざまな生産性向上ユースケース向けにMicrosoftが開発したソフトウェアのコレクションで
す。

対応エディション:
• オフィス LTSC プロフェッショナルプラス 2021

詳細については、「ユーザーベースのサブスクリプションで使用するユーザーベースのサブスクリプショ
ンで使用する (p. 59)」を参照してください。

考慮事項
LLicense Manager でユーザーベースのサブスクリプションを利用する場合、次の考慮事項が適用されま
す。
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• Win リモートデスクトップサービス SAL ライセンスは、サポートされているユーザーベースのサブスク
リプション製品とは別に使用することはできません。

• ユーザーベースのサブスクリプションの料金が発生しないようにするには、そのユーザーと関連付けら
れているすべてのインスタンスとの関連付けを解除する必要があります。詳細については、「ユーザー
ベースのサブスクリプションからユーザーとの関連付けを解除 (p. 66)」を参照してください。

• Microsoft Office 製品でディレクトリを設定する場合、VPC には少なくとも 1 つのサブネットに VPC エ
ンドポイントがプロビジョニングされている必要があります。License Manager によって作成されたす
べての VPC エンドポイントリソースを削除する場合は、次のアクションを実行する必要があります。
• すべてのユーザーとユーザーベースのサブスクリプションの関連付けを解除します。詳細について

は、「ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーとの関連付けを解除 (p. 66)」を参照して
ください。

• License Manager の設定から設定されているディレクトリをすべて削除します。詳細については、
「ユーザーベースのサブスクリプションのディレクトリの削除 (p. 67)」を参照してください。

• ユーザーベースのサブスクリプション製品を提供するすべてのインスタンスを終了します。詳細につ
いては、「ユーザーベースのサブスクリプションを提供する EC2 インスタンスの終了 (p. 67)」を
参照してください。

• License ManagerUserSubscriptions ネージャによってインスタンスに割り当てられた値のタグキー
は、変更または削除しないでください。AWSLicenseManager

• License Manager 用に作成された 2 つの Elastic Network Interface (ENI) は、サービスを機能させるため
に変更または削除してはなりません。

• License ManagerAWS Managed Microsoft AD AWSがディレクトリのリザーブド組織単位 (OU) に作成
したオブジェクトは、変更したり削除したりしないでください。

• ユーザーベースのサブスクリプション用にデプロイされるインスタンスは、AWS Systems Manager同じ
ドメインのマネージドノードであり、同じドメインに参加している必要があります。Systems Manager 
でインスタンスを管理し続ける方法については、ユーザーベースのサブスクリプションのトラブル
シューティング (p. 69)このガイドのセクションを参照してください。

• ユーザーベースのサブスクリプション機能は、アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョンではご利用
いただけません。

前提条件
ユーザーベースのサブスクリプションを作成する前に、次の前提条件を環境に実装する必要があります。

• ユーザーベースのサブスクリプションで使用するサービスにリンクされたロールを License Manager に
許可する必要があります。AWS アカウントLicense Manager コンソールの「ユーザーベースのサブスク
リプション」セクションに、必要なサービスにリンクされたロールを作成する権限をLicense Manager 
に与えることに同意できるプロンプトが一度表示されます。License Manager にアクセス許可を付与し
たら、[作成] を選択して、サービスにリンクされたロールを作成できます。詳細については、「AWS 
License Manager のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

• AWS Managed Microsoft ADユーザーを関連付ける必要があります。の作成の詳細についてはAWS 
Managed Microsoft AD、『AWS Directory ServiceユーザガイドAWS Managed Microsoft AD』の「前提
条件」と「AWS Managed Microsoft ADディレクトリの作成」を参照してください。

• AWS Managed Microsoft ADユーザーベースのサブスクリプションを利用するには、ユーザーをプ
ロビジョニングする必要があります。詳細については、『管理ガイド』のAWS Managed Microsoft 
AD「AWS Directory Serviceユーザーとグループの管理」を参照してください。

• ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスからのアウトバウンドインターネット
アクセス、つまり VPC エンドポイントは、インスタンスが通信できるように設定する必要があります
AWS Systems Manager。詳細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの「EC2 インスタン
ス用 Systems Manager の設定」を参照してください。

• ユーザーベースのサブスクリプションに登録する追加の VPC にはAWS Managed Microsoft AD DNS 転
送を設定する必要があります。DNS 転送には、Amazon Route 53 または別の DNS サービスを使用で
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きます。詳細については、ブログ記事「ディレクトリサービスの DNS 解決と Amazon Route 53 リゾル
バーの統合」を参照してください。

• ユーザーベースのサブスクリプションで Microsoft Office を購読する場合は、次のことを行う必要があり
ます。
• VPC の DNS ホスト名と DNS 解決を有効にします。詳細については、「VPC の DNS 属性の表示と

更新」を参照してください。
• Microsoft Office でユーザーベースのサブスクリプションを提供するために起動されたインスタンス

に、VPC エンドポイントがプロビジョニングされているサブネットへのルートがあることを確認して
ください。

• インバウンド TCP ポート 1688 接続を許可する VPC エンドポイントのセキュリティグループを特定
または作成します。このセキュリティグループは、仮想プライベートクラウドの設定を行うときに指
定されます。詳細については、「セキュリティグループを操作する」を参照してください。License 
Manager は、VPC の設定時に、ユーザーに代わって作成する VPC エンドポイントにこのセキュリ
ティグループを関連付けます。VPC エンドポイントの詳細については、「インターフェイス VPC エ
ンドポイントを使用してAWSサービスにアクセスする」を参照してください。

• 起動したインスタンスのセキュリティグループを指定または作成して、承認された接続元からのイン
バウンド TCP ポート 3389 接続を許可するユーザーベースのサブスクリプションを提供します。セ
キュリティグループはまた、アウトバウンド TCP ポート 1688 接続が VPC エンドポイントに到達す
ることを許可する必要があります。詳細については、「セキュリティグループを操作する」を参照し
てください。

ユーザーベースのサブスクリプションを初めて使用する場合は、記載されている前提条件をすべて実
行し、を参照してくださいユーザーベースのサブスクリプションで使用するユーザーベースのサブス
クリプションで使用する (p. 59)。すでにユーザーベースのサブスクリプションを設定していて、
これらの製品を Microsoft OfficeAWS Managed Microsoft AD 製品に追加して VPC を設定したい場合
は、記載されている前提条件を満たして、を参照してくださいユーザーベースのサブスクリプション
のディレクトリ設定の変更 (p. 65)。

• ユーザーベースのサブスクリプション製品を提供するインスタンスには、リソースを管理できるインス
タンスプロファイルロールがアタッチされている必要がありますAWS Systems Manager。詳細について
は、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の IAM インスタンスプロファイ
ルを作成する」を参照してください。

Warning

AWS Systems Managerユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスが正常な
状態になるには、によって管理されている必要があります。さらに、インスタンスはユーザー
ベースのサブスクリプションライセンスをアクティベートでき、ライセンスのアクティベー
ション後もコンプライアンスを維持できる必要があります。License Manager は異常なインス
タンスの回復を試みますが、正常な状態に戻すことができなかったインスタンスは終了されま
す。Systems Manager によるインスタンスの管理とインスタンスのコンプライアンスに関す
るトラブルシューティング情報については、ユーザーベースのサブスクリプションのトラブル
シューティング (p. 68)このガイドのセクションを参照してください。

• ユーザーベースのサブスクリプションを作成するには、ユーザーまたはロールに次のアクセス許可が必
要です。
• ec2:CreateNetworkInterface

• ec2:DeleteNetworkInterface

• ec2:DescribeNetworkInterfaces

• ec2:CreateNetworkInterfacePermission

• ec2:DescribeSubnets

• ds:DescribeDirectories

• ds:AuthorizeApplication

• ds:UnauthorizeApplication

• ds:GetAuthorizedApplicationDetails
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• ds:DescribeDomainControllers
• Microsoft Office 製品のユーザーベースのサブスクリプションを作成するには、ユーザーまたはロールに

次の追加権限も必要です。
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:DeleteVpcEndpoints
• ec2:DescribeVpcEndpoints
• ec2:ModifyVpcEndpoint
• ec2:DescribeSecurityGroups

ユーザーベースのサブスクリプションで使用するユー
ザーベースのサブスクリプションで使用する
以下の手順では、ユーザーベースのサブスクリプションの利用を開始する方法について詳しく説明しま
す。これらの手順は、必要な前提条件がすでに実装されていることを前提としています。詳細について
は、「前提条件 (p. 57)」を参照してください。

AWS Managed Microsoft ADすでにユーザーベースのサブスクリプションを設定していて、Microsoft 
Office も使用したい場合は、を参照してくださいユーザーベースのサブスクリプションの VPC 設定の変
更 (p. 66)。

ステップ
• ステップ 1:AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 自分と仮想プライベートクラウド 

(VPC) を設定する (p. 59)
• ステップ 2: 製品をサブスクライブする (p. 61)
• ステップ 3: インスタンスを起動して、ユーザーベースのサブスクリプションを提供する (p. 62)
• ステップ 4: ユーザーをユーザーベースのサブスクリプションインスタンスに関連付ける (p. 63)
• ステップ 5: ユーザーベースのサブスクリプションインスタンスConnect (p. 64)

ステップ 1:AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 
自分と仮想プライベートクラウド (VPC) を設定する
License ManagerAWS Managed Microsoft AD では、ユーザーをユーザーベースのサブスクリプション
に関連付ける必要があります。ユーザーは設定済みの製品しか購読できないため、ディレクトリを設定
する際には、ユーザーベースの購読に必要なすべての製品を選択する必要があります。AWS Managed 
Microsoft ADディレクトリを登録すると、License Manager は 2 つの Elastic Network Interfaces (ENI) を作
成します。これは、AWS LicenseManager 作成したネットワークインターフェイスと同様の説明でサービ
スがディレクトリと通信できるようにするためです<directory_id>。

ユーザーベースのサブスクリプションで Microsoft Office を利用する場合は、License Manager が VPC の
設定を行うことも許可する必要があります。VPC を設定すると、License Manager がお客様に代わって
VPC エンドポイントを作成します。これらのエンドポイントは、リソースがアクティベーションサーバー
に接続し、コンプライアンスを維持するために必要です。

ユーザーベースのサブスクリプションに登録する追加の VPC にはAWS Managed Microsoft AD DNS 転送
を設定する必要があります。複数のユーザーベースのサブスクリプションが必要な場合はAWS リージョ
ン、各リージョンで以下の手順を実行し、DNS 転送を設定する必要があります。詳細については、「前提
条件 (p. 57)」を参照してください。

Important

続行する前に、必要なサービスにリンクされたロールを License Manager に作成させる必要があ
ります。詳細については、「前提条件 (p. 57)」を参照してください。
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次の方法のいずれかを使用して、ユーザーベースのサブスクリプションの環境を設定できます。

Console (Active Directory)

AWS Managed Microsoft ADユーザーベースのサブスクリプションを設定するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択するか、バナーの [設定を開く] を選択して [設定] 

ページに移動します。
3. [設定] AWS Managed Microsoft ADページのセクションで、[設定] を選択します。
4. AWS管理対象ディレクトリ名と ID には、ユーザーベースのサブスクリプションを作成するユー

ザーを含むディレクトリを選択します。
5. [製品名] と [ID] で、必要な製品を選択し、[設定] を選択します。

[設定] を選択すると、[設定] AWS Managed Microsoft ADページのセクションに、ディレクトリ 
ID と [設定中] のステータスが表示されます。構成プロセスが完了すると、「ステータス」に「構
成済み」と表示され、残りの手順に進むことができます。

Console (Active Directory and VPC)

AWS Managed Microsoft ADユーザーベースのサブスクリプションを設定するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択するか、バナーの [設定を開く] を選択して [設定] 

ページに移動します。
3. [設定] AWS Managed Microsoft ADページのセクションで、[設定] を選択します。
4. AWS管理対象ディレクトリ名と ID には、ユーザーベースのサブスクリプションを作成するユー

ザーを含むディレクトリを選択します。
5. [製品名] と [ID] に、必要な製品を選択します。
6. 仮想プライベートクラウドの場合は、追加設定用の VPC を選択します。
7. vpc-x のサブネットでは、VPC エンドポイントをプロビジョニングするサブネットを少なくとも 

1 つ選択します。
8. vpc-x のセキュリティグループでは、VPC エンドポイントに関連付けるために作成したセキュリ

ティグループを選択し、[設定] を選択します。

[設定] を選択すると、[設定] ページの [仮想プライベートクラウド] セクションに [ステータス] の 
[ディレクトリ ID] と [VPC ID] が表示されます。AWS Managed Microsoft AD構成プロセスが完了
すると、各ステータスが「構成済み」と表示され、残りのステップに進むことができます。

AWS CLI

AWS Managed Microsoft ADユーザーベースのサブスクリプション用に設定するには (AWS CLI)

次のコマンドを使用して、をユーザーベースのサブスクリプションの IDAWS Managed Microsoft AD 
プロバイダーとして登録できます。

aws license-manager-user-subscriptions register-identity-
provider --product "<product-name>" --identity-provider 
 "ActiveDirectoryIdentityProvider={DirectoryId=<directory_id>}"

ユーザーベースのサブスクリプション用に VPCAWS Managed Microsoft AD を設定するには (AWS 
CLI)
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次のコマンドを使用して、を IDAWS Managed Microsoft AD プロバイダーとして登録し、VPC をユー
ザーベースのサブスクリプション用に設定できます。

aws license-manager-user-subscriptions register-identity-
provider --product "<product_name>" --identity-provider 
 "ActiveDirectoryIdentityProvider={DirectoryId=<directory_id>}" --settings 
 "Subnets=[subnet-1234567890abcdef0,subnet-021345abcdef6789],SecurityGroupId=sg-1234567890abcdef0"

ステップ 2: 製品をサブスクライブする
で設定済みの製品を購読するにはAWS Marketplace

必要な製品でディレクトリを設定したら、必要な製品を購読する必要がある場合もあります。Marketplace 
サブスクリプションステータスが「非アクティブ」の製品では、ユーザーをインスタンスに関連付けて使
用する前に、サブスクライブする必要があります。

アカウントには Win リモートデスクトップサービス SAL のサブスクリプションが必要です。Microsoft リ
モートデスクトップサービス (RDS) は Windows Server 2008 以前ではターミナルサービスと呼ばれてい
て、ユーザーがネットワーク接続を介してリモートコンピューターまたは仮想マシンを制御できるように
する Microsoft Windows のコンポーネントの 1 つです。RDS を使用すると、ユーザーはグラフィカルデス
クトップと Windows アプリケーションにリモートアクセスできます。

ユーザーベースのサブスクリプション製品を提供するインスタンスに関連するすべてのユーザーは、使用
したい他の製品に加えて、このライセンスのアクティブなサブスクリプションを 1 つ持っている必要があ
ります。ユーザーがユーザーベースのサブスクリプション製品に登録すると、ユーザーに代わって RDS 
SAL にサブスクライブされます。

Note

RDS SAL ライセンスは、サポートされているユーザーベースのサブスクリプション製品とは別に
使用できません。詳細については、「考慮事項 (p. 56)」を参照してください。

AWS Marketplace次のリンクを使用して、製品を直接購読できます。

• ビジュアルスタジオプロフェッショナル
• ビジュアルスタジオエンタープライズ
• オフィス LTSC プロフェッショナルプラス 2021
• Win リモートデスクトップサービス SAL

License Manager コンソールから製品を見つけて購読するには

また、License Manager コンソールからサブスクライブする必要のある製品を見つけることもできます。

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[製品] を選択します。
3. 製品名を選択すると、サブスクリプションの詳細が表示されます。
4. [表示] を選択しますAWS Marketplace。
5. サブスクリプションの詳細を確認し、[サブスクライブを続ける] を選択します。
6. 利用規約を確認し、続行する場合は [規約に同意する] を選択してください。

条件に同意する場合は、製品のサブスクリプションを処理する必要があります。サブスクリプションが完
了するまで、「進行中」というメッセージが表示されます。必要なその他の設定済みの製品について、こ
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れらの手順を繰り返すことができます。必要なすべての製品のサブスクリプションがアクティブになった
ら、その製品へのユーザー登録を続行できます。

Note

ユーザー数と関連費用の請求予定額が、まだ請求期間が終了していない（請求ステータスが [保留
中] と表示されている）請求期間が表示されるまでに 48 時間かかりますAWS Billing。詳細につい
ては、AWS Billingユーザーガイドの「月額料金の表示」を参照してください。

ステップ 3: インスタンスを起動して、ユーザーベースのサブス
クリプションを提供する
製品を購読したら、その製品を含むAWS Marketplace AMI からユーザーが接続できるようにインスタンス
を起動する必要があります。AWS Systems Managerインスタンスを起動すると、インスタンスをドメイ
ンに参加させて、リソースに追加の設定と強化を実行しようとします。インスタンスを使用できるように
するための設定は、完了するまでに約 20 分かかることがあります。LLicense Manager コンソールのユー
ザーアソシエーションページで、インスタンスのHealth ステータスが「アクティブ」になっていることを
確認することで、リソースが使用可能であることを確認できます。

Important

起動するインスタンスは、コンプライアンスに必要な前提条件を満たしている必要があります。
初期構成を完了できないリソースは終了されます。詳細については、「前提条件 (p. 57)」およ
び「ユーザーベースのサブスクリプションのトラブルシューティング (p. 68)」を参照してくだ
さい。

ユーザーベースのサブスクリプションでインスタンスを起動するには

1. Amazon EC2 コンソール https://console.aws.amazon.com/ec2/ にアクセスします。
2. [画像] で [AMI カタログ] を選択します。
3. [AWS MarketplaceAMI] を選択します。
4. 検索ボックスに製品名を入力して、Enter キーを押します。たとえば、Visual Studioを検索すると

します。
5. 「パブリッシャー」で「Amazon Web Services」を選択します。
6. インスタンスを起動してユーザーベースのサブスクリプションを提供したい製品の [Select] を選択し

ます。
7. [続行] を選択して続行します。
8. [AMI でインスタンスを起動] を選択します。
9. 次のことを確認しながら、ウィザードを完了してください。

a. Graviton ベースではない Nitro ベースのインスタンスタイプを選択してください。
b. AWS Managed Microsoft ADインスタンスがディレクトリに接続できる VPC とサブネットを選択

します。
c. AWS Managed Microsoft ADインスタンスからディレクトリへの接続を許可するセキュリティグ

ループを選択してください。
d. [詳細設定] を展開し、インスタンスの Systems Manager 機能を許可する IAM ロールを選択しま

す。
10. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。

AWS MarketplaceAMI からインスタンスを実行したら、ユーザーをその製品に登録し、その製品を提供す
るインスタンスに関連付ける必要があります。インスタンスは、ユーザーがその製品を利用できるように
するものです。
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ステップ 4: ユーザーをユーザーベースのサブスクリプションイ
ンスタンスに関連付ける
必要な製品のAWS Marketplace AMI に登録すると、ユーザーを製品に登録して、その製品を提供するイン
スタンスに関連付けることができます。ユーザーを製品に登録して、1 つのステップでインスタンスに関
連付けることも、個別に関連付けることもできます。ユーザーをサブスクライブすると、ディレクトリが
チェックされ、ユーザー ID が存在することが確認されます。製品を購読するユーザーごとに 1 つのサブ
スクリプションが作成されます。

Note

各ユーザーは、Win Remote Desktop Services SAL利用する製品とその両方にサブスクリプ
ションを持っている必要があります。アカウントが RDS SAL に詳細を記載している場合ステッ
プ 2: 製品をサブスクライブする (p. 61)、ユーザーがユーザーベースのサブスクリプション製
品を購読すると、ユーザーに代わって RDS SAL にサブスクライブされます。

License Manager の製品ページには、Marketplace サブスクリプションステータスが「アクティブ」と
表示され、アクティブなサブスクリプションが表示されます。製品の詳細ページに、License Manager 
は、ステータスが「登録済み」のアクティブなユーザーサブスクリプションを表示します。

Important

ディレクトリが製品で構成されていない場合、コンソールの上部に通知バーが表示され、ディ
レクトリの設定を調整するように指示されます。通知バーで [設定を開く] を選択してLicense
Manager の [設定] ページにアクセスし、ディレクトリを編集します。
各ユーザーは RDS SAL と使用する製品の両方のサブスクリプションを持っている必要がありま
す。Marketplace サブスクリプションステータスが「非アクティブ」の製品をユーザーに登録す
ると失敗します。

ユーザーを製品に登録してインスタンスに関連付ける

次のプロセスで、ユーザーを製品に登録し、インスタンスに関連付けることができます。

ユーザーをサブスクライブしてインスタンスに関連付けるには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[製品] を選択します。
3. ユーザーを関連付けるインスタンスを選択し、[ユーザーの登録と関連付け] を選択します。
4. ディレクトリに存在するユーザー名を 5 つまで指定し、「Subscribe & Associate」を選択します。

ユーザー関連付けページで、選択したユーザーが [関連付けステータス] が [関連付けられているユーザー] 
の下に表示されているはずです。また、製品ページでは、製品名を選択して製品の詳細ページを確認でき
ます。登録したユーザーは、ステータスが「登録済み」のユーザーの下に表示されます。

ユーザーに製品を製品を登録

次のいずれかの方法を使用して、ユーザーに製品を製品を製品を製品を登録できます。

Console

製品をユーザーに登録するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[製品] を選択しま

す。
3. Marketplace サブスクリプションステータスが「アクティブ」になっているユーザーをサブスク

ライブする製品を選択し、「ユーザーをサブスクライブ」を選択します。
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4. ディレクトリに存在するユーザー名を 5 つまで指定し、[Subscribe] を選択します。

AWS CLI

ユーザーを製品に登録するには (AWS CLI)

次のコマンドを使用して、ID プロバイダーに登録されている製品にユーザーをサブスクライブできま
す。

aws license-manager-user-subscriptions start-product-subscription 
 --username <user_name> --product <product_name> --identity-provider 
 ""ActiveDirectoryIdentityProvider" = {"DirectoryId" = "<directory_id>"}"

サブスクリプションを持っているユーザーは、ステータスが「登録済み」のユーザーの下に表示されま
す。

ユーザーをインスタンスに関連付ける

次のいずれかの方法を使用して、ユーザーをインスタンスに関連付けることができます。

Important

製品をインスタンスに関連付ける前に、まずユーザーを製品に登録する必要があります。

Console

ユーザーをインスタンスに関連付けるには (コンソール)

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[ユーザーアソシエー

ション] を選択します。
3. ユーザーを関連付けるインスタンスを選択し、[ユーザーの関連付け] を選択します。
4. ディレクトリに存在するユーザー名を 5 つまで指定し、[Associate] を選択します。

AWS CLI

ユーザーをインスタンスに関連付けるには (AWS CLI)

次のコマンドを使用して、ユーザーベースのサブスクリプションを提供するために起動されたインス
タンスにユーザーを関連付けることができます。

aws license-manager-user-subscriptions associate-user --username <user_name> --
instance-id <instance_id> --identity-provider  ""ActiveDirectoryIdentityProvider" = 
 {"DirectoryId" = "<directory_id>"}"

ユーザー関連付けページで、選択したユーザーが [関連付けステータス] が [関連付けられているユーザー] 
の下に表示されているはずです。

ステップ 5: ユーザーベースのサブスクリプションインスタンス
Connect
製品を提供するインスタンスにユーザーを関連付けると、インスタンスのHealth ステータスが Active であ
れば、ユーザーはインスタンスに接続できます。ユーザーは、関連する ID を使用して製品を利用するに
は、ドメインのユーザー認証情報で接続する必要があります。
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Important

EC2 インスタンスを作成してユーザー用に準備するプロセスには、約 20 分かかることがありま
す。インスタンスにアクセスして製品を利用するには、インスタンスのアソシエーションステー
タスがアクティブである必要があります。

ユーザーベースのサブスクリプションでインスタンスに接続するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[ユーザーアソシエーショ

ン] を選択します。
3. ユーザーアソシエーションページで、インスタンスのHealth ステータスが Active であることを確認し

ます。
4. 接続の詳細を収集するために必要になるため、インスタンス ID を書き留めます。
5. 「RDP を使用して Windows インスタンスConnect する」に記載されている手順に従い、AWS 

Managed Microsoft ADから関連するユーザーの完全修飾ユーザー名を指定してください。

ユーザーベースのサブスクリプションのディレクトリ
設定の変更
LLicense Manager の設定ページで構成したディレクトリから、ユーザーベースのサブスクリプション用の
製品を追加または削除できます。Microsoft Office 製品を使用している場合は、License Manager がこれら
のサブスクリプション用に VPC エンドポイントを作成する必要があるため、手順は異なります。

Microsoft Office 製品を使用せずにディレクトリ構成を変更するには

1. License Maneger コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/license-manager/)。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. [設定] AWS Managed Microsoft ADページのセクションで、[編集] を選択します。
4. [製品名] と [ID] で、他の製品を選択し、必要に応じて以前の選択を解除してから、[変更を保存] を選

択します。

Microsoft Office 製品でディレクトリ構成を変更するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択するか、バナーの [設定を開く] を選択して [設定] ページ

に移動します。
3. [設定] AWS Managed Microsoft ADページのセクションで、[編集] を選択します。
4. [製品名] と [ID] には、Microsoft Office を含む必要な製品をすべて選択します。
5. 仮想プライベートクラウドの場合は、追加設定用の VPC を選択します。
6. vpc-x のサブネットでは、VPC エンドポイントをプロビジョニングするサブネットを少なくとも 1 つ

選択します。
7. vpc-x のセキュリティグループでは、VPC エンドポイントに関連付けるために作成したセキュリティ

グループを選択し、[Save changes] を選択します。

[変更を保存] を選択すると、[設定] ページの AWS Managed Microsoft AD[仮想プライベートクラウ
ド] セクションに、ディレクトリ ID と VPC ID が表示され、ステータスが [Configuring] になりま
す。Microsoft Office でユーザーベースのサブスクリプションを使用する前に、ディレクトリのステー
タスが Configed になり、VPC のステータスが Active になるまで待つ必要があります。
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ユーザーベースのサブスクリプションの VPC 設定の
変更
Microsoft Office 製品を追加した場合は、VPC の設定を変更できます。License Manager は、指定されたサ
ブネットに VPC エンドポイントをお客様に代わって作成します。これにより、リソースはアクティベー
ションサーバーに到達し、コンプライアンスを維持できます。少なくとも 1 つ以上のサブネットを指定す
る必要があります。詳細については、「前提条件 (p. 57)」を参照してください。

Note

VPC 設定を変更できるのは、ディレクトリが Microsoft Office 製品で構成されている場合のみで
す。詳細については、「ユーザーベースのサブスクリプションで使用するユーザーベースのサブ
スクリプションで使用する (p. 59)」を参照してください。
すべての VPC エンドポイントを削除する場合は、を参照してください考慮事項 (p. 56)。

ディレクトリ設定を変更するには

1. License Maneger コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/license-manager/)。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. 設定ページの「構成済みの仮想プライベートクラウド」セクションで、「編集」を選択します。
4. 設定した VPC の必要に応じてサブネットとセキュリティグループを変更し、[Save changes] を選択

します。

ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーと
の関連付けを解除
ユーザーをインスタンスから切り離して、リソースへのアクセスを削除できます。

Note

ディレクトリからユーザーを削除しても、ユーザーの関連付けやサブスクリプションは変更され
ません。インスタンスとの関連付けを解除するには、License Manager でユーザーの製品の詳細
ページとの関連付けを解除する必要があります。

ユーザーベースのサブスクリプションユーザーの関連付けを解除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[ユーザーアソシエーショ

ン] を選択します。
3. ユーザーとの関連付けを解除するインスタンスを選択します。
4. 関連付けを解除するユーザー名を選択し、[ユーザーの関連付け解除] を選択します。

ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーの
登録解除
製品からユーザーを購読解除してアクセスを削除し、そのユーザーに対する製品に対する請求を停止する
ことができます。

Important

登録を解除する前に、まずユーザーと現在関連付けられているインスタンスとの関連付けを解除
する必要があります。
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ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーの登録を解除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[製品] を選択します。
3. ユーザーの登録を解除する製品を選択します。
4. 登録を解除するユーザー名を選択し、[ユーザーの登録解除] を選択します。

ユーザーベースのサブスクリプションを提供する EC2 
インスタンスの終了
ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスが不要になった場合は、削除できます。
これは、インスタンスの削除と呼ばれます。まず、すべてのユーザーとインスタンスの関連付けを解除
し、Amazon EC2 コンソールからインスタンスを終了しました。

Note

サブスクリプションの料金が発生しないようにするには、ユーザーをインスタンスから切り離す
必要があります。詳細については、「ユーザーベースのサブスクリプションからユーザーとの関
連付けを解除 (p. 66)」を参照してください。

ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスを特定して終了するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの [ユーザーベースのサブスクリプション] で、[ユーザーアソシエーショ

ン] を選択します。
3. ユーザー関連付けページで、インスタンス ID を選択してインスタンスの詳細ページにアクセスしま

す。
4. インスタンスを終了した [インスタンス ID] をメモしておきます。
5. すべてのユーザーをインスタンスから切り離します。
6. 「インスタンスを削除する」に記載されている手順に従います。

ユーザーベースのサブスクリプションのディレクトリ
の削除
ユーザーベースのサブスクリプションで使用しない場合は、ディレクトリを削除できます。License 
Manager からディレクトリの設定を削除しても、ディレクトリ自体は削除されません。ディレクトリを削
除すると、ディレクトリからユーザーをユーザーベースのサブスクリプションに関連付けることはできま
せん。

Important

License Manager からディレクトリを削除する前に、まずユーザーの関連付けを解除し、ユー
ザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスを終了する必要があります。

ディレクトリを削除するには

1. License Maneger コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/license-manager/)。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. [設定]AWS Managed Microsoft AD ページのセクションで、[削除] を選択します。
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4. 必要なテキストを入力してディレクトリを削除することを確認し、[削除] を選択します。

[削除] を選択すると、[設定] AWS Managed Microsoft ADページのセクションに、ディレクトリ ID と [設
定] のステータスが表示されます。設定プロセスが完了したら、AWS Managed Microsoft ADディレクトリ
をセクションから削除する必要があります。

ユーザーベースのサブスクリプションのトラブル
シューティング
次は、AWS License Managerのユーザーベースのサブスクリプションで発生する可能性のある問題の解決
に役立つトラブルシューティングのヒントです。

目次
• インスタンスのコンプライアンスのトラブルシューティング (p. 68)
• ライセンスコンプライアンスのトラブルシューティング (p. 68)
• インスタンス接続のトラブルシューティング (p. 68)
• ドメインに参加できない場合のトラブルシューティング (p. 69)
• Systems Manager 接続のトラブルシューティング (p. 69)
• Systems Manager Run Command のトラブルシューティング (p. 69)

インスタンスのコンプライアンスのトラブルシューティング
ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスがコンプライアンスを満たすには、健全な
状態を維持する必要があります。異常とマークされたインスタンスは、もはや必要な前提条件を満たして
いません。License Manager はインスタンスを正常な状態に戻そうとしますが、正常な状態に戻れなかっ
たインスタンスは終了されます。

ユーザーベースのサブスクリプションを提供するために起動されたインスタンスで、初期設定を完了でき
ないインスタンスは終了します。このシナリオでは、ユーザーベースのサブスクリプションを提供する
には、設定の問題を修正して新しいインスタンスを起動する必要があります。詳細については、「前提条
件 (p. 57)」を参照してください。

ライセンスコンプライアンスのトラブルシューティング
Microsoft Office でユーザーベースのサブスクリプションを提供するようにディレクトリを設定した場合
は、リソースが License Manager が作成する VPC エンドポイントに接続できることを確認する必要があ
ります。エンドポイントには、ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスからの TCP 
ポート 1688 のインバウンドトラフィックが必要です。

Reachability Analyzer を使用すると、ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスと 
VPC エンドポイントのネットワーク設定が正しく設定されていることを確認できます。ユーザーベースの
サブスクリプションを提供するサブネットで起動されたインスタンス ID をソースとして指定し、Microsoft 
Office 製品用にプロビジョニングされた VPC エンドポイントを宛先として指定できます。分析するパスの
プロトコルとして TCP を指定し、宛先ポートに 1688 を指定します。詳細については、「ゲートウェイと
インターフェイス VPC エンドポイントの接続問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいです
か?」を参照してください。 。

インスタンス接続のトラブルシューティング
ユーザーがその中の製品を利用するには、ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンス
に RDP を使用して接続できる必要があります。インスタンスの接続のトラブルシューティングの詳細に
ついては、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Windows インスタンスへの接続の
トラブルシューティング」を参照してください。
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ドメインに参加できない場合のトラブルシューティング
ユーザーは、LLicense Manager 設定で設定されたディレクトリから、ユーザーベースのサブスクリプショ
ン製品を提供するインスタンスにユーザーIDで接続できる必要があります。ドメインへの参加に失敗した
インスタンスは終了されます。

トラブルシューティングを行うには、調査する前にリソースが終了しないように、インスタンスを起
動して手動でドメインに参加する必要がある場合があります。インスタンスは Systems Manager Run 
Command を正常に受信して実行する必要があります。また、インスタンスはオペレーティングシステム
内でドメイン参加を完了できる必要があります。詳細については、『AWS Systems Managerユーザーガイ
ド』の「コマンドステータスについて」および「Windows ベースのコンピューターを Microsoft Web サイ
トのドメインに参加させるときに発生するエラーのトラブルシューティング方法」を参照してください。

Systems Manager 接続のトラブルシューティング
ユーザーベースのサブスクリプションを提供するインスタンスは、AWS Systems Managerによって管理
される必要があり、管理されない場合は終了されます。詳細については、AWS Systems Managerユーザー
ガイドの「SSM エージェントのトラブルシューティング」と「管理対象ノードの可用性のトラブルシュー
ティング」を参照してください。

Systems Manager Run Command のトラブルシューティング
Systems Manager の機能である Run Command は、ユーザーベースのサブスクリプションを提供するイ
ンスタンスで使用して、ドメインへの参加、オペレーティングシステムの強化、付属製品のアクセス監査
を行います。詳細については、『AWS Systems Managerユーザーガイド』の「コマンドステータスについ
て」を参照してください。

License Manager の Linux サブスクリプション
AWS License Managerでは、お客様が所有および運用している商用の LinuxAWS サブスクリプション
を表示および管理できます。ライセンスの使用状況はAWS リージョン、アカウント間で追跡できます
AWS Organizations。データが検出されて集約されると、商用の Linux サブスクリプションを使用してい
るすべてのインスタンスを把握できるようになります。さらに、検出されたサブスクリプションデータ
は、License Manager コンソールに Amazon CloudWatch ダッシュボードとして表示されます。アカウン
トがOrganizations にある場合は、メンバーアカウントを管理タスクの委任管理者として登録できます。詳
細については、「委任された管理者 (p. 79)」を参照してください。

次のような複数のサブスクリプションの使用状況を追跡します。

• Red Hat Enterprise Linux (HEL)
• RHEL の Red Hat クラウドアクセスプログラムによる独自サブスクリプションモデル (BYOS)
• SUSE Linux Enterprise Server
• Ubuntu Pro

Linux サブスクリプションでは、結果整合性モデルを使用します。整合性モデルによって、Linux サブ
スクリプションビューにデータを読み込んで表示する方法とタイミングが決まります。このモデルで
は、License Manager はLinuxサブスクリプションデータがリソースから定期的に更新されることを保証し
ます。これらの間隔の間に一部のデータが取り込まれなかった場合、情報は次のメトリック送信時に配信
されます。この動作により、新たに起動した EC2 商用 Linux インスタンスなどのリソースが Linux サブス
クリプションダッシュボードに表示されなくなる可能性があります。

Note

最初のリソース検出が完了するまでに最大 36 時間かかり、新しく起動されたインスタンスが検出
されて報告されるまでに最大 12 時間かかることがあります。リソースが見つかると、Linux サブ
スクリプションデータの Amazon CloudWatch メトリックスが 1 時間ごとに送信されます。
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目次
• Linux サブスクリプションの検出の管理 (p. 70)

• Linux サブスクリプションの検出を有効にする (p. 70)
• リソース検出ステータスの原因 (p. 71)
• Linux サブスクリプションの検出を無効にする (p. 72)

• 検出されたインスタンスデータの表示 (p. 73)
• すべてのインスタンスのデータを表示する (p. 73)
• サブスクリプションごとのインスタンスのデータを表示する (p. 73)

• Linux サブスクリプションの請求情報 (p. 74)
• Linux サブスクリプションの使用状況メトリクスと Amazon CloudWatch アラーム (p. 75)

• Linux サブスクリプションの使用状況指標 (p. 76)
• Linux サブスクリプションのアラームを作成する (p. 76)
• Linux サブスクリプションのアラームの変更 (p. 77)
• Linux サブスクリプションのアラームの削除 (p. 77)

Linux サブスクリプションの検出の管理
Linux サブスクリプション検出は、License Manager コンソールを使用して管理することができま
す。AWS リージョン指定したLinuxサブスクリプションの検出を有効にすると、オプションでこの検出を
のアカウントにも拡張できますAWS Organizations。サブスクリプションの使用状況を追跡する必要がな
くなった場合は、検出を無効にすることもできます。

Note

AWS リージョンデフォルトでは、1 アカウントあたり最大 5,000 のリソースを検出して表示でき
ます。これらの制限の引き上げをリクエストするには、制限緩和フォームを使用してください。

トピック
• Linux サブスクリプションの検出を有効にする (p. 70)
• リソース検出ステータスの原因 (p. 71)
• Linux サブスクリプションの検出を無効にする (p. 72)

Linux サブスクリプションの検出を有効にする
Linux サブスクリプションの検出を有効にするには、License Manager で必要な設定を行う必要がありま
す。設定ページから、サービスにリンクされたロールを作成し、AWS リージョンどのロールで検出を有効
にするか、アカウント全体のリソースを検出するかどうかを指定できますAWS Organizations。

Linux サブスクリプションの検出を有効にするには

1. License Maneger コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/license-manager/)。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. [設定] ページで [Linux サブスクリプション] タブを選択し、[設定] を選択します。
4. 「ソース」でAWS リージョン、Linuxサブスクリプションを検索したいリージョンを選択します。
5. アカウント全体のサブスクリプションデータを集計する場合はAWS Organizations、[リンク] を選択し

ますAWS Organizations。
6. LinuxAWS License Manager サブスクリプションのサービスにリンクされたロールを作成するアクセ

ス許可を付与するオプションを確認して、承認してください。
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7. [設定の保存] を選択します。

リソース検出ステータスの原因
AWS License ManagerLinuxAWS リージョン サブスクリプションの検出を有効にすることを選択したそれ
ぞれについて、ステータスとそれに対応するステータス理由が表示されます。Linuxサブスクリプションを
次のものとリンクしている場合、ステータスの理由は異なりますAWS Organizations。

• 進行中
• [成功]
• [Failed] (失敗)

選択した地域ごとに表示されるステータス理由には、一度に最大2つのステータス理由が表示されます。次
の表に詳細を示します。

ステータス理由アクション 説明

アカウントオンボード 1 つのアカウントをオンボーディング。

アカウントオフボード 1 つのアカウントのオフボーディング。

組織オンボード 組織全体のオンボーディング。

組織オフボード 組織全体のオフボーディング。

API を呼び出してからUpdateServiceSettings API を呼び出すと、GetServiceSettings Linux サブ
スクリプションの有効化の進行状況を監視できます。各ステータスとステータスの理由は、一度に複数の
地域に適用できます。次の表は、ステータスとステータスの理由の詳細を示しています。

ステータス ステータスの理由 説明

"Region": "Account-Onboard: 
Pending"

単一アカウントの Linux サブスクリ
プションの有効化が進行中です。

"Region": "Org-Onboard: 
Pending"

組織の Linux サブスクリプションの
有効化が進行中です。

"Region": "Account-Offboard: 
Pending

単一アカウントの Linux サブスクリ
プションの無効化が進行中です。

進行中

"Region": "Org-Offboard: 
Pending

組織の Linux サブスクリプションの
無効化が進行中です。

"Region": "Account-Onboard: 
Successful"

単一アカウントの Linux サブスクリ
プションの有効化が成功しました。

"Region": "Org-Onboard: 
Successful"

組織の Linux サブスクリプションの
有効化が成功しました。

"Region": "Account-Offboard: 
Successful

1 つのアカウントの Linux サブスクリ
プションの無効化が成功しました。

[成功]

"Region": "Org-Offboard: 
Successful

組織の Linux サブスクリプションの
無効化が成功しました。

71



AWS License Manager ユーザーガイド
検出の管理

ステータス ステータスの理由 説明

"Region": "Account-Onboard: 
Failed - Service-linked role 
not present"

必要なサービスにリンクされたロー
ルが作成されていないため、単一ア
カウントの Linux サブスクリプショ
ンを有効にできませんでした。必要
なロールを作成して、再度お試しく
ださい。

"Region": "Account-Onboard: 
Failed - An internal error 
occurred"

内部エラーのため、単一アカウント
の Linux サブスクリプションの有効
化に失敗しました。

"Region": "Org-Onboard: 
Failed - Account isn't the 
management account"

操作を実行するアカウントが組織の
管理アカウントではないため、組織
の Linux サブスクリプションを有効
にできませんでした。管理アカウン
トにログインして、再度お試しくだ
さい。

"Region": "Org-Onboard: 
Failed - Account isn't part 
of an organization"

操作を実行するアカウントが組織に
ないため、組織の Linux サブスクリ
プションを有効にできませんでし
た。組織内のアカウントから操作を
試すか、このアカウントを組織に追
加してからやり直してください。

[Failed] (失敗)

"Region": "Org-Onboard: 
Failed - Linux subscriptions 
can't access the 
organization"

License Manager に組織へのアクセ
ス権限がないため、組織の Linux サ
ブスクリプションを有効にできませ
んでした。Linux サブスクリプション
のサービスにリンクされたロールを
作成し、再度お試しください。

Linux サブスクリプションの検出を無効にする
AWS License Manager設定ページから Linux サブスクリプションの検出を無効にできます。

Warning

検出を無効にすると、以前にLinuxサブスクリプションで検出されたすべてのデータが削除されま
すAWS License Manager。

Linux サブスクリプションの検出を無効にするには

1. License Maneger コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/license-manager/)。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. 設定ページで、「Linuxサブスクリプション」タブを選択し、「Linuxサブスクリプション検出を無効

にする」を選択します。
4. Disableと入力し、[無効化] を選択して非アクティブ化を確定します。
5. (オプション) Linux サブスクリプションに使用されているサービスにリンクされたロールを削除しま

す。詳細については、LLicense Manager eerのサービスにリンクされたロールを削除するを参照して
ください。

6. (オプション) License Manager と組織間の信頼できるアクセスを無効にします。詳細について
は、AWS License ManagerおよびAWS Organizationsを参照してください。
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検出されたインスタンスデータの表示
最初のリソース検出が完了すると、選択したリソースで検出されたLinuxサブスクリプションを表示でき
るようになります。AWS リージョンリンクを選択するとAWS Organizations、組織全体のアカウントから
のデータも集約されます。AWS License Managerコンソールの [インスタンス] セクションに移動すると、
データの表を表示できます。AWS License Managerコンソールの [インスタンス] セクションに移動する
と、データの表を表示できます。

各インスタンスのデータには、次の情報が含まれます。

• インスタンス ID — インスタンスの ID。
• インスタンスタイプ — インスタンスのタイプ。
• [アカウント ID]。
• ステータス — インスタンスのステータス。
• リージョン — インスタンスが存在する場所。AWS リージョン
• 使用状況操作 — インスタンスの操作、および AMI に関連付けられている請求コード。詳細について

は、「使用オペレーション値 (p. 19)」を参照してください。
• 製品コード — インスタンスの作成に使用された AMI に関連付けられている製品コード。詳細について

は、「AMI 製品コード」を参照してください。
• AMI ID — インスタンスの作成に使用された AMI の ID。

トピック
• すべてのインスタンスのデータを表示する (p. 73)
• サブスクリプションごとのインスタンスのデータを表示する (p. 73)

すべてのインスタンスのデータを表示する
選択したリージョン内の組織内のアカウント間で集約されたすべてのインスタンスのデータを表示できま
す。

すべてのインスタンスの検出済みデータを表示するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの Linux サブスクリプションで [インスタンス] を選択します。
3. コンソールで必要に応じてデータを確認します。以下の方法でデータをフィルタリングすることもで

きます。

• インスタンス ID
• アカウント
• リージョン
• AMI ID
• 使用操作
• 製品コード

4. (オプション) すべてのインスタンスのデータをカンマ区切り値ファイル (CSV) としてエクスポートす
るには、「Export view to CSV」を選択します。

サブスクリプションごとのインスタンスのデータを表示する
選択したリージョン内の組織内のアカウント間で集約されたすべてのインスタンスのデータを表示できま
す。
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特定のサブスクリプションのインスタンスで検出されたデータを表示するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの Linux サブスクリプションで [サブスクリプション] を選択します。
3. 「サブスクリプション名」列で、データを表示したいサブスクリプションを選択します。
4. [インスタンス] タブを選択し、必要に応じてコンソールでデータを確認します。以下の方法でデータ

をフィルタリングすることもできます。

• インスタンス ID
• アカウント
• リージョン
• AMI ID
• 使用操作
• 製品コード

5. (オプション) Export view to CSV を選択すると、このサブスクリプションのインスタンスのデータを
カンマ区切り値ファイル (CSV) としてエクスポートできます。

Linux サブスクリプションの請求情報
Amazon EC2 で実行直後であるか、またはメトリクスが利用できないか、メトリクス用のデータが不
足しているため、Amazon マシンイメージ (AMI) を判定できません。商用Linuxサブスクリプションに
は、Amazon EC2使用オペレーション、AWS Marketplace製品コード、またはその両方の組み合わせが含
まれます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの AMI 
請求情報フィールドと、AWS Marketplaceセラーガイドの AMI 製品コードを参照してください。

サブスクリプション名 Amazon EC2 オペレー
ション

AWS Marketplace製品
コード

サブスクリプションタ
イプ

Red Hat Enterprise 
Linux Server

RunInstances:0 ✗ Bring Your Own 
Subscription モデル 
(BYOS)

Red Hat Enterprise 
Linux

RunInstances:0010 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

Red Hat Enterprise 
Linux with High 
Availability and Up

RunInstances1010 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

Red Hat Enterprise 
Linux with SQL Server

RunInstances1014 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

Red Hat Enterprise 
Linux with SQL Server 
Enterprise および High 
Availability ability

RunInstances1110 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

Red Hat Enterprise 
Linux with SQL Server 
Standard

RunInstances:0014 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

Red Hat Enterprise 
Linux with SQL Server 
Web

RunInstances0210 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み
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サブスクリプション名 Amazon EC2 オペレー
ション

AWS Marketplace製品
コード

サブスクリプションタ
イプ

Red Hat Enterprise 
Linux with SQL Server 
Enterprise

RunInstances0110 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

SUSE Linux Enterprise 
Server

RunInstances:000 ✗ EC2 サブスクリプショ
ン込み

Red Hat Enterprise 
Linux with SAP With 
High Avability and 
Update Services

RunInstances:0010 ✓ AWS Marketplaceサブ
スクリプション ¹

SP ✗ ✓ AWS Marketplace サブ
スクリプション

Ubuntu Pro ✗ ✓ AWS Marketplace サブ
スクリプション

Red Hat Enterprise 
Linux

✗ ✓ AWS Marketplace サブ
スクリプション

¹ このサブスクリプションには、Amazon EC2AWS Marketplace 使用オペレーションと製品コードの両方
が含まれます。

Linux サブスクリプションの使用状況メトリクスと 
Amazon CloudWatch アラーム
AWS License Managerコンソールのサブスクリプションセクションには、購入した、AWSまたは
BYOS（Bring Your Own Subscription）モデル（BYOS）を使用して持ち込んだ、発見された商用Linuxサ
ブスクリプションが一覧表示されます。すべての商用Linuxサブスクリプションは、インスタンスごとにラ
イセンスされます。

検出された Linux サブスクリプションごとに、次の詳細が表示されます。

• サブスクリプション名
• サブスクリプションタイプ
• サブスクリプションごとの実行中のインスタンス数
• 設定済みの Amazon CloudWatch アラーム

概要ページから Linux サブスクリプションを選択すると、「使用状況メトリックとアラーム」タブにその
サブスクリプションのデータが表示されます。このタブでは、選択したサブスクリプションの Amazon 
CloudWatch ダッシュボードがLicense Manager コンソールに表示されます。ダッシュボードを調整し
て、選択した日付から特定の時間枠、または評価範囲を時間、日、または 1 週間で絞り込むことができま
す。

「使用状況メトリックとアラーム」タブには、各サブスクリプションの「アラーム」セクションがあり、
以下の詳細が記載されています。

• アラーム名 — アラームの名前。
• State — アラームの状態。
• ディメンション — アラームのサイズ。ディメンションには、AWS リージョン定義されたおよびインス

タンスタイプが含まれます。
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• 条件 — アラームの状態。条件には、定義された比較演算子とアラームのしきい値が含まれます。

CloudWatch 定義したディメンションと条件を使用してアラームを作成すると、現在のサブスクリプショ
ン使用率に基づいて追跡および警告できます。Linux サブスクリプションコンソールには、使用中のサブ
スクリプション名、サブスクリプションタイプ、それぞれの実行中のインスタンスの量、およびアラーム
ステータスの概要が表示されます。

CloudWatch アラームの状態には以下のものがあります。

• OK — メトリクスや式は、定義されているしきい値を下回っている。
• ALARM — メトリクスや式は、定義されているしきい値を超えています。
• INSUFFICIENT_DATA — アラームが開始直後であるか、メトリクスが利用できないか、メトリクス用の

データが不足しているため、アラームの状態を判定できません。

トピック
• Linux サブスクリプションの使用状況指標 (p. 76)
• Linux サブスクリプションのアラームを作成する (p. 76)
• Linux サブスクリプションのアラームの変更 (p. 77)
• Linux サブスクリプションのアラームの削除 (p. 77)

Linux サブスクリプションの使用状況指標
Linux サブスクリプションでは、以下の指標とディメンションを使用できます。

メトリクス 説明

RunningInstancesCount 現在のアカウントで実行されているインスタンスの総数で、サブスクリプ
ション名別、またはサブスクリプション名とリージョン別にグループ化され
ています。

単位はカウント

ディメンション:

SubscriptionName: サブスクリプションの名前。

Region: 商用の Linux サブスクリプションを使用しているリソースが発見さ
れたリージョン。

Linux サブスクリプションのアラームを作成する
実行中の EC2 インスタンスで発見した商用の Linux サブスクリプションごとにアラームを作成できます。
必要に応じて、サブスクリプションごとにディメンションと条件が異なる複数のアラームを作成できま
す。

コンソールを使用して Linux CloudWatch サブスクリプションのアラームを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの Linux サブスクリプションで [サブスクリプション] を選択します。
3. 「サブスクリプション名」列で、アラームを作成するサブスクリプションを選択し、「アラームを作

成」を選択します。
4. アラームには以下を指定します。
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• アラーム名 — 似た名前を指定しますAWS-LM-LS-AlarmName。
• インスタンスタイプ — 選択したサブスクリプションを使用するインスタンスタイプを選択します。
• 使用地域 — アラームを作成する地域を選択します。
• 比較演算子 — アラームしきい値の比較演算子。
• アラームしきい値 — アラームしきい値の値。

5. [Create] を選択してアラームを作成します。

Linux サブスクリプションのアラームの変更
License Manager コンソールから、既存のアラームを変更して要件の変化に対応させることができます。

コンソールを使用して Linux CloudWatch サブスクリプションのアラームを変更するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの Linux サブスクリプションで [サブスクリプション] を選択します。
3. 「サブスクリプション名」列で、変更するサブスクリプションを選択し、「編集」 を選択します。
4. 必要に応じて定義されている値を変更します。
5. アラームを変更するには、[編集] を選択します。

Linux サブスクリプションのアラームの削除
License Manager コンソールから既存のアラームを削除して、要件の変化に対応できます。

コンソールを使用して Linux CloudWatch サブスクリプションのアラームを削除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインの Linux サブスクリプションで [サブスクリプション] を選択します。
3. 「サブスクリプション名」列で、変更するサブスクリプションを選択し、「削除」を選択します。

での設定AWS License Manager
AWS License Managerコンソールの [設定] セクションには、現在のアカウントの設定が表示されます。マ
ネージドされているエンタイトルメントおよび自己管理ライセンスの組織への配布などの特定の機能を有
効にしたり、アカウント間でリソースディスカバリーの実行を行う必要があります

License Manegerの設定を編集するには

1. License Maneger コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/license-manager/)。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. 構成または変更する設定を含むタブを選択します。たとえば、管理対象ライセンスを選択してアカウ

ントの詳細を設定します。
4. 構成または変更する設定に関連するアクションを選択します。たとえば、[編集] または [有効にする]

を選択できます。

設定トピック
• 管理ライセンス (p. 78)

• アカウントの詳細 (p. 78)
• クロスアカウントリソース検出 (p. 78)
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• Simple Notification Service (SNS) (p. 79)
• Linux サブスクリプション (p. 79)
• ユーザーベースのサブスクリプション (p. 79)

• AWS Managed Microsoft AD (p. 79)
• 仮想プライベートクラウド (p. 79)

• 委任された管理者 (p. 79)
• 委任管理者がサポートするリージョン (p. 80)
• 委任された管理者の登録 (p. 80)
• 委任された管理者の登録解除 (p. 81)

管理ライセンス
マネージドされているライセンスでは、以下の設定を使用できます。

アカウントの詳細
アカウントの詳細を確認して、アカウントタイプ、AWS Organizationsアカウントがリンクされているか
どうか、アカウントの License Manager S3 バケット ARN、AWS Resource Access Manager共有 ARN な
どの情報を確認できます。このセクションでは、AWS Organizationsアカウントをリンクすることもでき
ます。

管理対象資格または自己管理ライセンスを組織内で配布するには、[AWS Organizationsアカウントをリン
ク] を選択します。マネージドエンタイトルメントの配布されたグラントは、すべてのメンバーアカウン
トによって自動的に受け入れられます。このオプションを選択すると、管理者 (p. 95)アカウントとメン
バー (p. 99)アカウントにサービス連動型のロールが追加されます。

Note

このオプションを有効化するには、管理アカウントにサインインしていて、AWS Organizations 
ですべての機能が有効になっている必要があります。詳細については、「AWS Organizations 
ユーザーガイド」の「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。
この選択により、管理アカウントでAWS Resource Access Managerリソース共有が作成され、
自己管理ライセンスをシームレスに共有することができます。詳細については、AWS Resource 
Access Manager ユーザーガイドを参照してください。

このオプションを無効にするには、UpdateServiceSettingsAPI を呼び出します。

クロスアカウントリソース検出
クロスアカウントリソース検出を有効にすると、のすべてのアカウントのライセンス使用状況を管理でき
ますAWS Organizations。

Organizations でクロスアカウントのリソース検出を有効にするには、クロスアカウントのリソース検出
をオンにします。AWS Organizationsアカウント横断のリソース検出をオンにすると、が自動的に連動し
て、すべてのアカウント横断のリソース検出を行うようになります。

Note

License ManegerはSystems Managerのインベントリを使用してソフトウェアの使用状況を検出
します。お客様のすべてのリソース上に、Systems Managerのインベントリが設定されているこ
とを確認します。Systems Manager インベントリを照会するには、次のものが必要です:

• Amazon S3 バケットにインベントリを格納するリソースデータシンク。
• Amazon Athenaアカウントのインベントリデータを集約しますAWS Organizations。
• AWS Glueでは高速クエリエクスペリエンスを提供します。
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Simple Notification Service (SNS)
Amazon SNS は、License Manager から通知やアラートを受け取るように設定できます。

Amazon SNS トピックを設定するには

1. Simple Notification Service (SNS) の横にある [編集] を選択します。
2. SNS トピック ARN は次の形式で指定します。

arn:<aws_partition>:sns:<region>:<account_id>:aws-license-manager-service-*
3. [変更の保存] を選択します。

Linux サブスクリプション
Linuxサブスクリプションの設定を構成して、サブスクリプションの検出と集約の実行方法を制御できま
す。Linux サブスクリプションを検索するリージョン、およびアカウント全体のサブスクリプションデー
タを集計するかどうかを選択できますAWS Organizations。詳細については、「License Manager の Linux 
サブスクリプション (p. 69)」を参照してください。

ユーザーベースのサブスクリプション
ユーザーベースのサブスクリプションに必要な製品に応じて、次の設定を使用できます。

AWS Managed Microsoft AD
AWS Managed Microsoft ADユーザーベースのサブスクリプションを使用するには、License Manager を
設定する必要があります。詳細については、「License Manager のユーザーベースのサブスクリプショ
ン (p. 55)」を参照してください。

仮想プライベートクラウド
License Manager では、Microsoft Office でユーザーベースのサブスクリプションを使用する場合AWS 
Managed Microsoft AD、自分の VPC に加えて VPC も設定する必要があります。詳細については、
「License Manager のユーザーベースのサブスクリプション (p. 55)」を参照してください。

委任された管理者
委任された管理者を登録して、LicLicense Manager eerでマネージドされているライセンスおよびLinuxサ
ブスクリプションの管理タスクの実行を、委任された管理者を登録することができます。管理を簡素化す
るために、License Manager コンソールを使用して、License Manager の各機能に 1 人の委任管理者を登
録することをお勧めします。この方法では、組織内に License Manager の委任管理者が 1 人います。

AWS CLIまたは SDK を使用すると、License Manager がサポートする各機能の委任管理者として、組織
内のさまざまなメンバーアカウントを登録できます。これにより、組織内のさまざまなメンバーアカウン
トが管理ライセンスと Linux サブスクリプションの管理タスクを実行できるようになります。

Important

License Manager コンソールの委任管理機能を使用するには、LicLicense Manager agerの各機能
について同じメンバーアカウントを委任管理者として登録する必要があります。委任管理者とし
て複数のメンバーアカウントを登録した場合は、まず既存のメンバーアカウントを登録解除して
から、LLicense Manager の各機能に同じアカウントを登録する必要があります。

委任された管理者を登録する前に、Organizations で信頼できるアクセスを有効にする必要があります。詳
細については、「AWSアカウントを組織に招待する」および「信頼できるアクセスを有効にする」を参照
してくださいAWS Organizations。
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委任管理者を登録できる機能は次のとおりです。

管理ライセンス

他のメンバーアカウントとの自己管理ライセンスの共有、アカウント間のリソースディスカバリーの実
行、マネージドエンタイトルメントの他のメンバーアカウントへの配布などの管理タスクの実行を、組織
内のメンバーアカウントに配布することができます。

Linux サブスクリプション

AWS リージョン所有している商用Linuxサブスクリプションや使用しているアカウントの表示や管理など
の管理タスクを実行できますAWS Organizations。Linux サブスクリプション用の Amazon CloudWatch ア
ラームを作成および管理することもできます。データをLLicense Manager コンソールに表示するには、ま
ずデータを検出して集約する必要があります。また、設定されていればアラームが機能するようになりま
す。

Important

登録が完了すると、委任管理者は組織内のアカウントが所有する EC2 インスタンスを確認できま
す。

AWS License Manager コンソール 、AWS CLI、または AWS SDK を使用して 、委任された管理者の登録
および登録解除を行うことができます。

委任管理者がサポートするリージョン
以下は License Manager eerを委任された管理者をサポートしています:

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• アジアパシフィック (香港)
• 中東 (バーレーン)
• カナダ (中部)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (ストックホルム)
• 欧州 (ミラノ)
• アフリカ (ケープタウン)
• 南米 (サンパウロ)

委任された管理者の登録
AWS CLIまたはを使用して委任された管理者を登録できますAWS Management Console。
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Console

AWS License Managerコンソールを使用して委任された管理者を登録するには、以下のステップを実
行します。

1. AWS 管理アカウントの管理者としてサインインします。
2. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
3. 左のナビゲーションペインから [設定] を選択します。
4. 「委任管理」タブを選択します。
5. [Register delegated administrator (委任管理者の登録)] を選択します。
6. メンバーアカウント ID を入力して委任管理者として登録し、License Manager に必要な権限を付

与することを確認して、[登録] を選択します。
7. 指定されたアカウントが、委任された管理者LLicense Manager eerとして正常に登録されたかど

うかを示すメッセージが表示されます。

AWS CLI

を使用して委任された管理者をマネージドされているライセンスに登録するには以下のステップを実
行します。AWS CLI

1. コマンドラインから、以下のAWS CLIコマンドを実行します。

aws organizations register-delegated-administrator --service-principal=license-
manager.amazonaws.com --account-id=<account-id>

2. 次のコマンドを実行して、指定されたメンバーアカウントが委任された管理者として正常に登録
されていることを確認します。

aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=license-
manager.amazonaws.com

を使用して Linux サブスクリプションの委任された管理者を登録するには以下のステップを実行しま
す。AWS CLI

1. コマンドラインから、以下のAWS CLIコマンドを実行します。

aws organizations register-delegated-administrator --service-principal=license-
manager-linux-subscriptions.amazonaws.com --account-id=<account-id>

2. 次のコマンドを実行して、指定されたメンバーアカウントが委任された管理者として正常に登録
されていることを確認します。

aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=license-
manager-linux-subscriptions.amazonaws.com

委任された管理者の登録解除
AWS CLIまたはを使用して代理管理者の登録を解除できますAWS Management Console。

Console

AWS License Managerコンソールを使用して代理管理者の登録を解除するには、以下のステップを実
行します。
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1. AWS管理アカウントの管理者としてサインインします。
2. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
3. 左のナビゲーションペインから [設定] を選択します。
4. 「委任管理」タブを選択します。
5. [Remove] (削除) を選択します。
6. License Managerremove の委任管理者を削除することを確認するテキストを入力し、[削除] を選

択します。
7. 指定されたアカウントが LLicense Manager eerを委任された管理者が正常に削除されたかどうか

を示すメッセージが表示されます。

AWS CLI

を使用して代理管理者の管理者の登録を解除するにはAWS CLI、以下のステップを実行します。

1. コマンドラインから、以下のAWS CLIコマンドを実行します。

aws organizations deregister-delegated-administrator --service-principal=license-
manager.amazonaws.com --account-id=<account-id>

2. 次のコマンドを実行して、指定したアカウントの委任管理者としての登録が解除されたことを確
認します。

aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=license-
manager.amazonaws.com

を使用して Linux サブスクリプションの委任された管理者の登録を解除するにはAWS CLI、以下のス
テップを実行します。

1. コマンドラインから、以下のAWS CLIコマンドを実行します。

aws organizations deregister-delegated-administrator --service-principal=license-
manager-linux-subscriptions.amazonaws.com --account-id=<account-id>

2. 次のコマンドを実行して、指定したアカウントの委任管理者としての登録が解除されたことを確
認します。

aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=license-
manager-linux-subscriptions.amazonaws.com

登録解除されたアカウントはいつでも再登録できます。

ダッシュボードインAWS License Manager
LLicense Manager コンソールのダッシュボードセクションには、各自己管理ライセンス、付与されたライ
センス資格、ユーザーベースのサブスクリプションの登録ユーザーに関連するライセンス消費量を追跡す
るための使用状況の詳細が表示されます。ダッシュボードにはまた、ライセンスルール違反によるアラー
トも表示されます。

セルフマネージドライセンス

セルフマネージドライセンスでは、以下の情報が利用できます。

82

https://console.aws.amazon.com/license-manager/


AWS License Manager ユーザーガイド
ダッシュボード

• ライセンス名
• 使用権限管理
• 使用方法
• ルールの強制の有無

製品

次の情報が利用できます。

• 製品名
• 購読ユーザー

ライセンス設定の条件では、以下の情報が利用できます。

次の情報が利用できます。

• 製品名
• 使用権限管理
• 使用方法
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によるモニタリング CloudWatch

AWS License Manager のモニタリン
グ

AmazonAWS License Manager を使用して追跡しているライセンスとサブスクリプションの使用状況を監
視できます CloudWatch。 CloudWatch は、raw データを収集し、それを読み取り可能なほぼリアルタイム
のメトリクスにできます。特定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したとき
に通知を送信したりアクションを実行したりできます。詳細については、「Amazon を使用したライセン
ス使用状況のモニタリング CloudWatch (p. 84)」を参照してください。

は、AWS アカウント使用によって行われた、またはそのアカウントの代わりに行われた API 呼び出しと
それに関連するイベントを記録できますAWS CloudTrail。イベントログファイルとしてAmazon S3 され
ます。AWS を呼び出したユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特
定できます。詳細については、「AWS License Managerを使用したAWS CloudTrailAPI コールのログ記
録 (p. 85)」を参照してください。

目次
• Amazon を使用したライセンス使用状況のモニタリング CloudWatch (p. 84)

• アラームを作成してメトリクLicense Manager する (p. 85)
• AWS License Managerを使用したAWS CloudTrailAPI コールのログ記録 (p. 85)

• License Manager Amazon CloudTrail (p. 86)
• ライセンスLicense Manegerのログ・ファイルエントリーについて (p. 86)

Amazon を使用したライセンス使用状況のモニタリ
ング CloudWatch

Amazon を使用してLicense Manager のメトリック統計をモニタリングできます CloudWatch。
これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスし、ウェブアプリケーションま
たはサービスの動作をより的確に把握できます。特定のしきい値を監視するアラームを設定し、
これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。たとえ
ば、LicenseConfigurationUsagePercentage指標を使用しているライセンスの割合を監視し、制限
を超える前に対策を講じることができます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」
を参照してください。

License Manager は、AWSLicenseManager/licenseUsage名前空間で次のメトリクスを1時間ごとに出
力します。

メトリクス 説明

RunningInstancesCount 現在のアカウントで実行されているインスタンスのうち、サブスクリプショ
ン名でグループ化されたインスタンスの総数。

単位はカウント

ディメンション:

SubscriptionName: サブスクリプションの名前。
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メトリクス 説明

AggregateRunningInstancesCountAWS OrganizationsAWS リージョン現在のアカウントですべてのアカウント
で実行されているインスタンスの総数です。

単位はカウント

ディメンション:

SubscriptionName: サブスクリプションの名前。

TotalLicenseConfigurationUsageCount使用可能なライセンス構成の総数。

単位はカウント

ディメンション:

• LicenseConfigurationArn: ライセンス設定の Amazon リソースネーム 
(ARN)。

• LicenseConfigurationType: ライセンス設定タイプ。

LicenseConfigurationUsageCountこの構成の使用済みライセンスの総数。

単位はカウント

ディメンション:

• LicenseConfigurationArn: ライセンス設定 ARN。
• LicenseConfigurationType: ライセンス設定タイプ。

LicenseConfigurationUsagePercentageこのライセンス構成の使用済みライセンスはパーセンテージで表されます。

単位: パーセント

ディメンション:

• LicenseConfigurationArn: ライセンス設定 ARN。
• LicenseConfigurationType: ライセンス設定タイプ。

アラームを作成してメトリクLicense Manager する
メトリックスの値が変化し、 CloudWatch アラームが変更状態になると、アラームを作成してメッセージ
を送信できます。アラームは、指定期間にわたって単一のメトリクスを監視し、指定したしきい値に対応
したメトリクスの値に基づいて、数期間にわたって アクションを実行します。アラームは、持続している
状態変化に対してのみアクションを呼び出します。 CloudWatch アラームは、単に特定の状態にあるとい
うだけでアクションを呼び出すわけではありません。状態が変わり、それが指定した数の期間にわたって
持続している必要があります。詳細については、 CloudWatch アラームの使い方を参照してください。

AWS License Managerを使用したAWS 
CloudTrailAPI コールのログ記録

AWS License ManagerはAWS CloudTrail、LLicense Manager ederのユーザー、ロール、AWSまたは
のサービスによって実行されたアクションのレコードを提供するサービスであると統合されています。 
CloudTrail は、License Manager ederのすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプ
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チャーされた呼び出しには、License Maneger・コンソールの呼び出しと、License ManegerAPIオペレー
ションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成すると、LLicense Manager CloudTrail eerのイベン
トなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しな
い場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history] で最新のイベントを表示できます。の IP アドレス 
CloudTrail、リクエストLicense Manager、リクエスト日時などの詳細を特定できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

License Manager Amazon CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。License Manager eerでアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴] のAWSサービスのイベントイベント
イベントと共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロード
できます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

License Manegerのイベントを含むAWSアカウントのイベントを継続的にレコードするには、追跡を作成
します。追跡 CloudTrail により、Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで追
跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティションの
すべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配
信します。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行動のためにその他
のAWSのサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• Amazon SNS CloudTrail
• CloudTrail  CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルを複数のリージョンから受け取るおよび複

数のアカウントからのログファイルを受け取る

すべてのLicense CloudTrail Maneereder・アクションは LLicense Manager APIリファレンスに文書化され
ます。たとえば、、ListResourceInventoryDeleteLicenseConfigurationおよびアクションを呼
び出すとCreateLicenseConfiguration、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

ライセンスLicense Manegerのログ・ファイルエント
リーについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログエントリは、1 つ、または複数のログエントリが含まれています。イベントは、任意
のソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに
関する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタック
トレーストレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail DeleteLicenseConfigurationアクションのログエントリを示しています。
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ライセンスLicense Manegerのロ
グ・ファイルエントリーについて

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDAIF2U5EXAMPLEH5AP6", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator", 
      "accountId":"O12345678901", 
      "accessKeyId":"AKIDEXAMPLE", 
      "userName":"Administrator" 
   }, 
   "eventTime":"2019-02-15T06:48:37Z", 
   "eventSource":"license-manager.amazonaws.com", 
   "eventName":"DeleteLicenseConfiguration", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"203.0.113.83", 
   "userAgent":"aws-cli/2.4.6 Python/3.8.8 Linux", 
   "requestParameters":{ 
      "licenseConfigurationArn":"arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-
configuration:lic-9ab477f4bEXAMPLE55f3ec08a5423f77" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"3366df5f-4166-415f-9437-c38EXAMPLE48", 
   "eventID":"6c2c949b-1a81-406a-a0d7-52EXAMPLE5bd", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"O12345678901"
}
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データ保護

AWS License Manager でのセキュリ
ティ

AWSでは、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する組
織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コン
プライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテ
ストおよび検証しています。License Maneger に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、AWSコンプライアンスプログラムによる適用範囲の。

• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSのサービスに応じて異なります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、License Maneger使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ちま
す。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすように License Maneger を設定する方法
について説明します。また、License Maneger リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサー
ビスの使用方法についても説明します。

内容
• AWS License Manager でのデータ保護 (p. 88)
• AWS License Manager のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 89)
• AWS License Manager のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 92)
• AWS の AWS License Manager 管理ポリシー (p. 105)
• ライセンスの暗号化署名 (p. 108)
• AWS License Manager のコンプライアンス検証 (p. 109)
• AWS License Manager での耐障害性 (p. 110)
• AWS License Manager でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 110)
• AWS License Manager とインターフェース VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 110)

AWS License Manager でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS License Manager でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明され
ているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する
責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持
する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タス
クが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照
してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責
任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
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データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 が必要です。TLS 1.2 

が必要です。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、またはAWS SDKAWS のサー
ビス を使用してLLicense Manager ener やその他のを使用する場合も含まれます。AWS CLI名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を 
URL に含めないことを強くお勧めします。

保管中の暗号化
License Manegerは、管理アカウントのAmazon S3バケットにデータを保存します。バケットは、Amazon 
S3で管理された暗号化キー(SSE-S3)を使用して設定されています。

AWS License Manager のためのアイデンティティ
およびアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ AWS のサービスです。IAM管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS リ
ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAMでは、お客様のAWS アカウント
のもとにユーザーやグループを作成できます。ユーザーが AWS リソースを使用してタスクを実行するた
めの許可を制御します。IAMは追加料金なしでご利用いただけます。

デフォルトでは、License Manager eer のリソースおよびオペレーションのためのアクセス権限がありま
せん。License Manager のリソース管理するには、許可を明示的に付与する IAMポリシーを作成する必要
があります。

ポリシーをユーザーまたはユーザーのグループに添付する場合、ポリシーによって特定リソースの特定タ
スクを実行するユーザーの権限が許可または拒否されます。詳細については、IAM ユーザーガイドのポリ
シーとアクセス許可を参照してください。

ユーザー、グループ、ロールを作成する
AWS アカウント 用のユーザーとグループを作成して、必要な許可を割り当てることができます。ベスト
プラクティスとして、ユーザーは IAM ロールを引き受けて許可を取得する必要があります。のユーザーと
グループを設定する方法の詳細についてはAWS アカウント、を参照してくださいAWS License Manager 
の開始方法 (p. 6)。
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IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティです。IAM 
ロールは、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であると
いう点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認証
情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、ロール
セッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。

IAM ポリシー構造
IAM ポリシーは 1つ以上のステートメントで構成されるJSONドキュメントです。各ステートメントの構成
は以下のとおりです。

{ 
  "Statement":[{ 
    "Effect":"effect", 
    "Action":"action", 
    "Resource":"arn", 
    "Condition":{ 
      "condition":{ 
        "key":"value" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

様々な要素がステートメントを構成しています

• [Effect]:effect は、AllowまたはDenyにすることができます。デフォルトでは、 ユーザーはリソースお
よび API オペレーションを使用するアクセス権限がないため、リクエストはすべて拒否されます。明示
的な許可はデフォルトに上書きされます。明示的な拒否はすべての許可に上書きされます。

• [Action]:アクション は、許可または拒否する特定のAPI操作のことです。
• [リソース]:リソースはアクションの影響を受けます。一部のLicense Maneger APIオペレーションでは、

オペレーションによって作成/変更できるリソースをポリシー内に含めることができます。ステートメン
ト内でリソースを指定するには、Amazonリソースネーム(ARN)を使用する必要があります。詳細につい
ては、「AWS License Manager によって定義されるアクション」を参照してください。

• [Condition] (条件): condition はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。詳細
については、「AWS License Managerの条件キー」を参照してください。

LLicense Manager eerの IAM ポリシーの作成
IAMポリシーステートメントで、IAMをサポートするすべてのサービスから任意のAPIオペレーションを指
定できます。License Manager eerは、APIオペレーションの名前に次のプレフィックスを使用します。

• license-manager:

• license-manager-user-subscriptions:

• license-manager-linux-subscriptions:

例:

• license-manager:CreateLicenseConfiguration

• license-manager:ListLicenseConfigurations

• license-manager-user-subscriptions:ListIdentityProviders
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• license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptionInstances

使用可能なLicense Manager APIの詳細については、次のAPIリファレンスを参照してください。

• AWS License Manager API リファレンス
• AWS License Managerユーザーサブスクリプション API リファレンス
• AWS License ManagerLinux サブスクリプション API リファレンス

単一のステートメントに複数のオペレーションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

"Action": ["license-manager:action1", "license-manager:action2"]

ワイルドカードを使用して複数のオペレーションを指定することもできます。たとえば、名前がListで始ま
るすべての License Maneger API操作を次のように指定することができます。

"Action": "license-manager:List*"

すべてのLicense Maneger API操作を指定するには、次のように*ワイルドカードを使用します。

"Action": "license-manager:*"

LLicense Manager eerを使用するISVのポリシーの例
License Manegerを使用してライセンスを配布するISV には、次の許可が必要です。

{  
    "Version": "2012-10-17",      
    "Statement": [  
        {  
        "Sid": "VisualEditor0",  
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "license-manager:CreateLicense",  
            "license-manager:ListLicenses",  
            "license-manager:CreateLicenseVersion",  
            "license-manager:ListLicenseVersions",  
            "license-manager:GetLicense",  
            "license-manager:DeleteLicense",  
            "license-manager:CheckoutLicense",  
            "license-manager:CheckInLicense",  
            "kms:GetPublicKey" 
        ],  
        "Resource": "*" 
        }  
    ]  
}

ユーザー、グループ、およびロールに許可を付与する
必要な IAM ポリシーを作成したら、これらの権限をユーザー、グループ、ロールに付与する必要がありま
す。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:
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サービスにリンクされたロール

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

AWS License Manager のサービスにリンクされた
ロールの使用

AWS License ManagerはAWS Identity and Access Management(IAM) サービスリンクロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、License Maneger に直接リンクされたユニークなタイプのIAM
ロールです。サービスにリンクされたロールは、License Maneger によって事前定義されており、AWS
ユーザーの代わりにサービスから他のサービスを呼び出す必要のあるアクセス許可がすべて含まれていま
す。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス権限を手動で追加する必要がなくなる
ため、License Maneger の設定が簡単になります。License Maneger は、サービスにリンクされたロール
のアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、License Maneger のみがそのロールを引
き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可
ポリシーを他のIAM エンティティに添付することはできません。

サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、不
注意でリソースにアクセスするアクセス許可の削除が防止され、License Manegerリソースは保護されま
す。

以下のセクションで説明するように、License Maneger の操作は3つのサービスにリンクされた ロールに
依存します。

サービスにリンクされたロール
• License Manager-コアロール。 (p. 92)
• License Manager-管理アカウントのロール。 (p. 95)
• License Manager-メンバーアカウントロール (p. 99)
• License Manager — ユーザーベースのサブスクリプションロール (p. 101)
• License Manager-Linuxサブスクリプションロール。 (p. 103)

License Manager-コアロール。
License Manegerでは、ユーザーに代わってサービスリンクロールが必要です。

コアロールのアクセス許可
サービスリンクロールLicense Maneterがユーザーに代わってライセンスを管理するAWSリソースにアク
セスして、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRoleユーザーに代わってライセンスを管理する
ことを可能にします。
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AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole サービスにリンクされたロールは、ロールを継承する
ために license-manager.amazonaws.com のサービスを信頼します。

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
License Maneger に許可します。

アクション リソースARN

iam:CreateServiceLinkedRole arn:aws:iam::*:role/aws-
service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement

iam:CreateServiceLinkedRole arn:aws:iam::*:role/
aws-service-role/
license-manager.member-
account.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole

s3:GetBucketLocation arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:ListBucket arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:ListAllMyBuckets *

s3:PutObject arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

sns:Publish arn:aws::sns:*:*:aws-license-
manager-service-*

sns:ListTopics *

ec2:DescribeInstances *

ec2:DescribeImages *

ec2:DescribeHosts *

ssm:ListInventoryEntries *

ssm:GetInventory *

ssm:CreateAssociation *

organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization*

organizations:DescribeOrganization *

organizations:ListDelegatedAdministrators *

license-manager:GetServiceSettings *

license-manager:GetLicense* *

license-
manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource

*

license-manager:List* *
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サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAMエンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Service-
Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してください。

License Maneger のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。License Manegerコンソールに初め
てアクセスしたときにLicense Manegerの初回実行のエクスペリエンスを完了すると、サービスにリンク
されたロールが自動的に作成されます。

IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用してサービスにリンクされたロールを手動で作成する
こともできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作成」を参照してく
ださい。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービス
でアクションが完了した場合にアカウントに表示されます。2017年１月１月１日以前にLicense 
Manager eter を使用していた場合、サービスにリンクされたロールのサポートが開始された時点
で、License Manager eter がAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRoleロールをアカウ
ントに作成済みです。詳細については、「IAMアカウントに新しいロールが表示される」を参照
してください。

License Manegerコンソールを使用して、サービスにリンクしたロールを作成することができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. License Maneger の使用開始を選択します
3. IAM Permissions (one-time-setup) フォームで、「AWS License Manager必要な権限を付与します」を

選択し、「続行」を選択します。

IAM コンソールを使用して、License Manegerユースケースでサービスリンクロールを作成
することもできます。または、AWS CLIまたはAWSAPIでは、IAMを使用して、license-
manager.amazonaws.comサービス名。サービスにリンクされたロールを作成します。詳細について
は、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作
成できます。

License Maneger のサービスにリンクされたロールの編集
License ManagerAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole eterでは、サービスにリンクされた
ロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによって
ロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用した
ロールの説明の編集はできます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロー
ルの編集」を参照してください。

License Manegerのサービスにリンクされたロールを削除する
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングやメンテナンスがされているエン
ティティだけを所有します。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする
必要があります。
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サービスにリンクされたロールのクリーンアップ
IAMを使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、最初に、そのロールで使用されているリ
ソースをすべて削除する必要があります。つまり、関連付けられているインスタンスとAMIから自己管理
ライセンスを関連付け解除してから、自己管理ライセンスを削除します。

Note

リソースを削除する際にLicense Manegerでロールが使用されている場合、削除は失敗することが
あります。その場合は、数分待ってから再試行してください。

ロールで使用されているLicense Manegerリソースを削除するには

1. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. ナビゲーションペインで、[自己管理ライセンス] を選択します。
3. 自分が所有している自己管理ライセンスを選択し、「関連する AMI」タブと「リソース」タブ内のす

べてのエントリの関連付けを解除します。ライセンス設定ごとにこのプロセスを繰り返します。
4. 自己管理ライセンスのページを開いたまま、[アクション] を選択し、[削除] を選択します。
5. すべての自己管理ライセンスが削除されるまで、これまでの手順を繰り返します。

サービスにリンクされたロールを手動で削除する
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用し
て、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole サービスにリンクされたロール
を削除します。AWSLicenseManagerMasterAccountRole (p. 95)とも使用している場合
はAWSLicenseManagerMemberAccountRole (p. 99)、まずそれらのロールを削除してください。詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

License Manager-管理アカウントのロール。
License Maneger では、ライセンス管理を実行するには、サービスにリンクされたロールが必要です。

管理アカウントロールのアクセス許可
サービスリンクロールはLicense Manager eter がAWSリソースにアクセスして、
ユーザーに代わって集中管理アカウントのライセンス管理アクションを管理す
るAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRoleリソースへのアクセスを許可しま
す。

AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRole サービスにリンクされたロールは、
ロールを継承するために license-manager.master-account.amazonaws.com のサービスを信頼し
ます。

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
License Maneger に許可します。

アクション リソースARN

s3:GetBucketLocation arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:ListBucket arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:GetLifecycleConfiguration arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*
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アクション リソースARN

s3:PutLifecycleConfiguration arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:GetBucketPolicy arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:PutBucketPolicy arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:AbortMultipartUpload arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:PutObject arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:GetObject arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:ListBucketMultipartUploads arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:ListMultipartUploadParts arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*

s3:DeleteObject arn:aws:s3:::aws-license-
manager-service-*/resource-
sync/*

athena:GetQueryExecution *

athena:GetQueryResults *

athena:StartQueryExecution *

glue:GetTable *

glue:GetPartition *

glue:GetPartitions *

glue:CreateTable 脚注を参照してください。脚注を参照し
てください。。

glue:UpdateTable 脚注を参照してください。脚注を参照し
てください。。

glue:DeleteTable 脚注を参照してください。脚注を参照し
てください。。

glue:UpdateJob 脚注を参照してください。脚注を参照し
てください。。

glue:UpdateCrawler 脚注を参照してください。脚注を参照し
てください。。

organizations:DescribeOrganization *

organizations:ListAccounts *
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アクション リソースARN

organizations:DescribeAccount *

organizations:ListChildren *

organizations:ListParents *

organizations:ListAccountsForParent *

organizations:ListRoots *

organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization*

ram:GetResourceShares *

ram:GetResourceShareAssociations *

ram:TagResource *

ram:CreateResourceShare *

ram:AssociateResourceShare *

ram:DisassociateResourceShare *

ram:UpdateResourceShare *

ram:DeleteResourceShare *

resource-groups:PutGroupPolicy *

iam:GetRole *

iam:PassRole arn:aws:iam::*:role/
LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*

cloudformation:UpdateStack arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/
*

cloudformation:CreateStack arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/
*

cloudformation:DeleteStack arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/
*

cloudformation:DescribeStacks arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/
*

¹AWS Glue アクション用に定義されているリソースは次のとおりです。

• arn:aws:glue:*:*:catalog

• arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler

• arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob

• arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*
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• arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*
• arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db
• arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

管理アカウントのサービスにリンクされたロールを作成する
サービスにリンクされたこのロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Consoleでク
ロスアカウントライセンス管理を設定すると、License Manegerはサービスにリンクされたロールを自動
的に作成します。

Note

License Manegerでクロスアカウントsupportを利用するには、AWS Organizationsを使用する必
要があります。

サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカ
ウントにロールを再作成することができます。

サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用して手動で作成す
ることもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作成」を参照して
ください。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する
別のサービスでアクションが完了した場合にアカウントに表示されます。2017
年１月１月１日以前にLicense Manager eter を使用していた場合、サービス
にリンクされたロールのサポートが開始された時点で、License Manager eter 
がAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRoleリソース内に作成済みで
す。詳細については、「IAMアカウントに新しいロールが表示される」を参照してください。

License Manegerコンソールを使用して、このサービスリンクされたロールを作成することができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. [Settings]、[Edit] を選択します。
3. [Link AWS Organizations accounts] (AWS Organizations アカウントのリンク) を選択します。
4. [Apply] (適用) を選択します。

IAM コンソールを使用して、 License Maneger - メンバーアカウント ユースケースでサービスにリン
クされたロールを作成することもできます。または、AWS CLIまたはAWSAPI では、IAM を使用し
て、license-manager.master-account.amazonaws.comサービス名でサービスにリンクされたロー
ルを作成します。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参
照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作
成できます。

License Maneger のサービスにリンクされたロールの編集
License ManagerAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRole eterでは、サービ
スにリンクされたロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエン
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ティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただ
し、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービス
にリンクされたロールの編集」を参照してください。

License Manegerのサービスにリンクされたロールを削除する
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングやメンテナンスがされているエン
ティティだけを所有します。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする
必要があります。

サービスリンクロールを手動で削除する

サービスにリンクされたロールは、サービスにリンクされたロールを削除するにはAWS CLI、IAM コン
ソール、、、、、、、、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRoleサービスリン
クロールを削除します。AWS詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロー
ルの削除」を参照してください。

License Manager-メンバーアカウントロール
License Manegerでは、管理アカウントがライセンスを管理することを許可する、サービスにリンクされ
たロールが必要です。

メンバーアカウントロールのアクセス許可
サービスリンクロールはLicense Manager eter がAWSリソースにアクセスして、
ユーザーに代わって構成された管理アカウントからライセンス管理アクションのため
のAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRoleリソースにアクセスすることを可能
にします。

AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole サービスにリンクされたロールは、
ロールを継承するために license-manager.member-account.amazonaws.com のサービスを信頼し
ます。

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
License Maneger に許可します。

アクション リソースARN

license-
manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource

*

license-manager:GetLicenseConfiguration *

ssm:ListInventoryEntries *

ssm:GetInventory *

ssm:CreateAssociation *

ssm:CreateResourceDataSync *

ssm:DeleteResourceDataSync *

ssm:ListResourceDataSync *

ssm:ListAssociations *
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アクション リソースARN

ram:AcceptResourceShareInvitation *

ram:GetResourceShareInvitations *

サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAMエンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Service-
Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してください。

License Maneger のサービスにリンクされたロールを作成する
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。設定ページでは、AWS 
OrganizationsLicense Manegerコンソールの管理アカウントからとの統合を有効にできます。AWS 
CLI(runupdate-service-settings) またはAWSAPI (コール)UpdateServiceSettings)を使ってこれ
ができます。この操作を行うと、License Manegerによって、Organizations メンバーアカウントにサービ
スにリンクされたロールが作成されます。

サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカ
ウントにロールを再作成することができます。

サービスにリンクされたロールはAWS CLI、IAM コンソールまたはAWS API を使用してサービスリンク
ロールを手動で作成することもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロー
ルの作成」を参照してください。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する
別のサービスでアクションが完了した場合にアカウントに表示されます。2017年
１月１月１日以前にLicense Manager eter サービスを使用していた場合、サービ
スにリンクされたロールのサポートが開始された時点で、License Manager eter 
がAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRoleロールをアカウントに作成
済みです。詳細については、「IAMアカウントに新しいロールが表示される」を参照してくださ
い。

License Manegerコンソールを使用して、サービスにリンクしたロールを作成することができます。

のサービスにリンクされたロールを作成するには

1. AWS Organizations管理アカウントにログインします。
2. License Maneger コンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/license-manager/。
3. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択し、[編集] を選択します。
4. [Link AWS Organizations accounts] (AWS Organizations アカウントのリンク) を選択します。
5. [Apply] (適用) を選択します。これによ

り、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRoleAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole (p. 99) (p. 92)す
べての子アカウントにロールとが作成されます。

IAM コンソールを使用して、License Manager - Member accountユースケースでサービスリ
ンクロールを作成することもできます。AWS CLIまたはAWSAPIで、license-manager.member-
account.amazonaws.com サービス名を使用してサービスリンクロールを作成します。詳細について
は、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作
成できます。
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License Maneger のサービスにリンクされたロールの編集
License ManagerAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole eterでは、サービ
スにリンクされたロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエン
ティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただ
し、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービス
にリンクされたロールの編集」を参照してください。

License Manegerのサービスにリンクされたロールを削除する
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングやメンテナンスがされているエン
ティティだけを所有します。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする
必要があります。

サービスリンクロールを手動で削除する

サービスにリンクされたロールは、サービスにリンクされたロールを削除するにはAWS CLI、IAM コン
ソール、、、、、、、、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRoleサービスリン
クロールを削除します。AWS詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロー
ルの削除」を参照してください。

License Manager — ユーザーベースのサブスクリプ
ションロール
License Manager eterでは、AWSユーザーベースのサブスクリプションを提供するリソースを管理するに
は、サービスにリンクされたロールが必要です。

ユーザーベースのサブスクリプションロールの権限
AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceという名前のサービスにリ
ンクされたロールを使用すると、License Manager は Amazon EC2AWS Systems Manager リソースを利
用および管理し、ユーザーベースのサブスクリプションを提供したり、AWS Directory Serviceリソースを
記述したりできます。

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
License Maneger に許可します。

アクション リソースARN

ds:DescribeDirectories *

ds:GetAuthorizedApplicationDetails *

ec2:CreateTags arn: aws: ec2: *: *: インスタンス/* ¹

ec2:DescribeInstances *

ec2:DescribeVpcPeeringConnections *

ec2:TerminateInstances arn: aws: ec2: *: *: インスタンス/* ¹

ssm:DescribeInstanceInformation *

ssm:GetCommandInvocation *
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アクション リソースARN

ssm:GetInventory *

ssm:ListCommandInvocations *

ssm:SendCommand arn: aws: ssm: *:: ドキュメント/AWS-
RunPowerShellScript ²

arn: aws: ec2: *: *: インスタンス/* ²

¹ License Manager がタグを作成および終了できるのは、製品コード
bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik、77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc、または d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw のイン
スタンスだけです。

² License Manager は、AWS-RunPowerShellScriptタグ名がで値がのインスタンス上のドキュメントで 
SSM RunAWSLicenseManager Command を実行することしかできませんUserSubscriptions。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

License Maneger のサービスにリンクされたロールを作成する
LLicense Manager コンソールのユーザーベースのサブスクリプションページでロールを作成するように求
められるため、サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。

サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカ
ウントにロールを再作成することができます。

サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用して手動で作成す
ることもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作成」を参照して
ください。

License Manegerコンソールを使用して、サービスにリンクしたロールを作成することができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ユーザーアソシエーション] または [製品] を選択します。
3. License Manager の条件に同意して、ユーザーベースのサブスクリプションロールを作成します。
4. [作成] を選択します。これでロールが作成されます。

IAM コンソールを使用して、License Manager - User-based subscriptionsユースケースでサー
ビスリンクロールを作成することもできます。AWS CLIまたはAWSAPIで、license-manager-user-
subscriptions.amazonaws.com サービス名を使用してサービスリンクロールを作成します。詳細につ
いては、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作
成できます。

License Maneger のサービスにリンクされたロールの編集
License ManagerAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerUserSubscriptionsService eterでは、
サービスにリンクされたロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くの
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エンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。た
だし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービ
スにリンクされたロールの編集」を参照してください。

License Manegerのサービスにリンクされたロールを削除する
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングやメンテナンスがされているエン
ティティだけを所有します。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする
必要があります。

サービスリンクロールを手動で削除する

サービスにリンクされたロールは、サービスにリンクされたロールを削除するにはAWS CLI、IAM コン
ソー
ル、、、、、、、、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceサービ
スリンクロールを削除します。AWS詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされ
たロールの削除」を参照してください。

License Manager-Linuxサブスクリプションロール。
License Manager eterでは、AWS Linuxサブスクリプションを提供するリソースを管理するには、サービ
スにリンクされたロールが必要です。

Linux サブスクリプションロールの権限
AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceという名前のサービスにリ
ンクされたロールを使用すると、License Manager は Amazon EC2AWS Organizations とリソースを検出
して Linux サブスクリプションの使用量を集約できます。

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
License Maneger に許可します。

アクション リソースARN

ec2:DescribeInstances *

ec2:DescribeRegions *

organizations:DescribeOrganization *

organizations:ListAccounts *

organizations:DescribeAccount *

organizations:ListChildren *

organizations:ListParents *

organizations:ListAccountsForParent *

organizations:ListRoots *

organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization*

organizations:ListDelegatedAdministrators *
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サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAMエンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Service-
Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してください。

License Maneger のサービスにリンクされたロールを作成する
License Maneterコンソール、サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。License 
Manager eterコンソールのLinuxサブスクリプションページでロールを作成するように指示されます。

サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカ
ウントにロールを再作成することができます。

サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用して手動で作成す
ることもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作成」を参照して
ください。

License Manegerコンソールを使用して、サービスにリンクしたロールを作成することができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには

1. License Maneger コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/license-manager/。
2. 左側のナビゲーションペインで、[サブスクリプション] または [インスタンス] を選択します。
3. License Manager がLinuxサブスクリプションロールを作成するための条件に同意します。
4. [作成] を選択します。これでロールが作成されます。

IAM コンソールを使用して、License Manager - Linux subscriptionsユースケースでサービ
スリンクロールを作成することもできます。AWS CLIまたはAWSAPIで、license-manager-linux-
subscriptions.amazonaws.com サービス名を使用してサービスリンクロールを作成します。詳細につ
いては、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作
成できます。

License Maneger のサービスにリンクされたロールの編集
License ManagerAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsService eterで
は、サービスにリンクされたロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、
多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできま
せん。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、IAMユーザーガイドの
「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してください。

License Manegerのサービスにリンクされたロールを削除する
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングやメンテナンスがされているエン
ティティだけを所有します。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする
必要があります。

サービスリンクロールを手動で削除する

サービスにリンクされたロールは、サービスにリンクされたロールを削除するにはAWS CLI、IAM コン
ソー
ル、、、、、、、、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceサービ
スリンクロールを削除します。AWS詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロール
の削除」を参照してください。

104

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#service-linked-role-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#service-linked-role-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://console.aws.amazon.com/license-manager/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#edit-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#delete-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#delete-service-linked-role


AWS License Manager ユーザーガイド
AWS管理ポリシー

AWS の AWS License Manager 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS管
理ポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウ
ントで利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへ
の読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加さ
れた演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能のポリシー一覧と説明につい
ては、IAM ユーザーガイドの AWS ジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。

AWS マネージドポリシー: 
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
このポリシーは、License Manager がAPIアクションを呼び出してライセンスを管理できるようにしま
す。AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole詳細については、「AWS License Manager のサー
ビスにリンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、のを参照してくださいAWSLicenseManagerServiceRolePolicy。

AWS管理ポリシー: 
AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
このポリシーは、サービスにリンクされたロールに添付され、License Manager がAPIア
クションを呼び出して、中央管理アカウントのライセンス管理を代行できるようにしま
す。AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRole詳細については、「AWS License 
Manager のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、のを参照してくださ
いAWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy。

AWS管理ポリシー: 
AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRoleという名前のサービ
ス連動型ロールに添付され、License Manager eterが設定された管理アカウントからライセンス管理のた
めのAPIアクションを代行して呼び出すことを可能にします。詳細については、「AWS License Manager 
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、のを参照してくださ
いAWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy。
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AWS マネージドポリシー: 
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
AWSLicenseManagerConsumptionPolicyポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。このポ
リシーは、ライセンスを消費するために必要なLicense Manager APIアクションへのアクセスを許可する権
限を付与します。詳細については、「ライセンス使用量 (p. 50)」を参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、AWSLicenseManagerConsumptionPolicyのを参照してくださいAWS 
Management Console。

AWS マネージドポリシー: 
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceポリシー
という名前のサービス連動型ロールに添付され、License Manager がAPIアクションを呼び出してサブスク
リプションリソースを代行できるようにします。詳細については、「AWS License Manager のサービスに
リンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、のを参照してくださ
いAWSLicenseManagerUserSubscriptionsPolicy。

AWS マネージドポリシー: 
AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceポリシー
という名前のサービス連動型ロールに添付され、License Manager がAPIアクションを呼び出してLinuxサ
ブスクリプションリソースを代行できるようにします。詳細については、「AWS License Manager のサー
ビスにリンクされたロールの使用 (p. 92)」を参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、のを参照してくださ
いAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy。

AWSマネージドポリシーへの License Maneger の更
新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの License ManegerのAWS 管理ポリシーの更新に関す
る詳細を表示します。

変更 説明 日付

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy (p. 106)
- 新しいポリシー

License Manager eer が、
という名前のサービスにリ
ンクされたロールを作成す
る権限が追加されていまし
たAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsService。
このロールは、License 
Manager に Amazon EC2AWS 
Organizations リソースを一覧表
示する権限を与えます。

2022 年 12 月 21 日
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AWS License Manager ユーザーガイド
ポリシーの更新

変更 説明 日付

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy (p. 106)
– 既存ポリシーへの更新。

License 
Managerec2:DescribeVpcPeeringConnections
が権限を追加しました。

2022 年 11 月 28 日

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy (p. 105)
- 新しいポリシー

License Manager eer が、
という名前のサービスにリ
ンクされたロールを作成す
る権限が追加されていまし
たAWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy。
このロールは、AWS Directory 
Serviceリソースを一覧表示した
り、Systems Manager 機能を利
用したり、ユーザーベースのサ
ブスクリプション用に作成され
た Amazon EC2 リソースを管理
したりする権限をライセンスマ
ネージャーに付与します。

2022 年 7 月 18 日

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy (p. 105)
– 既存ポリシーへの更新。

License Manager 
は、resource-
groups:PutGroupPolicyが管
理するリソースグループの権限
を追加しましたAWS Resource 
Access Manager。

2022 年 6 月 27 日

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy (p. 105)
– 既存ポリシーへの更新。

License Manager 
は、AWSAWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy管
理ポリシーの条件キー
を「」AWS Resource 
Access Manager から
「」ram:ResourceTagaws:ResourceTag
に変更しました。

2021 年 11 月 16 日

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy (p. 106)
- 新しいポリシー

License Manager は、ライセンス
を消費する権限を付与する新し
いポリシーを追加しました。

2021 年 8 月 11 日

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy (p. 105)
– 既存ポリシーへの更新。

License Manager eer では、
委任された管理者の一覧を
表示する許可と、サービスに
リンクされたロールを作成す
る権限が追加されていまし
たAWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole。

2021年6月16日

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy (p. 105)
– 既存ポリシーへの更新。

License Manegerは、ライセンス
設定、ライセンス、権限など、
すべてのLicense Maneger リソー
スを一覧表示する権限を追加し
ました。

2021年6月15日
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AWS License Manager ユーザーガイド
ライセンス署名

変更 説明 日付

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy (p. 105)
– 既存ポリシーへの更新。

License Manager eer が、
という名前のサービスにリ
ンクされたロールを作成す
る権限が追加されていまし
たAWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement。
このロールはAWS 
MarketplaceLicense Maneger
でライセンスを作成および管理
する権限を持つ。詳細について
は、AWS Marketplace 購入者ガ
イドの Service-linked roles for 
AWS Marketplace を参照してく
ださい。

2021年3月9日

License Maneger が変更の追跡を
開始

Systems Manager がAWSマネー
ジドポリシーの変更の追跡を開
始しました。

2021年3月9日

ライセンスの暗号化署名
License Maneger は、ISVまたはAWS Marketplace ISVに代わって発行されたライセンスを暗号化して署名
することができます。署名により、ベンダーは、オフライン環境であっても、アプリケーション内でライ
センスの整合性と出所を検証できます。

ライセンスを署名するために、License ManegerはISVに属する非対称顧客マスターキー(CMK)を使用
し、AWS Key Management Service(AWS KMS)で保護されています。この顧客管理 CMK は、数学的
に関連するパブリックキーとプライベートキーペアで構成されます。ユーザーがライセンスを要求する
と、License ManegerはライセンスエンタイトルメントをリストアップしたJSONオブジェクトを生成し、
このオブジェクトにプライベートキーで署名します。署名とプレーンテキストJSONオブジェクトがユー
ザーに返されます。これらのオブジェクトを提示した当事者は、公開キーを使用して、ライセンスのテ
キストが変更されていないこと、およびライセンスがプライベートキーの所有者によって署名されている
ことを検証できます。キー・ペアのプライベート・パートは、決して外部に出ることはありませんAWS 
KMS。非対称暗号についての詳細は、「AWS KMS対称キーと非対称キーの使用」を参照してください。

Note

License Maneger はライセンスの署名と検証を行う際に、AWS KMS SignとVerify API オペ
レーションを呼び出します。CMKがこれらの操作で使用されるためには、CMKのキー使用値
がSIGN_VERIFYである必要があります。この種類のCMKは、暗号化や復号化には使用できませ
ん。

以下のワークフローでは、暗号化されたライセンスの発行について説明します。

1. AWS KMSコンソール、API、またはSDKにおいて、ライセンス管理者は、非対称顧客管理のCMKを作
成します。CMK には、署名と検証のキー使用があり、RSASSA-PSS SHA-256 署名アルゴリズムをサ
ポートする必要があります。詳細については、「非対称CMKの作成」「CMK設定の選択方法」を参照
してください。

2. License Maneger では、ライセンス管理者は、AWS KMSARNまたはIDを含む開示設定を作成します。
設定では、BorrowオプションとProvisionalオプションのいずれかまたは両方を指定できます。詳細につ
いては、「出品者が発行したライセンスのブロックを作成する」を参照してください。

3. エンドユーザーは、CheckoutLicenseまたはCheckoutBorrowLicenseAPIオペレーションを使用し
てライセンスを取得します。CheckoutBorrowLicense操作は、Borrowが設定されているライセンス
でのみ可能です。エンタイトルメントをリストアップしたJSONオブジェクトリストとともに、レスポ
ンスの一部としてデジタル署名を返します。プレーンテキストJSONは次のようなものです。
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AWS License Manager ユーザーガイド
コンプライアンス検証

{ 
   "entitlementsAllowed":[ 
      { 
         "name":"EntitlementCount", 
         "unit":"Count", 
         "value":"1" 
      } 
   ], 
   "expiration":"2020-12-01T00:47:35", 
   "issuedAt":"2020-11-30T23:47:35", 
   "licenseArn":"arn:aws:license-
manager::123456789012:license:l-6585590917ad46858328ff02dEXAMPLE", 
   "licenseConsumptionToken":"306eb19afd354ba79c3687b9bEXAMPLE", 
   "nodeId":"100.20.15.10", 
   "checkoutMetadata":{ 
      "Mac":"ABCDEFGHI" 
   }
}

AWS License Manager のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。
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AWS License Manager ユーザーガイド
耐障害性

AWS License Manager での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接
続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。

AWS License Manager でのインフラストラクチャ
セキュリティ

マネージドサービスである AWS License Managerは、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの
概要ホワイトペーパーに記載されているAWSグローバルネットワークセキュリティの手順で保護されてい
ます。

AWSが発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で License Maneger にアクセスします。
クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 
以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-
Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサ
ポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサ
ポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS License Manager とインターフェース VPC エ
ンドポイント (AWS PrivateLink)

インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、仮想プライベートクラウド(VPC) と AWS 
License ManagerAPIの間にプライベート接続を確立できます。インターフェイスエンドポイントは、イン
ターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせずに 
ライセンスマネージャAPIにプライベートにアクセスするために使用できる技術である AWS PrivateLink
を利用しています。VPCのインスタンスは、License Manegerとの通信にパブリックIPアドレスを必要と
しません。VPCと License Manegerとの間のトラフィックは、Amazonネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の Elastic Network Interface に
よって表されます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

License Maneger用のインターフェイスVPCエンドポ
イントの作成
次のいずれかのサービス名を使用して、License Maneger用のエンドポイントを作成します。
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License Maneger 用のVPCエン
ドポイントポリシーを作成する

• com.amazonaws.region.license-manager
• com.amazonaws。 ##。 license-manager-fips

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (な
ど) を使用して、License Manegerに API リクエストを実行できます。例えば、{license-
manager.region.amazonaws.com}。

詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照して
ください。

License Maneger 用のVPCエンドポイントポリシーを
作成する
License Manegerへのアクセスをコントロールするために VPC エンドポイントにポリシーを添付すること
ができます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル
• 実行可能なアクション
• アクションが実行されるリソース

以下は、License Manegerのエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントに接続されている場合、
このポリシーは、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、指定されたLicense Manegerアク
ションへのアクセスを許可します。

{ 
   "Statement": [ 
        { 
            "Principal": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "license-manager:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPCエンドポイントを使用したサービスへのアクセス
の制御」を参照してください。
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クロスアカウント検出エラー

AWS License Manager のトラブル
シューティング

以下の情報は、AWS License Managerを使用する際のトラブルシューティングに役立ちます。始める前
に、お使いのLicense Manegerのセットアップがでの設定AWS License Manager (p. 77)に記載された要件
を満たしていることを確認してください。

クロスアカウント検出エラー
クロスアカウント検出のセットアップ時には、[Inventory] ページに以下のようなエラーメッセージが表示
されることがあります:

Athena 例外:Athenaクエリが失敗した理由-クエリを実行するための権限が不足しています。このデータ
ベースへのアクセスを有効にするには、カタログを移行してください。

このエラーは、Athenaサービスが、AWS Glue Data Catalog ではなくAthenaマネージドデータカタログを
使用している場合に発生することがあります。アップグレード手順については、AWSGlueデータカタログ
へのステップバイステップのアップグレードを参照してください。

マスターアカウントが自己管理ライセンスからリ
ソースの関連付けを解除できない設定

組織のいずれかのメンバーアカウントにおいて、SLR 
(SLR)AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole Service Linked Role が削除さ
れ、特定の自己管理ライセンスに関連付けられているメンバー所有リソースが存在する場合、アカウント
は、該当するメンバーアカウントのリソースからライセンスの関連付けを解除できません。つまり、その
メンバーアカウントのリソースが、管理アカウントプールからのライセンスを消費し続けることを意味し
ます。管理アカウントがリソースの関連付けを解除できるようにするには、SLRを復元します。

この方法は、マスターアカウントが、メンバーアカウントのリソースに影響を及ぼすいくつかのアクショ
ンを管理アカウントに許可しないことをお客様が希望される場合に対応します。

Systems Managerインベントリが古い
Systems Managerはインベントリデータを30日間保存します。この期間中においては、Ping に応答しない
場合であってもLicense Manegerが、マネージドインスタンスをアクティブなインスタンスとしてカウン
トします。Systems Managerからインベントリデータが消去されると、License Maneger がそのインスタ
ンスを非アクティブとしてマークし、ローカルインベントリデータを更新します。マネージドインスタン
スの正確なカウントを保つには、Systems Managerで登録解除を手動で行い、License Manegerがクリー
ンアップ処理を実行できるようにします。

登録解除されたAMIの見かけ上の存続
License Manager egerは、数時間ごとに、リソースと自己管理ライセンスとの古い関連付けを消去しま
す。セルフマネージドライセンスに関連付けられたAMIがAmazon EC2を介して登録解除された場合、そ
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リソースインベントリに新しい子アカウ
ントインスタンスが表示されるのが遅い

のAMIがLicense Manegerのリソースインベントリに一時的に表示された後、パージされることがありまし
た。

リソースインベントリに新しい子アカウントインス
タンスが表示されるのが遅い

クロスアカウントサポートが有効になっている場合、License Manegerはデフォルトで毎日午後
1時にお客様のアカウントを更新します。その日のうちに追加されたインスタンスは、翌日、管
理アカウントのリソースインベントリに表示されます。アップデートスクリプトの実行頻度を
変更するには、管理アカウントのAWS Glueコンソール内で アップデートスクリプトの実行頻
度LicenseManagerResourceSynDataProcessJobTriggerを編集します。

クロスアカウントモード有効にした後、子アカウン
トのインスタンスが表示されるのが遅い

License Manegerででクロスアカウントモードを有効にすると、子アカウント内のインスタンスがリソー
スインベントリ内に表示されるまで数分から数時間かかります。表示までの時間は、子アカウントの数
や、各子アカウント内のインスタンス数に応じて変化します。

クロスアカウント検出を無効化できない
アカウントでクロスアカウント検出を設定すると、シングルアカウント検出に戻すことはできません。

子アカウントのユーザーが、共有セルフマネージド
ライセンスをインスタンスと関連付けられない

このエラーが発生し、クロスアカウント検出が有効になっている場合は、次の点を確認します:

• 子アカウントが組織から削除されている。
• 子アカウントが、管理アカウントで作成されたリソースシェアから削除されました。
• セルフマネージドライセンスが、リソースシェアから削除されました。

AWS Organizationsアカウントのリンクに失敗する
[Settings] ページでこのエラーが生じた場合、下記のいずれかの理由でアカウントが組織のメンバーでなく
なっていることが考えられます:

• 子アカウントが組織から削除されている。
• お客様が、アカウントの組織コンソールから License Manegerへのアクセスをオフにしました。
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AWS License Manager のドキュメン
ト履歴

次の表では、AWS License Managerのリリースを説明しています。

変更 説明 日付

Ubuntu LTS サブスクリプション
のライセンスタイプ変換

License Manager は、Ubuntu 
LTS インスタンスがライセンス
タイプ変換を使用して Ubuntu 
Pro サブスクリプションを追加で
きるようにするサポートを追加
しました。

2023 月 1 月 2 月 2 月 2 月

有効な補助金を入れ替える License Manager は、グラントの
アクティベーション中に、付与
されたライセンスのアクティブ
なグラントをオプションで置き
換える機能を追加しました。

2023 年 3 月 20 日

Linux サブスクリプションの委任
管理

License Manager は、Linux サブ
スクリプションの委任管理者の
サポートを追加しました。

2023 年 3 月 3 日

Linux サブスクリプション License Manager は、商用Linux
サブスクリプションの追跡を追
加しました。

2022 年 12 月 21 日

CloudWatch アマゾンメトリック
ス

License Manager は、 
CloudWatch ライセンス構成の使
用状況とサブスクリプションに
関するメトリックを出力するよ
うになりました。

2022 年 12 月 21 日

ユーザーベースのサブスクリプ
ション

License Manager は、ユーザー
ベースのサブスクリプションの
サポート対象ソフトウェアとし
て Microsoft Office を追加しまし
た。

2022 年 11 月 28 日

エンタイトルメントを組織単位
に配布

組織内の特定の OU に資格を配
布します。

2022 年 11 月 17 日

組織全体表示 (コンソール) LicenseAWS Organizations 
Managerコンソールを使用し
て、アカウント全体で付与され
たライセンスを管理します。

2022 年 11 月 11 日

ユーザーベースのサブスクリプ
ション

Amazon EC2 でサポートされて
いるユーザーベースのサブスク
リプション製品を利用してくだ
さい。

2022 年 8 月 2 日
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変更 説明 日付

ライセンス使用状況データを記
録して送信する (コンソール)

License Manegeコンソールを使
用して、ライセンス使用データ
を記録し、送信します。

2022 年 3 月 28 日

ライセンスタイプの変換 (コン
ソール)

既存のワークロードを再配置せ
ずに、License Manegeコンソー
ルを使用して、AWS提供型ライ
センスとBYOL（Bring Your Own 
License) の間でライセンスタイ
プを変更することができます。

2021年11月9日

ライセンスタイプ変換(CLI) AWS CLI既存のワークロードを
再配置することなく、AWS-提供
されるライセンスとBYOL（Bry-
Your Own-License）の間でライ
センスの種類を変更することが
できます。

2021年9月22日

権利の共有 1回のリクエストで、マネージド
ライセンス権限を組織全体で共
有できます。

2021年7月16日

使用状況レポート License Manegeコンソールで
ライセンスタイプ設定の履歴を
追跡します。使用状況レポート
は、以前はレポートジェネレー
ターおよびライセンスレポート
と呼ばれていました。

2021年5月18日

自動検出除外ルール AWSアカウントID とタグに基づ
いてLicense Maneger の自動検出
からインスタンスを除外するこ
とができます。

2021年3月5日

マネージドエンタイトルメント License Manegerを使用して
ライセンスを配布するAWS 
Marketplace出品者から購入した
製品のライセンス資格を追跡し
て配信します。

2020年12月3日

アンインストールされたソフト
ウェアの自動会計

ソフトウェアのアンインストー
ル時にインスタンスの追跡を停
止するように、自動検出を設定
します。

2020年12月3日

タグベースのフィルタリング タグを使用してリソースインベ
ントリを検索します。

2020年12月3日

AMIアソシエーションスコープ AWS自己管理型ライセンスとア
カウントで共有されているAMIを
関連付けます。

2020年11月23日

ホストとのライセンスの類似性 特定の日数、専用ハードウェア
へのライセンスの割り当てを強
制的に行うことができます。

2020年8月12日
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変更 説明 日付

Amazon RDS 上での Oracle デプ
ロイの追跡

Amazon RDS 上の Oracle データ
ベースエンジンエディションと
ライセンスパックのライセンス
使用状況を追跡します。

2020年3月23日

リソースグループのホスト ホストリソースグループを設定
しLicense Maneger がDedicated 
Hostsを管理できるようにしま
す。

2019年12月1日

ソフトウェア検出の自動化 新しくインストールされたオペ
レーティングシステムまたはア
プリケーションを検索し、対応
するライセンスをインスタンス
に添付するように LicLicense 
Manager egeコンソールを設定し
ます。

2019年12月1日

ライセンスインクルードとBring-
Your-Own-License(BYOL)の違い

Amazonが提供するライセンス
を使用しているか、独自のライ
センスを使用しているかによっ
て、検索結果をフィルタリング
します。

2019年11月8日

オンプレミスのリソースにライ
センスを添付します

ライセンスをオンプレミス
のインスタンスに添付する
と、License Maneger は定期的
にソフトウェアインベントリ
を収集し、ライセンス情報を更
新し、使用状況をレポートしま
す。

2019年3月8日

AWS License Manager 初回リ
リース

初回サービス起動 2018年11月28日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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