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AWS Marketplace の概要
AWS Marketplaceは厳選されたデジタルカタログで、ここからサードパーティーのソフトウェア、デー
タ、サービスを検索、購入、デプロイ、管理し、ソリューションの構築やビジネス運営に活用することが
できます。 AWS Marketplaceには、セキュリティ、ネットワーキング、ストレージ、機械学習、IoT、ビ
ジネスインテリジェンス、データベースなどの一般的なカテゴリの何千ものソフトウェアリストが含まれ
ています DevOps。 AWS Marketplaceまた、柔軟な価格設定オプションと複数の導入方法により、ソフト
ウェアのライセンスと調達が簡素化されます。さらに、AWS Data ExchangeAWS Marketplace から入手
できるデータ製品も含まれています。

数回クリックするだけで事前設定されたソフトウェアをすばやく起動し、ソフトウェアソリューションを 
Amazon マシンイメージ (AMI) 形式、SaaS (Software-as-a-Service) 形式、その他の形式で選択できます。
さらに、データ製品を参照してサブスクライブすることもできます。柔軟な料金オプションには、無料
トライアル、時間単位、月単位、年単位、複数年、Bring-Your-Own-License (BYOL) モデルなどがありま
す。これらすべての料金オプションは、1 つのソースから請求されます。AWS が請求と支払いを処理し、
請求額が AWS 請求書に表示されます。

AWS Marketplace は、購入者 (サブスクライバー)、販売者 (プロバイダー)、またはその両方として利用で
きます。AWS Marketplaceを持っている人なら誰でも消費者として使用でき、登録して販売者になること
ができます。AWS アカウント販売者は、独立系ソフトウェアベンダー (ISV)、付加価値リセラー、または 
AWS 製品やサービスと連携するものを提供する個人です。

Note

データ製品プロバイダーは AWS Data Exchange の資格要件を満たす必要があります。詳細につ
いては、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「AWS Data Exchange でのデータ製品の提供」
を参照してください。

AWS Marketplace のすべてのソフトウェア製品は、キュレーションプロセスを経ています。製品ページ
で、製品に対して 1 つ以上のサービスがあります。販売者は製品を AWS Marketplace に送信する際に製
品の価格と利用規約を定義します。購入者は、価格設定およびオファーに設定された利用規約に同意しま
す。

ではAWS Marketplace、製品は無料で使用することも、追加料金がかかる場合もあります。料金はお客様
の AWS 請求書に記載され、お客様による支払い後に、AWS Marketplace から販売者に支払われます。

Note

米国以外の販売者から購入した場合は、販売者から税金請求書も送信される場合があります。詳
細については、アマゾンウェブサービスのAWS Marketplace 出品者税務ヘルプを参照してくださ
い。

製品はたくさんの形式を持つことができます。のインスタンスイメージ (AMI) として提供することがで
きますAWS アカウント。製品は、コンシューマーへの配信に AWS CloudFormation テンプレートを使
用するように設定することもできます。製品は、ISV の SaaS (Software-as-a-Service) サービス、ウェブ 
ACL、ルールセット、または AWS WAF の条件である場合もあります。

ソフトウェア製品は、ISV の標準エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) に基づく出品料金で購入したり、
カスタムの料金と EULA に基づくプライベートオファーで購入したりできます。また、特定の期間または
使用範囲を指定した標準契約に基づいて製品を購入することもできます (p. 2)。

製品のサブスクリプションを作成したら、を使用して製品をコピーし、組織内での製品へのアクセス方法
や使用方法を管理できます。AWS Service Catalog詳細については、『AWS Service Catalog管理者ガイ
ド』の「AWS Marketplaceポートフォリオへの製品の追加」を参照してください。

1

https://docs.aws.amazon.com/data-exchange/latest/userguide/providing-data-sets.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/user-guide-for-sellers.html#eligible-jurisdictions
http://aws.amazon.com/tax-help/
http://aws.amazon.com/tax-help/marketplace/
http://aws.amazon.com/tax-help/
http://aws.amazon.com/tax-help/marketplace/
https://docs.aws.amazon.com/latest/adminguide/catalogs_marketplace-products.html
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の契約構造AWS Marketplace

の契約構造AWS Marketplace
販売されているソフトウェア、サービス、およびデータ製品の使用には、購入者と販売者の間の契約が適
用されます。AWS Marketplace AWSこれらの協定の当事者ではありません。

AWS Marketplace購入者の使用には、AWS サービス規約、AWS カスタマー契約、およびプライバシー通
知が適用されます。

出品者契約には以下が含まれます。

• 販売者の EULA は、AWS Marketplace公開されているソフトウェアの出品ページに記載されています。
多くの出品者は、標準契約AWS Marketplace (SCMP) (p. 2) (p. 2) をデフォルトのEULAとして
使用しています。また、SCMP を非公開オファーの交渉の基礎として使用したり、修正テンプレートを
使用して SCMP を変更したりすることもできます。プライベートオファーには、当事者間で交渉された
カスタム契約条件を含めることもできます。

• AWS Marketplace販売者規約は、における販売者の活動に適用されますAWS Marketplace。

次の図は、の契約構造を示していますAWS Marketplace。

の標準契約AWS Marketplace
製品を購入する準備をする際には、関連する EULA または標準契約を確認してください。多くの出品者
は、同じ標準契約、つまりSCMP AWS Marketplace(SCMP) という同じ標準契約を出品しています。 AWS 
Marketplaceデジタルソリューションの使用を管理し、購入者と販売者の義務を定義するために、買い手
と売り手のコミュニティと協力してSCMPを開発しました。デジタルソリューションの例としては、サー
バーソフトウェア、サービスとしてのソフトウェア (SaaS)、人工知能と機械学習 (AI/ML) アルゴリズムな
どがあります。

購入ごとにカスタム EULA を確認する代わりに、SCMP を一度確認するだけで済みます。契約条件
は、SCMPを使用するすべての製品で同じです。

出品者は、以下の補遺をSCMPと共に使用することもできます。

• セキュリティ強化補遺 — データセキュリティ要件が高い取引をサポートします。
• 1996 年のHealth 保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA) を参照してください。

標準契約のある商品リストを検索するには、商品を検索するときに標準契約フィルターを使用してくださ
い。個人事業者の場合は、EULAをSCMPに置き換えることができるかどうかを売り手に尋ね、取引固有の
要件をサポートするために必要に応じて合意された修正を適用してください。

「の標準契約を参照してくださいAWS Marketplace。

2

http://aws.amazon.com/service-terms/
http://aws.amazon.com/agreement/
http://aws.amazon.com/privacy/
http://aws.amazon.com/privacy/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/seller-settings/terms
https://s3.amazonaws.com/aws-mp-standard-contracts/Standard-Contact-for-AWS-Marketplace-2022-07-14.pdf
https://s3.amazonaws.com/aws-mp-standard-contracts/Standard-Contact-for-AWS-Marketplace-2022-07-14.pdf
https://s3.amazonaws.com/aws-mp-standard-contracts/Standard-Contact-for-AWS-Marketplace-2022-07-14.pdf
https://s3.amazonaws.com/aws-mp-standard-contracts/Enhanced-Security-Addendum-for-Standard-Contract-for-AWS-Marketplace-SCMP-2022-06-17.pdf
https://s3.amazonaws.com/aws-mp-standard-contracts/Business-Associate-Addendum-for-Standardized-Contracts-for-AWS-Marketplace-2022-06-17.pdf
http://aws.amazon.com/marketplace/features/standardized-contracts
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購入者としての AWS Marketplace の使用

購入者としての AWS Marketplace の使用
購入者は、Amazon Web Services AWS Marketplaceで動作する製品を検索、絞り込み、ナビゲートしま
す。

ソフトウェア製品を選択すると、製品のページに移動します。ページには、製品に関する情報、料金、使
用状況、サポート、および製品レビューがあります。ソフトウェア製品に登録するには、にサインインす
ると、EULA、利用規約、およびサブスクリプションをカスタマイズするためのオプションが記載された
サブスクリプションページが表示されます。AWS アカウント

AWS Marketplaceヨーロッパ、中東、アフリカ (トルコと南アフリカを除く) に拠点を置くお客様のアカウ
ントによる EMEA 対象の出品者からの購入は、Amazon Web Services EMEA SARL によって促進されま
す。

特定の国のお客様については、Amazon Web Services EMEA SARLAWS Marketplace が購入に対して現地
の付加価値税 (VAT) を請求します。税金の詳細については、AWS Marketplace 購入者税ヘルプページを参
照してください。

Amazon Web Services EMEA SARL の詳細については、Amazon Web Services EMEA SARL FAQ を参照
してください。

EMEA 対象の出品者と取引した顧客は、Amazon Web Services EMEA SARL から請求書を受け取りま
す。AWSその他の取引はすべてInc.を通じて行われます。詳細については、「商品の支払い」を参照して
ください。

サブスクリプションが処理されたら、フルフィルメントオプション、ソフトウェアバージョン、AWS リー
ジョン製品を使用する場所を設定し、ソフトウェア製品を起動できます。また、AWS Marketplaceウェ
ブサイトのMarketplace ソフトウェアにアクセスするか、お客様または Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) コンソールから、AWS MarketplaceまたはService Catalog から製品を検索したり起動した
りすることもできます。

を使用して利用できる製品カテゴリの詳細についてはAWS Marketplace、を参照してください製品カテゴ
リ (p. 14)。

のソフトウェア製品の配信方法の詳細についてはAWS Marketplace、以下を参照してください。

• AMI ベースのサーバー製品 (p. 20)
• コンテナ製品 (p. 36)
• Machine Learning 製品 (p. 46)
• プロフェッショナルサービス製品 (p. 49)
• SaaS 製品 (p. 50)
• データ製品 —「AWS Data Exchange とは?」を参照してください。 AWS Data Exchange ユーザーガイ

ド内

AWS Marketplace でのソフトウェアとサービス
AWS Marketplaceは、データベース、Application Service、モニタリングツール、コンテンツ管理、ビジ
ネスインテリジェンスなど、多くのソフトウェアカテゴリを装備しています。よく知られている販売者が
提供する商用ソフトウェアとともに、多くの広く使用されているオープンソースソフトウェアを選択でき
ます。必要な製品が見つかったら、1-Click でそのソフトウェアを購入し、独自の Amazon EC2 インスタ
ンスにデプロイできます。また、AWS CloudFormationをクリックして、製品のトポロジをデプロイしま
す。

任意AWS顧客はで買い物をすることができますAWS Marketplace。ソフトウェア価格とインフラストラク
チャの見積もり価格はウェブサイトに表示されます。すでに登録されている支払い方法で、ほとんどのソ
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の違いAWS Marketplaceそしてアマゾン DevPay

フトウェアを即座に購入することができますAWS。ソフトウェア料金は AWS インフラストラクチャ料金
と同じ月次請求書に表示されます。

メモ

• 多くのビジネス製品がAWS MarketplaceSaaS (Software-as-a-Service) とサーバーベースの製品
の両方を含む。サーバーベースの製品には、技術知識やセットアップと管理の IT サポートが必
要な場合があります。

• の情報とチュートリアルチュートリアル: Amazon EC2 Linux インスタンスの使用開始は 
Amazon EC2 の基本を学ぶのに役立ちます。

• の複雑なトポロジを起動する予定がある場合AWS Marketplaceを介した製品AWS 
CloudFormation,AWS の開始方法 CloudFormation役に立つ AWS の学習に役立ちます 
CloudFormation 基本。

AWS Marketplaceには、次のカテゴリのソフトウェアが含まれます。

• インフラストラクチャソフトウェア
• デベロッパーツール
• ビジネスソフトウェア
• Machine Learning
• IoT
• プロフェッショナルサービス
• デスクトップアプリケーション
• データ製品

詳細については、「製品カテゴリ (p. 14)」を参照してください。

主要なソフトウェアカテゴリのそれぞれには、具体的なサブカテゴリがあります。たとえば、インフラス
トラクチャソフトウェアカテゴリには、[Databases & Caching (データベースとキャッシュ)]、[Operating 
Systems (オペレーティングシステム)] ソフトウェアは Amazon マシンイメージ (AMI) とSaaS (Software-
as-a-Service) を含む 7 つの異なる製品タイプのいずれかとして利用できます。各種ソフトウェアについて
は、「」を参照してください。製品のタイプ (p. 20)。

必要なソフトウェアを選択するのに役立つように、AWS Marketplaceでは、以下の情報が提供されていま
す。

• 販売者の詳細
• ソフトウェアのバージョン
• ソフトウェアのタイプ (AMI または SaaS)、および AMI に関する情報 (該当する場合)
• 購入者の評価
• 価格
• 製品情報

の違いAWS Marketplaceそしてアマゾン DevPay
間には大きな違いがありますAWS Marketplaceそしてアマゾン DevPay。どちらも、お客様が上で動作す
るソフトウェアを購入するのに役立ちますAWS、しかしAWS MarketplaceAmazonよりも包括的な体験を
提供 DevPay。ソフトウェア購入者にとって、主な相違点は以下のとおりです。

• AWS Marketplaceは、より Amazon.com に近いショッピングエクスペリエンスを提供します。入手可能
なソフトウェアを簡単に探せるようになっています。
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の違いAWS Marketplaceそしてアマゾン DevPay

• AWS Marketplace製品は他の製品と連動しますAWSは、仮想プライベートクラウド (VPC) などの機能
で、オンデマンドインスタンスに加えて Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) リザーブドイン
スタンスおよびスポットインスタンス上で実行することができます。

• AWS Marketplaceは Amazon EElastic Block Store (Amazon EBS) と Amazon によってバックアップ 
DevPay ではサポートされていません。

さらに、ソフトウェア販売者には、マーケティングアウトリーチおよびAWS Marketplace。
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製品の購入

バイヤーとしての使用開始
以下のトピックで、ソフトウェア製品の開始プロセスの概要を説明します。AWS Marketplaceバイヤー。

トピック
• 製品の購入 (p. 6)
• ソフトウェアの起動 (p. 6)
• チュートリアル: AMI ベースのソフトウェア製品の購入 (p. 7)
• 詳細については (p. 10)

データ製品の開始方法については、「」を参照してください。AWS Data Exchange でのデータ製品のサ
ブスクライブ()AWS Data Exchange ユーザーガイド。

製品の購入
In (イン)AWS Marketplace製品を購入すると、製品の掲載ページに表示されている製品の掲載ページに表
示されている製品の掲載ページに表示されている製品の掲載ページに表示されている製品の掲載ページに
表示されている製品の掲載ページに表示 これには、価格条件と販売者のエンドユーザーライセンス契約 
(EULA) が含まれています。お客様は AWS カスタマーアグリーメントに従ってこれらの製品を使用するこ
とに同意します。関連付けられているメールアドレスに E メールで通知されます。AWS アカウントで受
理されたオファーAWS Marketplace。

製品に月額料金がある場合やサブスクリプション契約で購入した場合は、サブスクリプションの料金が発
生して請求されます。サブスクリプションは、その月の残り時間に基づいて比例配分されます。以下のア
クションの 1 つを実行するまで、その他の請求が発生することはありません。

• 製品の Amazon EElastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスと Amazon Elastic Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを起動します。

• を使用して製品を展開しますAWS CloudFormationテンプレート。
• 販売者のウェブサイトに製品を登録します。

製品に年間サブスクリプションのオプションがある場合、サブスクリプションの年間料金がすべて課金さ
れます。この料金は、製品の使用状況ベースで適用され、当初のサブスクリプションを行った日の 1 年後
にサブスクリプションが更新されます。年間サブスクリプション期間の終了時にサブスクリプションを更
新しない場合、サブスクリプションは最新の時間単位に基づいた時間別のサブスクリプションに切り替わ
ります。

データ製品のサブスクリプションの詳細については、を参照してください。AWS Data Exchange での
データ製品のサブスクライブのAWS Data Exchange ユーザーガイド。

ソフトウェアの起動
ソフトウェアを購入した後、ソフトウェアを使用すると、1-Clickで表示AWS Marketplace。他のAmazon 
Web Services (AWS) 管理ツール、AWS Management Console、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) コンソール、Amazon EC2 API、AWS CloudFormationconsole.
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チュートリアル: AMI ベースのソフトウェア製品の購入

の使用1-Clickのビューを使用すると、ソフトウェア販売者が推奨している設定で、ソフトウェアの
インスタンスを確認および変更してからすばやく起動できます。-EC2 コンソールで起動ビューを
使用すると、AMI 識別番号や他の関連情報を簡単に見つけることができます。AWS Management 
Console、Amazon EC2 API、またはその他の管理ツール。-EC2 コンソールで起動view は、から起動す
るよりも多くの設定オプションも提供しますAWS Management Console(インスタンスにタグを付けるな
ど)。

を使用する場合AWS Marketplace複雑なトポロジを持つ製品、カスタムローンチビューはで起動する 
CloudFormation コンソールに製品をロードするオプションAWS CloudFormation適切なコンソールAWS 
CloudFormationテンプレート。その後、「」の手順に従うことができます。AWS CloudFormationコン
ソールウィザードで AMI のクラスターを作成し、関連付けるAWSその製品のリソース。

チュートリアル: AMI ベースのソフトウェア製品の
購入

以下のチュートリアルで、Amazon マシンイメージ (AMI) 製品の購入方法について説明しますAWS 
Marketplace。

ステップ
• ステップ 1: AWS アカウント の作成 (p. 7)
• ステップ 2: ソフトウェアを選ぶ  (p. 7)
• ステップ 3: ソフトウェアの構成 (p. 8)
• ステップ 4: Amazon EC2 でのソフトウェアの起動 (p. 9)
• ステップ 5: ソフトウェアの管理 (p. 10)
• ステップ 6: インスタンスの削除 (p. 10)

ステップ 1: AWS アカウント の作成
... を参照してくださいAWS Marketplacewebsite (https://aws.amazon.com/marketplace) にサインインせず
にAWS アカウント。ただし、製品を購読または起動するにはサインインする必要があります。

にサインインする必要がありますAWS アカウントにアクセスするにはAWS Marketplaceコンソール。

AWS アカウント を作成するには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. Fromサインインまたはアカウントを作成するページ、選択新規のアカウントを作成する。
3. 画面上の指示に従ってください。サインイン手順の一部として、電話がかかってきますので、電話の

キーパッドを使用して PIN を入力する必要があります。

Note

アカウントを作成すると、AWS全員のアカウントを自動的に登録しますAWS のサービス。
料金が発生するのは、お客様が使用したサービスの分のみです。

ステップ 2: ソフトウェアを選ぶ 
ソフトウェアを選択するには

1. に移動しますAWS Marketplaceウェブサイト。
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ステップ 3: ソフトウェアの構成

Note

新しいインスタンスは、一般ユーザーから購入、購読、起動できますAWS Marketplace
ウェブサイト、https://aws.amazon.com/marketplace、またはを介AWS Marketplace()AWS 
Management Console、でhttps://console.aws.amazon.com/marketplace/home#/ 
subscriptions。
2 つの場所でのエクスペリエンスは似ています。この手順では、AWS Marketplaceウェブサ
イトですが、コンソールを使用する際に大きな違いがあることに注意してください。

2. [Shop All Categories (すべてのカテゴリ)] ペインに、選択できるカテゴリの一覧が表示されていま
す。中央のペインで紹介されているソフトウェアを選択することもできます。このチュートリアルで
は、すべてのカテゴリーを見るペイン、選択コンテンツ管理。

3. Fromコンテンツ管理リスト、選択WordPressBitnamiとAutomatticによる認定。
4. 製品の詳細ページで製品情報を確認します。製品詳細ページには以下のような追加情報も記載されて

います。

• 購入者の評価
• サポート
• ハイライト
• 製品の詳細な説明
• それぞれのインスタンスタイプの料金詳細AWS リージョン(AMI 用)
• 使用開始に役立つその他のリソース

5. [Continue to Subscribe (サブスクライブを継続)] を選択します。
6. まだサインインしていない場合、ログインするように指示されますAWS Marketplace。既にお持ち

の場合AWS アカウント、そのアカウントを使用してサインインできます。まだをお持ちでない場合
AWS アカウント、... を参照してくださいステップ 1: AWS アカウント の作成 (p. 7)。

7. Bitnami のオファー規約を読み、選択してください契約を受け入れますサブスクリプションオファーに
同意すること。

8. サブスクライブ (サブスクライブ) アクションには時間がかかることがあります。登録が完了すると、
サブスクリプション条件に関するメールメッセージが届き、次に進むことができます。選択してくだ
さいの [Configurationソフトウェアを設定して起動します。

製品をサブスクライブすると、その製品の利用規約に同意したことになります。製品に月額料金がある場
合は、サブスクリプション時に料金が請求され、その月の残り時間に基づいて日割り計算されます。選択
した AMI を使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動するまでは、他
の料金が請求されることはありません。

Note

製品を購読している場合、購読しているソフトウェアの新しいバージョンが公開されると、アカ
ウントにメールメッセージが届きます。

ステップ 3: ソフトウェアの構成
AMI としてソフトウェアを選択したので、次のステップは、配信方法、バージョン、AWS リージョンソフ
トウェアを使用したい場所。

ソフトウェアを設定するには

1. 上にこのソフトウェアを設定するページ、選択64 ビット (x86) アマゾンマシンイメージ (AMI)のため
の配信方法。

2. 利用可能な最新バージョンを選択しますソフトウェアバージョン。
3. 選択してくださいリージョンたとえば、次の場所で製品を発売したいとします。米国東部 (バージニ

ア北部)。
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ステップ 4: Amazon EC2 でのソフトウェアの起動

Note

構成に変更を加えると、次の点に気付くかもしれませんAmi Id画面の下部が更新されま
す。AMI ID の形式は次のとおりです。ami-<identifier>たとえば、ami-123 example456。
各リージョンの各製品のバージョンごとに異なる AMI があります。この AMI ID により、製
品の起動時に使用する正しい AMI を指定できます。-AMI エイリアスオートメーションで使
いやすい類似のIDです。
AMI エイリアスの詳細については、「」を参照してください。AMI エイリアスの使
用 (p. 35)。

4. 選択の、起動に進んでください。

ステップ 4: Amazon EC2 でのソフトウェアの起動
Amazon EC2 インスタンスを起動する前に、1 クリック起動で起動するか、Amazon EC2 コンソールを使
用して起動するかを決定する必要があります。1-Click Launch では、セキュリティグループやインスタン
スタイプなどの推奨デフォルトオプションを使用してすばやく起動できます。1-Click 起動では、毎月の推
定請求額も確認できます。Amazon Virtual Privtual Privtual Privtual Privtual Privtual Privtual Privvate Cloud 
(Amazon Virtual Privtual Privtual PAmazon EC2 vvate 以下の手順では、製品をサブスクライブし、1-Click 
起動または Amazon EC2 コンソールを使用して EC2 インスタンスを起動する手順を説明します。

ワンクリック起動による Amazon EC2 での起動
ワンクリック起動を使用して Amazon EC2 で起動するには

1. 上にこのソフトウェアを起動ページ、選択ウェブサイトから起動()アクションを選択しますドロップ
ダウンして、デフォルト設定を確認してください。設定を変更するには以下を実行します。

• の中にEC2 インスタンスタイプドロップダウンリストで、インスタンスタイプを選択します。
• の中にVPC 設定そしてサブネットの設定ドロップダウンリストで、使用したいネットワーク設定を

選択します。
• の中にセキュリティグループ設定、既存のセキュリティグループを選択するか、出品者の設定に基

づいて新規作成デフォルト設定を受け入れます。セキュリティグループの詳細については、「」を
参照してください。Linux インスタンス用の Amazon EC2 セキュリティグループ()Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

• [キーペア] を展開し、キーペアがある場合は既存のキーペアを選択します。まだkey pair がない場合
は、作成するように求められます。Amazon EC2 のキーペアの詳細については、「」を参照してく
ださい。Amazon EC2 のキーペア。

2. 設定が適切であることを確認したら、を起動する。

新しいインスタンスはWordPress BitnamiとAutomatticによる認定その上で実行されているソフトウェ
ア。ここから、インスタンスの詳細を表示したり、別のインスタンスを作成したり、ソフトウェアの
すべてのインスタンスを表示したりできます。

EC2 コンソールで起動して Amazon EC2 で起動
EC2 コンソールによる起動を使用して Amazon EC2 で起動するには

1. 上にEC2 で起動ページ、選択してくださいEC2 コンソールで起動を表示し、から AMI バージョンを
選択しますバージョンを選択してくださいリスト。

2. [Firewall Settings (ファイアウォールの設定)]、[Installation Instructions (インストール手順)]、および 
[Release Notes (リリースノート)] の内容を確認してから、[Launch with EC2 Console (EC2 コンソー
ルによる起動)] を選択します。
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ステップ 5: ソフトウェアの管理

3. EC2 コンソールで、リクエストインスタンスウィザードを使用して AMI を起動します。の手順に従い
ますAmazon EC2 Linux インスタンスの使用を開始しますをクリックしてウィザードをナビゲートし
ます。

ステップ 5: ソフトウェアの管理
ソフトウェアのサブスクライブ (サブスクライブ) は、いつでも管理できます。AWS Marketplaceを使用す
るサブスクリプションを管理するのページAWS Marketplaceコンソール。

ソフトウェアを管理するには

1. に移動しますAWS Marketplaceコンソール、そして選択してくださいサブスクリプションを管理す
る。

2. 上にサブスクリプションを管理するPage:

• 製品別のインスタンスのステータスの確認
• 当月の月額料金の確認
• 新しいインスタンスの実行
• インスタンスの販売者のプロファイルの確認
• インスタンスを管理
• ソフトウェアを設定するための Amazon EC2 インスタンスへの直接リンク

ステップ 6: インスタンスの削除
インスタンスが必要なくなったら、そのインスタンスを終了できます。

Note

削除したインスタンスは再起動できません。ただし、同じ AMI から別のインスタンスを起動でき
ます。

インスタンスを終了するには

1. に移動しますAWS Marketplaceコンソール、そして選択してくださいサブスクリプションを管理す
る。

2. 上にサブスクリプションを管理するページで、インスタンスを終了したいソフトウェアサブスクリプ
ションを選択し、管理。

3. 特定のサブスクリプションページで、インスタンスの表示からのアクションドロップダウンリスト。
4. を選択しますリージョン終了したいインスタンスが入っていること。これにより、Amazon EC2 コン

ソールが開き、そのリージョンのインスタンスが新しいタブに表示されます。必要に応じて、このタ
ブに戻って、閉じるインスタンスのインスタンス ID を確認できます。

5. Amazon EC2 コンソールで、を選択しますインスタンス IDを開くにはインスタンスの詳細ページ。
6. Fromインスタンスの状態ドロップダウンリスト、選択インスタンスの削除。
7. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[Terminate (終了)] を選択します。

終了までには数分かかります。

詳細については
製品カテゴリとタイプの詳細については、「製品カテゴリ (p. 14)」および「製品のタイプ (p. 20)」
を参照してください。
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詳細については

Amazon EC2 の詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ドキュメントでサービスのドキュメント
を参照してください。

詳細を確認するトピックAWS、... を参照してくださいhttps://aws.amazon.com/。
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サポート対象AWS リージョンAWS 
Marketplace

ソフトウェア製品の場合、AWS リージョン販売者はどの製品でソフトウェアを提供するか、またインスタ
ンスタイプも選択します。利用可能なすべてのリージョンおよび有効なすべてのインスタンスタイプで製
品を利用可能にすることをお勧めします。AWS Marketplace ウェブサイトは世界中で利用でき、次のリー
ジョンをサポートしています。

• 北米
• 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)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
• カナダ (中部)

• アフリカ
• アフリカ (ケープタウン)

• 南米
• 南米 (サンパウロ)

• ヨーロッパ、中東、およびアフリカ
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• ヨーロッパ (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (ストックホルム)
• 欧州 (チューリッヒ)

• アジアパシフィック
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ハイデラバード)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (メルボルン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 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)
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• アジアパシフィック (東京)

• 中東
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

データ製品のサポート対象リージョンの詳細については、『AWS一般リファレンス』の「AWS Data 
Exchange エンドポイントとクォータ」を参照してください。
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インフラストラクチャソフトウェア

製品カテゴリ
-AWS Marketplaceウェブサイトは､それぞれにサブカテゴリがある、主要なカテゴリで構成されていま
す。カテゴリとサブカテゴリに基づいて検索とフィルタリングを行えます。

トピック
• インフラストラクチャソフトウェア (p. 14)
• DevOps (p. 14)
• ビジネスアプリケーション (p. 15)
• 機械学習 (p. 16)
• IoT (p. 17)
• プロフェッショナルサービス (p. 17)
• デスクトップアプリケーション (p. 18)
• データ製品 (p. 18)
• Indu (p. 19)

インフラストラクチャソフトウェア
このカテゴリの製品は、インフラストラクチャ関連のソリューションを提供します。

Backup とリカバリ

ストレージおよびバックアップソリューションに使用する製品。
Data 分析

データ分析に使用される製品。
ハイパフォーマンスコンピューティング

ハイパフォーマンスコンピューティング製品。
移行 »

移行プロジェクトに使用する製品。
ネットワークインフラストラクチャ

ネットワークソリューションの作成に使用する製品。
オペレーティングシステム

パッケージ化された Linux および Windows オペレーティングシステム。
セキュリティ

インフラストラクチャのセキュリティ製品。
[Storage] (ストレージ)

ストレージに関わるジョブロールに重点を置いたアプリケーション。

DevOps
このカテゴリの製品は、開発者および開発者チーム向けのツールを提供します。
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ビジネスアプリケーション

アジャイルライフサイクル管理

Agile SDLM に使用する製品。
アプリケーション開発

アプリケーション開発に使用する製品。
アプリケーションサーバー

アプリケーション開発に使用するサーバー。
アプリケーションスタック

アプリケーション開発に使用するスタック。
継続的な統合と継続的なデリバリー

CI/CD に使用する製品。
コードとしてのインフラストラクチャ

インフラに使用される製品。
問題とバグの解析

開発者チームがソフトウェアのバグの追跡と管理に使用する製品。
モニタリング

オペレーティングソフトウェアの監視に使用する製品。
ログ分析

ログの記録と分析に使用する製品。
ソースコントロール

ソースコントロールの管理と維持に使用する製品。
テスト

ソフトウェア製品の自動テストに使用する製品。

ビジネスアプリケーション
このカテゴリの製品はビジネスの運用に役立ちます。

ブロックチェーン

ブロックチェーンに使用される製品。
コラボレーションと生産性

ビジネスにおけるコラボレーションを実現するために使用する製品。
コンタクトセンター

組織のコンタクトセンターを有効にするために使用する製品。
コンテンツ管理

コンテンツ管理に重点を置いた製品。
CRM

顧客関係管理に重点を置いたツール。
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機械学習

eCommerce

eCommerce ソリューションを提供する製品。
eラーニング

e ラーニングソリューションを提供する製品。
ヒューマンリソース

組織の人事管理を有効活用できるようにするために使用する製品。
IT ビジネス管理

組織のITビジネス管理を可能活用できるようにするために使用する製品。
ビジネスインテリジェンス

組織のビジネスインテリジェンスを有効活用できるようにするために使用する製品。
プロジェクト管理

プロジェクト管理用のツール。

機械学習
このカテゴリの製品は、Amazon と連携する機械学習のアルゴリズムとモデルパッケージを提供します。 
SageMaker。

ML ソリューション

機械学習ソリューション。
データラベリングサービス

データラベリング機能を提供する製品。
コンピュータビジョン

コンピュータビジョン機能を使用できるようにする製品。
自然言語処理

自然言語処理機能を使用できるようにする製品。
音声認識

音声認識機能を使用できるようにする製品。
[Text] (テキスト)

テキスト学習機能を使用できるようにする製品。分類、クラスタリング、編集/処理、文法/解析、文
法/解析、文法/解析、文法/解析、文法/解析、文法/解析、文法/解析、文法/解析、編集/処理、 text-to-
speech、翻訳などが含まれます。

[Image] (イメージ)

画像分析機能を使用できるようにする製品。3D、キャプション、分類、編集/処理、組み込み/機能抽
出、生成、文法/解析、手書き文字認識、人/顔、物体検出、セグメント化/ピクセルラベリング、テキ
スト/OCR などが含まれます。

動画

ビデオ分析機能を使用できるようにする製品。分類、編集/処理、テキスト/処理、テキスト/キャプ
ション、要約、テキスト/キャプション、テキスト/キャプション、テキスト/キャプション、テキスト/
キャプション、テキスト/キャプション、編集/処理、テキスト/処理、
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IoT

Audio

音声分析機能を使用できるようにする製品。例としては、話者の識別が含まれます。 speech-to-text分
類、歌識別、歌識別、編集などが含まれます。

構造化

構造化分析機能を使用できるようにする製品。分類、クラスタリング、次元削減、因数分解モデル、
機能エンジニアリング、ランク付け、回帰、時系列予測などが含まれます。

IoT
IoT 関連ソリューションの作成に使用する製品。

分析

IoT ソリューション用の分析製品。
アプリケーション

IoT ソリューションスペース用のアプリケーション製品。
デバイスの接続

デバイスの接続の管理に使用する製品。
デバイスの管理

デバイスの管理に使用する製品。
デバイスのセキュリティ

IoT デバイスのセキュリティの管理に使用する製品。
産業における IoT

産業関連の IoT ソリューションの提供に重点を置いた製品。
スマートホーム&シティ

スマートホームおよびスマートシティソリューションを有効活用できるようにするために使用する製
品。

プロフェッショナルサービス
このカテゴリの製品は、関連するコンサルティングサービスを提供します。AWS Marketplaceの製品。

評価

現在の運用環境を評価して、組織に適したソリューションを見つけます。
実装

サードパーティ製ソフトウェアの構成、セットアップ、および展開を支援します。
Managed Services

End-to-end ユーザーに代わって環境管理。
Premium Support

お客様のニーズに合わせて設計された、専門家によるガイダンスと支援へのアクセス。

17



AWS Marketplace 購入者ガイド
デスクトップアプリケーション

トレーニング

従業員がベストプラクティスを学ぶのに役立つ、専門家によるカスタマイズされたワークショップ、
プログラム、教育ツール。

デスクトップアプリケーション
このカテゴリの製品は、インフラストラクチャ関連のソリューションを提供します。

デスクトップアプリケーション

全般的な生産性を向上させたり特定のジョブロールを有効にしたりするためのデスクトップアプリ
ケーションおよびユーティリティ。

AP および請求

アカウントの支払いと請求に重点を置いたジョブロールで使用するアプリケーション。
アプリケーションとウェブ

汎用およびウェブ環境アプリケーション。
開発

開発に使用するアプリケーション。
ビジネスインテリジェンス

ビジネスインテリジェンスの管理に重点を置いたジョブロールで使用するアプリケーション。
CAD および CAM

コンピュータ支援設計および製造に重点を置いたジョブロールで使用するアプリケーション。
GIS とマッピング

GIS とマッピングに重点を置いたジョブロールで使用するアプリケーション。
イラストレーションおよびデザイン

イラストレーションとデザインに重点を置いたジョブロールで使用するアプリケーション。
メディアおよびエンコード

メディアとエンコードに関わるジョブロールで使用するアプリケーション。
生産性およびコラボレーション

生産性の向上とコラボレーションの実現に重点を置いたアプリケーション。
プロジェクト管理

プロジェクトマネージャーのジョブロールで使用するアプリケーション。
セキュリティ、ストレージ、およびアーカイブ

セキュリティ、ストレージ、およびデータアーカイブに関わるジョブロールに重点を置いたアプリ
ケーション。

ユーティリティ

さまざまなジョブロールで使用するユーティリティに重点を置いたアプリケーション。

データ製品
このカテゴリの製品は、ファイルベースのデータのセットです。詳細については、「」を参照してくださ
い。AWS Data Exchange ユーザーガイド。
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Indu

Indu
教育/研究

教育および研究ソリューションを提供することを目的とする製品。
金融サービス

組織で金融サービスを利用できるようにする製品。
ヘルスケア/ライフサイエンス

ヘルスケアおよびライフサイエンス業界で使用する製品。
メディア/エンターテイメント

メディア関連の製品とソリューション。
工業用

業界関連の製品とソリューション。
エネルギー

エネルギー関連の製品とソリューション。
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AMI ベースのサーバー製品

製品のタイプ
AWS Marketplaceには、人気のあるオープンソースおよび商用ソフトウェアのほか、無料および有料
のデータ製品が含まれます。これらの製品は、個々の Amazon マシンイメージ (AMI) として、AWS 
CloudFormationテンプレートを介してデプロイされた AMI のクラスターとして、サービスとしてのソフト
ウェア (SaaS) として、プロフェッショナルサービスとして、そして AWS Data Exchange データ製品とし
て、さまざまな方法で利用できます。

これらの製品の詳細については、以下のトピックを参照してください。

• AMI ベースのサーバー製品 (p. 20)(AMI およびプライベートイメージ製品を含む)
• コンテナ製品 (p. 36)
• Machine Learning 製品 (p. 46)
• プロフェッショナルサービス製品 (p. 49)
• SaaS 製品 (p. 50)
• データ製品 (p. 52)

AMI ベースのサーバー製品
Amazon マシンイメージ (AMI) は、、Amazon マシンイメージ (AMI) は、は、オペレーティングシステム
と、AWSはプロビジョニングされたサーバーイメージです。

AWS Marketplaceリストされているソフトウェアは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) での
み実行できます。ダウンロードすることはできません。

ではAWS Marketplace、AMI の検索 (検索候補を含む)、他のお客様から送信された製品レビューの表
示、AMI の登録と開始、購読の管理を行うことができます。AWS Marketplaceすべての製品は品質が検証
され、Amazon Web Services (AWS) インフラストラクチャでのワンクリック起動機能が事前に設定されて
います。

AMI とサービスとしてのソフトウェア (SaaS) の商品リストは、どちらも信頼できる出品者からのもので
す。AWS アカウントAMI製品はお客様のもとで稼働します。ソフトウェア設定とソフトウェアで動作する
サーバーをより詳細に制御できますが、サーバーの設定とメンテナンスに関する責任も大きくなります。

AWS Marketplaceカタログには、有名な販売者からの厳選されたオープンソースおよび商用ソフトウェア
が含まれています。AWS Marketplace時間単位で購入できる商品も多数あります。

AMI カタログは、ユーザーや開発チームがコストのかかる調査を行うことなく開発中のソフトウェアやプ
ロジェクトを表示および交換できるコミュニティリソースです。コミュニティの AMI カタログに表示さ
れる製品は、有名な販売者が提供するものである場合とそうでない場合があり、一般的には詳しい調査を
行っていません。

AWS Marketplace製品には、その製品が使用可能な各AWS リージョン AMI が 1 つずつ含まれています。
これらの AMI は、場所を除いて同じです。また、販売者が最新のパッチと更新プログラムで製品を更新す
るときに、製品に別の AMI セットを追加することがあります。

AWS Marketplace製品によっては、AWS CloudFormationテンプレートを使用してクラスターとしてデプ
ロイされるため、AMI の複数のインスタンスを起動する場合があります。このインスタンスのクラスター
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AWS CloudFormation テンプレート

は、AWS CloudFormation テンプレートによって構成された追加のインフラストラクチャサービスととも
に、単一の製品デプロイとして機能します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS CloudFormation は AWS リソースのモデル化およびセットアップに役立つサービスです。リソー
ス管理に割く時間を減らし、AWS で実行するアプリケーションにさらに注力できるようになります。 
CloudFormation テンプレートは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスや Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) データベースインスタンスなど、AWS必要なリソースについ
て説明します。 CloudFormation はプロビジョニングと必要なリソースの設定を行います。詳細について
は、「AWS の開始方法」を参照してください CloudFormation。

AWS CloudFormation テンプレートの使用
ソフトウェア販売者は、複数の AMI CloudFormation AWS インスタンスやその他のリソースで構成される
優先デプロイトポロジを定義するテンプレートを提供することがあります。 CloudFormation製品用のテン
プレートがある場合は、そのテンプレートが製品リストページに展開オプションとして表示されます。

AMI を使用して、単一の Amazon EC2 インスタンスをデプロイすることができます。 CloudFormation 
テンプレートを使用すると、クラスターとして機能する AMI の複数のインスタンスを、Amazon 
RDS、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、AWSAWSその他のサービスなどのリソースととも
に、1 つのソリューションとしてデプロイできます。

トピック
• の AMI サブスクリプションAWS Marketplace (p. 21)
• 契約価格の AMI 製品 (p. 22)
• 計測対応 AMI 製品 (p. 25)
• AMI 製品のコスト配分タグ付け (p. 25)
• Private Image Build (p. 27)
• AMI エイリアスの使用 (p. 35)

の AMI サブスクリプションAWS Marketplace
ではAWS Marketplace、一部の Amazon マシンイメージ (AMI) ベースのソフトウェア製品では、年間サブ
スクリプション価格モデルが提供されています。この価格モデルでは、1 回限りの前払いで、今後 12 か月
間は時間単位の使用料はかかりません。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)AWS Marketplace 
インスタンスでソフトウェア製品の年間サブスクリプションを適用できます。

Note

AMI（時間単位、年間料金）の場合、年間サブスクリプションは、購入時に指定したインスタン
スタイプのみを対象とします。例: t3.medium。他のインスタンスタイプを起動すると、アク
ティブなサブスクリプションに基づいてそのインスタンスタイプの時間料金が発生します。購入
後に年間サブスクリプションのインスタンスタイプを変更することはできません。

また、時間単位の料金体系を使用して、AWS Marketplaceソフトウェア製品の立ち上げと運用を継続する
こともできます。Amazon EC2AWS やその他のサービスの使用料金は、AWS Marketplaceソフトウェア製
品の購入時に支払う金額とは別に請求されます。

Amazon EC2 インスタンスタイプを時間単位で使用するように変更した場合、Amazon EC2 インフラスト
ラクチャは署名済みの節約プランに従って請求されます。ただし、AWS MarketplaceからのAMIライセン
スは自動的に時間単位料金に変更されます。

AMI 時間単位の製品が年間価格をサポートしていない場合、購入者は年間サブスクリプションを購入で
きません。AMI 時間単位の製品が年間価格をサポートしている場合、AWS Marketplace購入者は内の製品
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ページにアクセスして年間契約を購入できます。各年間契約では、購入者は時間料金を請求されることな
く 1 つのインスタンスを実行できます。契約はインスタンスタイプによって異なります。

契約価格の AMI 製品
一部の販売者は、パブリック Amazon マシンイメージ (AMI) ベースのソフトウェア製品を、契約価格モデ
ルを使用して提供しています。そのモデルでは、選択した期間にソフトウェア製品にアクセスするための
個別のライセンス数に対して1回限りの前払いを行うことに同意します。お客様から事前に請求されます
AWS アカウント。たとえば、1 年間のユーザーアクセスライセンスを 10 個購入したり、管理ライセンス
を 5 個購入したりできます。ライセンスを自動的に更新するように選択できます。

さらに、一部の企業は、契約価格モデルでプライベート AMI ベースのソフトウェア製品を提供していま
す。プライベートオファーには通常、固定期間があり、変更することはできません。

AMI ベースのソフトウェア製品契約は、AWS Marketplace の製品の詳細ページを使用して購入できます。
このオプションが使用可能な場合は、契約価格の AMI[] に表示される配信形式製品の詳細ページで。製品
を購入すると、アカウントのセットアップと設定を行う製品のウェブサイトに移動します。その後、通常
の画面に利用料金が表示されます。AWS アカウント課金レポート。

契約価格の公開オファーで AMI 製品を購読する
契約価格モデルで公開オファー AMI ベースの製品を購読するには

1. にサインインするAWS Marketplace契約価格モデルを持つコンテナベースのソフトウェア製品を見つ
けます。

2. リポジトリの []調達ページで価格情報。

表示できる情報は次のとおりです。単位と各期間のレート (月単位)。
3. 選択[Continue to] をクリックしてサブスクリプションを開始します。

購読せずにこの商品を保存するには、リストに保存。
4. 価格情報を確認し、ソフトウェア製品の条件を設定して、契約書を作成します。

a. 契約期間を選択します。1 month,12 か月,24 か月, または36 か月間
b. []更新設定で、契約を自動的に更新するかどうかを選択します。
c. []契約オプションで、各ユニットの数量を選択します。

契約価格の合計は料金詳細
5. すべての選択を完了したら、[Create Contract (契約の作成)] を選択します。

-契約料金はお客様に請求されますAWS アカウント。ライセンスはで生成されますAWS License 
Manager。

Note

サブスクリプションが処理され、ライセンスが生成されるまで、最大 10 分かかることがありま
す。AWS License Managerソフトウェア製品のアカウント。

契約価格のプライベートオファーで AMI 製品をサブスクライブ
する
契約価格モデルでプライベートオファー AMI ベースの製品を購読するには

1. にサインインするAWS Marketplaceあなたの購入者アカウントで。
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2. プライベートオファーを表示します。
3. リポジトリの []調達ページで価格情報。

表示できる情報は次のとおりです。単位と各期間のレート (月単位)。
4. 選択[Continue to] をクリックしてサブスクリプションを開始します。
5. 価格情報を確認し、ソフトウェア製品の条件を設定して、契約書を作成します。

契約期間はすでに売り手によって設定されており、変更することはできません。
6. []契約オプションで、各ユニットの数量を選択します。
7. 以下の合計契約価格を表示します料金詳細。

[] を選択して、公開オファーを表示することもできます。オファーの表示下その他の利用可能なオ
ファー。

8. すべての選択を完了したら、[Create Contract (契約の作成)] を選択します。

Note

サブスクリプションが処理され、ライセンスが生成されるまで、最大 10 分かかることがありま
す。AWS License Managerソフトウェア製品のアカウント。

ソフトウェアへのアクセス
AMI ベースのソフトウェア製品にアクセスするには

1. リポジトリの []AWS Marketplaceコンソールでに移動しますサブスクリプションを表示するソフト
ウェア製品のライセンスを表示します。

2. リポジトリの []調達ページで:

a. 選択ライセンスの管理でエンタイトルメントを表示、アクセスを許可し、使用状況を追跡する
AWS License Manager。

b. [Continue to Configuration (設定に進む)] を選択します。
3. リポジトリの []を起動するページで、設定を確認し、以下の場所でソフトウェアを起動する方法を選

択します[Actions]。
4. リポジトリの []インスタンスタイプの選択、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタ

ンスを選択し、次へ: インスタンスの詳細の設定。
5. リポジトリの []インスタンスの詳細の設定ページでIAM ロール既存のものを選択するAWS Identity and 

Access Managementあなたの (IAM) ロールAWS アカウント。

IAM ロールがない場合、新しい IAM ロール手動作成リンクをクリックし、手順に従います。

Note

契約価格で製品を購入すると、ライセンスはAWS MarketplaceにAWS アカウントソフトウェ
アが License Manager API を使用してチェックできること。AMI ベースの製品のインスタン
スを起動するには、IAM ロールが必要です。
IAM ポリシーでは、次の IAM アクセス権限が必要です。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditorO", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
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            "license-manager:CheckoutLicense", 
            "license-manager:GetLicense", 
            "license-manager:CheckInLicense", 
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
            "license-manager:ListReceivedLicenses" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

6. インスタンスの詳細を設定したら、確認して起動。
7. リポジトリの []インスタンス作成の確認ページで、既存のkey pair を選択するか、新しいkey pair を作

成し、インスタンスを起動する。

-インスタンスの起動を開始する[] ウィンドウが表示されます。
8. インスタンスが開始されたら、EC2 ダッシュボードに移動し、インスタンス「」を参照してくださ

いインスタンスの状態ディスプレイ実行中。

生成されたライセンスの表示
生成されたライセンスを表示するには

1. にサインインするAWS License ManagerあなたとAWS アカウント。
2. []ライセンスの付与で、付与されたライセンスをすべて表示します。
3. 製品SKU、受取人、またはステータスを入力してライセンスを検索します検索バー.
4. [ライセンID[] を表示してライセンスの詳細。
5. 以下を表示することができます発行者(AWS/Marketplace) と使用権限管理(ライセンスがアプリケー

ションまたはリソースを使用、アクセス、または消費する権利を付与するユニット)。

既存の契約を変更する
AMI 製品に対する既存の先行契約がある場合、AWS Marketplace購入者は契約の一部を変更できま
す。AMI 契約は、時間単位または年単位のフレキシブル消費価格 (FCP) オファーとは対照的に、契約条件
ベースのオファーによってサポートされます。この機能は、と統合されているアプリケーションでのみ使
用できます。AWS License Manager。購入者は、現在の契約の同じオファーの権利の範囲内で追加のライ
センスを購入できます。ただし、購入者は契約で購入したエンタイトルメント数を減らすことはできませ
ん。買い手は、売り手によってオプションが有効になっている場合、自動サブスクリプション更新をキャ
ンセルすることもできます。

Note

フレキシブル支払いスケジュール (FPS) 契約オファーは変更できません。購入者がFPSで購入し
た契約のエンタイトルメント変更はありません。エンタイトルメントは、アプリケーションまた
はリソースを使用、アクセス、または消費する権利です。FPSオファーは変更できません。

サブスクリプションの管理

1. リポジトリの []AWS Marketplaceコンソールでに移動しますサブスクリプションを表示するソフト
ウェア製品のライセンスを表示します。

2. リポジトリの []調達ページでライセンスの管理。
3. [] の一覧から [] を選択します。利用規約を表示する。
4. 左契約オプションセクションで、矢印を使用してエンタイトルメントを増やします。購入したエンタ

イトルメントを下回るエンタイトルメント数を減らすことはできません。
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5. 契約の詳細と合計金額は料金詳細セクション.

サブスクリプションの自動更新をキャンセルするには

1. リポジトリの []AWS Marketplaceコンソールでに移動しますサブスクリプションを表示するソフト
ウェア製品のライセンスを表示します。

2. リポジトリの []調達ページでライセンスの管理。
3. リポジトリの []Subscriptionページで、更新設定セクション.
4. キャンセルに際しては、利用規約を必ず理解してください。
5. チェックボックスを選択すると、自動更新がキャンセルされます。

計測対応 AMI 製品
AWS Marketplace に出品されている一部の製品は、ソフトウェアアプリケーションによって計測された
使用状況に基づいて課金されます。計測された使用状況ディメンションの例として、ホスト/エージェン
トの使用状況や帯域幅の使用状況などがあります。これらの製品が正しく機能するには追加の設定が必要
です。使用量を測定するためのアクセス許可がある IAM ロールがそのインスタンスに関連付けられてい
る必要がありますAWS MarketplaceAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの起動
時。Amazon EC2 の IAM ロールの詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 の IAM ロー
ル。

AMI 製品のコスト配分タグ付け
AWS MarketplaceAmazon マシンイメージ (AMI) ベースのソフトウェア製品のコスト配分タグを使用し
ます。新規および既存の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタグは、対応する
AWS Marketplace Amazon EC2 インスタンス配分にタグを使用します。有効化されたコスト配分タグを使
用すると、AWSコストと使用状況レポートAWS Cost Explorer、AWS予算、またはその他のクラウド支出
分析ツールを通じて AMI の使用状況を識別および追跡できます。

AMI を提供したベンダーは、製品固有の情報に基づいて、AMI ベースの製品のメータリングに他のカスタ
ムタグを記録する場合もあります。詳細については、「コスト配分タグ (p. 60)」を参照してください。

タグを使用してリソースを整理し、コスト配分タグを使用して AWS のコストを詳細レベルで追跡できま
す。コスト配分タグを有効にすると、AWSはコスト配分レポートでリソースのコストの整理にタグを使用
します。AWSリソースのコストの整理にタグを使用します。

コスト配分タグを有効にすると、は請求配分コンソールで配分タグを有効にした時からのコストの整理に
タグを使用します。AWS アカウント所有者、AWS Organizations管理アカウント所有者、および適切な権
限を持つユーザーのみが、アカウントのBilling and Cost Management コンソールにアクセスできます。コ
スト配分タグを使用するかどうかに関係なく、請求額に変更はありません。コスト配分タグを使用するか
どうかは、AMI ベースのソフトウェア製品の機能には影響しません。

複数のインスタンス間での 1 つの AMI のコスト配分タグの追跡
AWS MarketplaceAMI サブスクリプション用に起動された各 Amazon EC2 インスタンスには、AWS 
MarketplaceAWS対応するソフトウェア使用量の項目がコストと使用状況レポートに表示されます。AWS 
Marketplace使用状況には、対応する Amazon EC2 インスタンスに適用された特定のタグが常に反映され
ます。これにより、インスタンスレベルで割り当てられたさまざまなタグ値に基づいて AWS Marketplace 
の使用コストを区別できます。

また、Cost Explorer またはコストおよび使用状況レポートを使用して、タグベースの使用コストを合計し
て、請求書に反映されている AMI ソフトウェア使用料と等しくなるようにすることもできます。AWS
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コスト配分タグ付きインスタンスを使用した予算の検索
Billing and Cost Management コンソールの複数の Amazon EC2 インスタンスで、すでに有効な予算がコ
スト配分タグで絞り込まれている場合、すべてを見つけるのは難しいかもしれません。次の Python スク
リプトは、AWS Marketplace現在の予算内の Amazon EC2 インスタンスを含む予算のリストを返します
AWS リージョン。

このスクリプトを使用して、予算への潜在的な影響、およびこの変更によってオーバーランが発生する可
能性がある場所を認識することができます。請求額は変更されませんが、コスト配分はより正確に反映さ
れ、これが予算に影響する可能性があることに注意してください。

#! /usr/bin/python

import boto3

session = boto3.Session()
b3account=boto3.client('sts').get_caller_identity()['Account']
print("using account {} in region {}".format(b3account,session.region_name))

def getBudgetFilters(filtertype): 
    '''  
    Returns budgets nested within the filter values [filter value][budeget name]. 
    The filtertype is the CostFilter Key such as Region, Service, TagKeyValue. 
    '''     
    budget_client = session.client('budgets') 
    budgets_paginator = budget_client.get_paginator('describe_budgets') 
    budget_result = budgets_paginator.paginate( 
        AccountId=b3account 
    ).build_full_result()     
    returnval = {} 
    if 'Budgets' in budget_result: 
        for budget in budget_result['Budgets']: 
            for cftype in budget['CostFilters']: 
                if filtertype == cftype:                           
                    for cfval in budget['CostFilters'][cftype]: 
                        if cfval in returnval: 
                            if not budget['BudgetName'] in returnval[cfval]: 
                                returnval[cfval].append(budget['BudgetName']) 
                        else: 
                            returnval[cfval] = [ budget['BudgetName'] ] 
    return returnval

def getMarketplaceInstances(): 
    ''' 
    Get all the AWS EC2 instances which originated with AWS Marketplace.         
    ''' 
    ec2_client = session.client('ec2') 
    paginator = ec2_client.get_paginator('describe_instances') 
    returnval = paginator.paginate( 
        Filters=[{ 
            'Name': 'product-code.type', 
            'Values': ['marketplace'] 
        }] 
    ).build_full_result() 
    return returnval

def getInstances(): 
    mp_instances = getMarketplaceInstances() 
    budget_tags = getBudgetFilters("TagKeyValue") 
    cost_instance_budgets = [] 
    for instance in [inst for resrv in mp_instances['Reservations'] for inst in 
 resrv['Instances'] if 'Tags' in inst.keys()]:     
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        for tag in instance['Tags']:                 
            # combine the tag and value to get the budget filter string 
            str_full = "user:{}${}".format(tag['Key'], tag['Value']) 
            if str_full in budget_tags: 
                for budget in budget_tags[str_full]: 
                    if not budget in cost_instance_budgets: 
                        cost_instance_budgets.append(budget)     
    print("\r\nBudgets containing tagged Marketplace EC2 instances:") 
    print( '\r\n'.join([budgetname for budgetname in cost_instance_budgets]) )

if __name__ == "__main__": 
    getInstances()

出力例

Using account 123456789012 in region us-east-2

Budgets containing tagged Marketplace EC2 instances:
EC2 simple
MP-test-2

関連トピック
詳細については、次のトピックを参照してください。

• AWS Billingユーザーガイドのコスト配分タグの使用
• AWS Billingユーザーガイドで AWS が生成したコスト配分タグを有効にする。
• Amazon EC2 リソースのタグ付け (Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 ユーザーガイド) を参

照してください。

Private Image Build
Important

AWS Marketplace2024 年 4 月にプライベートイメージビルドの配信方法を廃止します。
2024 年 4 月まで、プライベートイメージビルドの既存のサブスクライバーは、プライベートイ
メージビルドの配信方法で提供されるソフトウェアを使用して、新しい Amazon マシンイメー
ジ (AMI) を作成したり、ゴールデン AMI をアップグレードしたりできます。廃止後は、Private 
Image Build ソフトウェアを使用して独自の AMI をビルドまたはアップグレードできなくなり
ます。プライベートイメージビルドを使用して以前にビルドされた既存の AMI は影響を受けま
せん。つまり、プライベートイメージビルドを使用して構築された AMI は、引き続き Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を使用して請求および起動でき、アクティブなインスタン
スは引き続き現在と同じように実行されます。
さらに、以前はプライベートイメージビルドとしてのみ提供されていたソフトウェアが、スタン
ドアロンの AMI フルフィルメントオプションを通じて入手できるようになりました。このオプ
ションは廃止されることはありません。スタンドアロンの AMI は、プライベートイメージビルド
の廃止後も、既存のプライベートイメージビルドサブスクリプションで引き続き使用できます。
ご不明な点がある場合は、AWS Support までお問い合わせください。

AWS MarketplacePrivate Image Build では、AWS Marketplaceインストール可能なソフトウェア製品を購
入し、その製品を AWS アカウントで利用可能なイメージから選択したゴールドイメージまたは AMI にイ
ンストールできます。このコンテンツでは、ゴールドイメージは、基本オペレーティングシステム (OS) 
を含むサーバーイメージを指します。このサーバーイメージは、イメージから起動した各サーバーがユー
ザーの定義した IT 標準に準拠するように変更が適用されたものです。AWS Marketplaceインストールする
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ソフトウェアとビルドのベース AMI を選択します。次に、AWS Marketplace Image Build Service を使用
して、新しい AMI を自分の AWS アカウントでのみ利用可能なプライベートイメージとしてビルドして配
信します。

このサービスにより、社内の ITAWS Marketplace 標準を満たすベースオペレーティングシステムで製品を
実行できるようになるため、社内のセキュリティ、コンプライアンス、および管理の要件をより適切に満
たすことができます。

AWS MarketplacePrivate Image Buildに参加している出品者は、特定のOSプラットフォーム、OS、およ
びOSバージョン用に製品のインストール可能なバージョンを作成します。出品者が製品のソフトウェア
パッケージ一式を提出すると、AWS Marketplaceイメージビルドサービスは製品を公開する前に、AWS 
Marketplace指定されたOSに製品をインストールしてスキャンします。AWS Marketplaceプライベート
イメージビルドが有効になっている製品を購入すると、既存の AMI を選択して新しいプライベートイ
メージを構築できます。AWS MarketplaceImage Build Service を使用して新しいイメージを作成すると、
そのイメージは Amazon EC2 コンソールで所有するイメージとして使用できるようになります。AWS 
MarketplaceWeb サイトを使用してイメージを作成することも、AWS Marketplaceイメージビルドサービ
ス API を使用することもできます。

ビルドプロセスの完了には、AWS のサービスソフトウェアとインフラストラクチャの料金がかかります。
製品によっては、1 ～ 2 時間かかる場合があります。ただし、AWS Marketplace Image Build Service を使
用するためのプライベートイメージを作成するための追加料金はありません。イメージがビルドされた後
は、AWS製品を使用するまで製品またはリソースの使用料は発生しません。

AWS MarketplacePrivate Image Build では、AWS Identity and Access Management(IAM) を使用して IAM 
ロールとポリシーを作成し、エンドユーザーに限定的な権限を付与して、プライベートイメージを作成お
よび表示できるようにします。前提条件ステップを完了させるには、管理レベルの権限が必要です。

前提条件の手順の完了
Important

AWS Marketplace2024 年 4 月にプライベートイメージビルドの配信方法を廃止します。詳細につ
いては、「プライベートイメージビルド」を参照してください。

ここで説明する前提となる手順には、他のユーザーにプライベートイメージを作成する権限を付与できる
ように設定するAWS Identity and Access Management (IAM) 管理者レベルの権限が必要です。IAM ポリ
シーとロールを作成したら、それらをグループ (またはユーザー) アカウントにアタッチして、関連する
ユーザーがプライベートイメージを作成できるようにします。

IAM は、AWSリソースへのアクセスを安全に管理するためのウェブサービスです。IAM により、誰を認
証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認する (アクセス権限を持たせる) かを制御します。アイデン
ティティ (ユーザー、グループ、ロール) を作成してユーザーをグループに追加し、個々のユーザーではな
くグループを管理できるようにします。IAM ロールは、でアイデンティティが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アイデンティティであるという点で、ユーザーと似ていますAWS。た
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だし、ロールには認証情報 (パスワードやアクセスキー) を関連付けることができません。ロールは、特定
の個人に関連付けるのではなく、必要に応じて誰でも引き受けることができるようになっています。ユー
ザーは、ロールを引き受けることで、一時的に特定のタスクに対して異なるアクセス許可を取得すること
ができます。

IAM のアクセス管理では、アカウントでユーザーまたは他のエンティティに許可する操作を定義できま
す。通常、これは認可と呼ばれます。アクセス許可はポリシーを使用して付与されます。ポリシーは、ID 
やリソースにアタッチされるとそれらのアクセス許可を定義する、AWS のエンティティです。AWS は、
ユーザーなどのプリンシパルがリクエストを行うときに、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの
許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。ポリシーは、AWSアイデンティティ
ベースのポリシーとしてプリンシパルにアタッチされるか、リソースベースのポリシーとしてリソースに
アタッチされたドキュメントとしてに保存されます。権限を付与するには、権限ポリシーを定義し、その
ポリシーをグループに割り当てます。

アイデンティティベースのポリシーは、ユーザー、ロール、グループなどのプリンシパル (またはアイ
デンティティー) にアタッチできるアクセス許可ポリシーです。リソースベースのポリシーは、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットなどのリソースにアタッチする JSON ポリシードキュメン
トです。アイデンティティベースのポリシーは、ID が実行できるアクション、リソース、および条件を制
御します。ID ベースのポリシーは、AWS管理ポリシー、顧客管理ポリシー、およびインラインポリシーに
分類できます。

リソースベースのポリシーでは、指定されたプリンシパルが実行できるリソースと条件を制御します。
リソースベースのポリシーはインラインポリシーであり、管理リソースベースのポリシーはありませ
ん。IAM IDAWS は技術的にはリソースですが、リソースベースのポリシーを IAM ID にアタッチすること
はできません。IAM でアイデンティティベースのポリシーを使用する必要があります。信頼ポリシー は、
どのプリンシパルがそのロールを果たすことができるかを定義するロールにアタッチされるリソースベー
スのポリシーです。IAM でロールを作成する場合、ロールには、ロールを引き受けることができる人物を
示す信頼ポリシーとそのロールで何ができるのかを示すアクセス許可ポリシーの 2 つが必要です。ロー
ルの信頼ポリシーにアカウントを追加しても、信頼関係は半分しか確立されていない点に注意してくださ
い。デフォルトでは、アカウントの管理者がロールを引き受ける権限をユーザーに付与しない限り、信頼
されたアカウントのユーザーはロールを引き受けることができません。

AWS MarketplaceImage Building Service は 2 つの IAM ロールを使用し、各ロールにはアクセス権限ポリ
シーと信頼ポリシーがあります。AWS Marketplaceユーザーがウェブサイトにアクセスしてプライベート
イメージを作成する場合、そのユーザーには、作成したプライベートイメージの作成と表示に必要なロー
ルを一覧表示して割り当てるための IAM 権限も必要です。

管理者として、必要な 2 つのロールとそれらに関連するポリシーを作成します。1 つ目のロールは、イ
メージビルドプロセスで作成されるインスタンスにアタッチされるインスタンスプロファイルです。イン
スタンスプロファイルは IAM ロールのコンテナであり、インスタンスの起動時に Amazon EC2 インスタ
ンスにロール情報を渡すために使用できます。2 つ目は、Amazon EC2 AWS Systems Managerへのアクセ
スを提供する IAM ロールです。インスタンスプロファイルを設定するには、必要なアクセス許可を付与す
るアクセス許可ポリシーをアタッチします。次に、Amazon EC2 とSystems Manager がロールを引き受け
る許可ポリシーを編集します。

インスタンスプロファイルのロールの作成

IAM コンソールからインスタンスプロファイルロールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/)
を開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) で、[AWS のサービス] を選択しま

す。
4. [このロールを使用するサービスを選択] で、[EC2]、[Next: Permissions (次の手順: アクセス許可)] を選

択します。
5. [Create policy (ポリシーの作成)] で [Next: Review (次の手順: 確認)] を選択します。
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6. ロール名には、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力し
ますMyInstanceRole。ロール名はアカウント内で一意である必要がありますAWS アカウント。

7. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。
8. [ロール] ページで、作成したロールを選択します。
9. [アクセス許可] で [Add inline policy (インラインポリシーの追加)] を選択します。
10.JSON タブを選択し、InstanceRolePermissionsPolicyすべてのテキストを次のテキストに置き換

えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ssm:DescribeAssociation", 
                "ssm:GetDocument", 
                "ssm:GetManifest", 
                "ssm:GetParameters", 
                "ssm:ListAssociations", 
                "ssm:ListInstanceAssociations", 
                "ssm:PutConfigurePackageResult", 
                "ssm:UpdateAssociationStatus", 
                "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus", 
                "ssm:UpdateInstanceInformation" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2messages:AcknowledgeMessage", 
                "ec2messages:DeleteMessage", 
                "ec2messages:FailMessage", 
                "ec2messages:GetEndpoint", 
                "ec2messages:GetMessages", 
                "ec2messages:SendReply" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeInstanceStatus" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
} 

Note

このプロセスを開始する前に、S3 バケット DOC-EXAMPLE-BUCKET を作成する必要がありま
す。

30



AWS Marketplace 購入者ガイド
Private Image Build

11.[ポリシーの確認] を選択します。
12.[ポリシー名] には、MyInstanceRolePolicyたとえばこのポリシーの目的を特定しやすい名前を入力

し、[ポリシーの作成] を選択します。

ロールの信頼関係を編集するには

1. [ロール] ページで、作成したロールを選択します。
2. [信頼関係] タブを選択してから、[信頼関係の編集] を選択します。
3. Policy Document テキストボックス内のすべてのテキストを選択し、InstanceRoleTrustPolicy次

のテキストに置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "ssm.amazonaws.com", 
          "ec2.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

4. [信頼ポリシーの更新] を選択します。

AWS Systems Managerオートメーションロールの作成

AWS Systems Managerオートメーションロールを作成するには

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
2. [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) で、[AWS のサービス] を選択しま

す。
3. [このロールを使用するサービスを選択] で、[EC2]、[Next: Permissions (次の手順: アクセス許可)] を選

択します。
4. [Create policy (ポリシーの作成)] で [Next: Review (次の手順: 確認)] を選択します。
5. ロール名には、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力し

ますMyAutomationRole。ロール名はアカウント内で一意である必要がありますAWS アカウント。
6. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。
7. [ロール] ページで、作成したロールを選択します。
8. [アクセス許可] で [Add inline policy (インラインポリシーの追加)] を選択します。
9. JSON タブを選択し、AutomationRolePermissionsPolicyすべてのテキストを次のテキストに置

き換えます。

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ssm:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
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            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "{{ Instance Profile }}" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Note

以前に作成したインスタンスポリシーロールの Amazon リソースネーム (ARN){{ Instance 
Profile }} に置き換える必要があります。IAM マネジメントコンソールでロールを探して
選択します。ロールの概要ページでは、たとえばのように、ロール ARN が最初に表示されま
すarn:aws:iam::123456789012:role/MyInstanceRole。

ロールの信頼関係を編集するには

1. [ロール] ページで、作成したロールを選択します。
2. [信頼関係] タブを選択してから、[信頼関係の編集] を選択します。
3. 「ポリシードキュメント」InstanceRoleTrustPolicy テキストボックス内のすべてのテキストを次

のテキストに置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "ssm.amazonaws.com", 
          "ec2.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
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4. [信頼ポリシーの更新] を選択します。

これで、プライベートイメージのビルドプロセスで使用する 2 つのロールとそれらに関連するポリシーが
作成されました。

AWS Marketplaceポリシーを使用してウェブサイトにアクセスする
ほとんどの組織では、ユーザーがルートアカウントの認証情報を使用してサインインすることを許可して
いません。代わりに、組織の役割や特定の人だけが実行できるタスクに基づいて、権限が制限されたユー
ザーを作成します。 AWS Marketplaceには、AWS Marketplaceツールを操作するための 2 つの主要な IAM 
管理ポリシーが用意されています。これら 2 つの管理ポリシーを使用して記載されているタスクを実行で
きるようにします。

• AWSMarketplaceFullAccess— IAM ソフトウェアのサブスクライブとサブスクライブ解除が可能
で、ユーザーがAWS Marketplace Your SoftwareAWS Marketplace ページからソフトウェアインスタン
スを管理できるようにし、Amazon EC2 への管理アクセスを提供します。

• AWSMarketplaceRead-only—AWS サブスクリプションを確認することができます。

AWSMarketplaceFullAccess管理ポリシーをユーザー、グループ、またはロールに追加して、AWS 
Marketplace Web サイトにアクセスし、AWS Marketplace Private Image Build に関連するタスクを実行す
るために必要なすべての権限を与えることができます。

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:

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 Marketplace選択したグループまたはロールのユーザーまたはメンバーが次回ウェブサイトにアクセ
スしたときに、プライベートイメージ構築プロセスに関連するタスクを実行できます。

プライベートイメージのビルド
Important

AWS Marketplace2024 年 4 月にプライベートイメージビルドの配信方法を廃止します。詳細につ
いては、「プライベートイメージビルド」を参照してください。

プライベートイメージを作成するときは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)AWS 
Marketplace コンソールにあるソフトウェアパッケージと、新しいプライベートイメージの作成に使用す
る Amazon マシンイメージ (Amazon EC2) コンソールで構成済みの Amazon マシンイメージ (AMI) を選択
します。ビルドプロセスを開始する前に、AWS以下を提供できるように環境を設定する必要があります。

• AWS Marketplace製品をインストールするベースイメージの AMI ID。
• ビルドログを保存する Amazon S3 S3 (Amazon S3) S3 Simple Storage Service (Amazon S3) バケット

の名前。S3 3 3AWS リージョン バケットは、AMI が使用可能に存在する必要があります。
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• パッケージがインストールされる Amazon EC2 インスタンスプロファイル (前のセクションを参照)。
• イメージ作成プロセスが AMI を作成するために使用するAWS Identity and Access Management (IAM) 

自動化ロール (前のセクションを参照)。
• 新しいプライベートイメージの名前。

使用経験があればAWS のサービス、Amazon EC2 ダッシュボードでの AMI ID の選択AWS リージョン、
検索、Amazon S3 バケットの操作に慣れている可能性があります。

プライベートイメージの作成をサポートする製品を見つけるには、AWS Marketplace製品検索ページに移
動し、配信方法の検索フィルターで [プライベート Amazon マシンイメージ] を選択します。その製品の詳
細ページで、調達、設定、およびフルフィルメントのオプションを設定します。ビルドした製品が、に追
加されますAWS アカウント。

前のセクションで指定されている前提条件に加えて、基本 AMI が以下の要件を満たしている必要がありま
す。

• LinuxAMI には、WgetcURLまたはをインストールして設定する必要があります。 
WindowsAMIPowerShell がインストールされている必要があります。

• LinuxAMI は EC2 ユーザーデータスクリプトを実行できるか、AWS Systems Managerエージェント 
(SSM エージェント) がプリインストールされている必要があります。

• WindowsAMI には SSM エージェントがあらかじめインストールされている必要があります。

プライベートイメージを作成するには

1. でAWS Marketplace、商品の詳細ページから、「購読を続ける」を選択します。
2. [Subscribe to this software (このソフトウェアをサブスクライブ)] ページの [Terms and Conditions (利用

規約)] で [Show Details (詳細を表示)] をクリックして、製品のインスタンスタイプ、ソフトウェア使用
料金、およびエンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を確認します。製品によっては、さまざまなタイプ
のサブスクリプションが表示されることがあります。サブスクリプションのタイプを選択したら、「規
約に同意する」を選択します。

3. [Continue to Configuration (設定に進む)] を選択します。
4. [Configure this software (このソフトウェアを設定)] ページの [Fulfillment Option (フルフィルメントオプ

ション)] で [Private Amazon Machine Image (プライベート Amazon マシンイメージ)] を選択します。
5. プライベートイメージセクションで、1名用。地域を選択し、地域を選択してください。2人の場合。起

動するプライベートイメージを選択し、「プライベートイメージを新規作成」を選択します。
6. [Create New Private Image (プライベートイメージの新規作成)] セクションの [Select a base AMI to use 

(使用する基本 AMI の選択)] で、[Owned by me (自己所有)]、[Public Images (パブリックイメージ)]、
[Private images (プライベートイメージ)] のいずれかを選択します。
a. 自分が所有 — お客様が特別に所有している AMIAWS アカウント
b. パブリックイメージ — すべての人と共有済みの AMIAWS アカウント
c. プライベートイメージ — 自分と共有された AMIAWS アカウント

7. [パブリックベース AMI ID を入力] または [プライベートベース AMI ID を入力] には、AMI ID を入力す
るか、Amazon EC2 コンソールを使用して、ベース AMI として使用するイメージの AMI ID をコピーし
て貼り付けます。

8. [Instance Profile (インスタンスプロファイル)] で、前提条件のステップとして作成したインスタンス
ロールを選択します。

9. [Automation Role (オートメーションロール)] で、前提条件のステップとして作成したオートメーション
ロールを選択します。

10.[Build Logs (ビルドログ)] で、ログを保存する Amazon S3 バケットの名前を入力します。これは、完全
な DNS 名ではなく、DOC-EXAMPLE-BUCKET #############。

11.[Private Image Name (プライベートイメージ名)] で、新規プライベートイメージの名前を入力します。
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作成するプライベート画像には、画像を識別しやすい命名規則を使用することをお勧め
します。また、AWS Marketplace画像作成サービスが新しいプライベート画像を作成する
と、AWSMarketplaceFulfillmentId タグが追加されます。このタグは、後でプライベート画像を識別するの
に役立ちます。また、以下のオプションステップに従うと、追加の詳細を指定したり、[Start Build (ビルド
の開始)] を選択してビルドプロセスを開始したりできます。

(オプション) プライベートイメージに関する追加情報を提供するには

1. Description Notes には、プライベートイメージの作成時に使用するインスタンスに含めたい関連情報を
すべて入力します。

2. [Instance Type (インスタンスタイプ)] で、プライベートイメージのビルド時に使用するインスタンスタ
イプを選択します。

3. [VPC] で、プライベートイメージのビルド時にインスタンスで使用する VPC を選択し、セキュリティ
グループとサブネットを選択します。

4. [Enable Simple Notification System (Simple Notification System の有効化)] で、ビルドのステータスが変
化したときに通知を受け取るために、既存のトピックを選択するか、または新規トピックを作成して指
定します。

5. [Start build (ビルドの開始)] を選択します。

ビルドプロセスが完了するまでに 1 ～ 2 時間かかります。プロセスに関する以下の情報に注意してくださ
い。

• ビルドプロセス中に使用されたサービスの料金は、AWS アカウントプライベートイメージビルドプロセ
スの開始に使用された料金に表示されます。これには、AWS Marketplace製品がプライベートイメージ
にインストールされている間に実行されるインスタンスと、ログに使用される S3 バケットが含まれま
す。

• ビルドプロセスのステータスの表示や、Amazon S3 S3 S3 (Amazon SSimple Notification Service 
(Amazon SNS) メッセージを受け取ることができます。

• ビルドが完了すると、AWS アカウント新しいプライベートイメージがに追加され、Amazon EC2 コン
ソールから [Owned by me] にリストされた AMI として利用できるようになります。

• ビルドプロセスを完了するために使用されるリポジトリはローカルに配置されている必要があります。
• ビルド中、プロセスはインターネットへのアクセスをブロックします。

AMI エイリアスの使用
Amazon Machine Image (AMI) は、と指定します。AMI ID。AMI ID製品を起動するときに使用する AMI 
を示します。-AMI IDは形式ですami-<identifier>たとえば、と指定します。ami-123 例456。各製品
の各バージョンAWS リージョンAAMI が違う（そして違うAMI ID).

から製品を起動する時AWS Marketplace、AMI ID自動的に入力されます。HAVINGAMI IDからの製品
の発売を自動化したい場合に便利ですAWS Command Line Interface(AWS CLI) または Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) を使用します。はにあります。AMI ID起動時にソフトウェアを設定する
とき。詳細については、「ステップ 3: ソフトウェアの構成 (p. 8)」を参照してください。

-Ami Aliasはと同じ場所に配置され、AMI ID、ソフトウェアを設定するとき。-Ami Aliasはに似た
IDですかAMI IDですが、自動化ではより使いやすいです。AnAMI aliasは形式ですaws/service/
marketplace/prod-<identifier>/<version>たとえば、と指定します。 aws/service/
marketplace/prod-1234example5678/12.2。では を使用できます。Ami Aliasどの地域にもIDが
あり、AWS自動的に正しいリージョナルにマップしますAMI ID。

最新バージョンの製品を使用する場合は、という用語を使用します。latestのバージョンの代わり
にAMI aliassoAWSは、たとえば、最新バージョンを選択します。aws/service/marketplace/
prod-1234example5678/latest。
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Warning

の使用latestオプションを使用すると、最新のリリースバージョンが表示されます。ただし、
この機能は注意して使用してください。たとえば、製品のバージョン1.xと2.xが利用可能である
場合、2.xを使用している可能性があります。ただし、製品の最も最近リリースされたバージョン
は、1.x のバグ修正である可能性があります。

AMI エイリアスの使用例
AMI エイリアスは自動化に役立ちます。それらは、で使用することができます。AWS CLIまたはでAWS 
CloudFormationTemplate。

以下の例は、AMI エイリアスの使用、を使用してインスタンスを起動する方法を示しています。AWS 
CLI。

aws ec2 run-instances
--image-id resolve:ssm:/aws/service/marketplace/<identifier>/version-7.1
--instance-type m5.xlarge
--key-name MyKeyPair

以下に、と指定します。 CloudFormation インスタンスを作成するための入力パラメータとして AMI エイ
リアスを受け入れるテンプレート。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09

Parameters: 
    AmiAlias: 
        Description: AMI alias 
        Type: 'String' 
         
Resources: 
    MyEC2Instance: 
        Type: AWS::EC2::Instance 
        Properties: 
            ImageId: !Sub "resolve:ssm:${AmiAlias}" 
            InstanceType: "g4dn.xlarge" 
            Tags: 
                -Key: "Created from" 
                 Value: !Ref AmiAlias

コンテナ製品
コンテナ製品は、コンテナイメージとして出荷されるスタンドアロン製品です。コンテナ製品は、無
料で購入することも、出品者が提供する価格設定オプションを使用して支払う必要がある場合もありま
す。コンテナ製品は、次のような複数のコンテナランタイムとサービスで使用できます。Amazon Elastic 
Container Service(アマゾン ECS)、Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)、さらには独自の
インフラストラクチャで実行されるサービスもあります。サポートされているランタイムとサービスの
完全なリストとそれぞれの詳細については、「」を参照してください。コンテナ製品のサポートサービ
ス (p. 39)。

コンテナ製品の発見、購読、デプロイはAWS Marketplaceウェブサイトまたは Amazon ECS コンソール
で。タスク定義や Helm チャートなど、出品者が提供したデプロイテンプレートを使用して、Amazon 
ECS または Amazon EKS に多くの製品をデプロイできます。または、プライベートからコンテナイメー
ジに直接アクセスすることもできます。Amazon Elastic Container Registryそれらの製品を購読した後の 
(Amazon ECR) リポジトリ。
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製品が有効になっている場合 QuickLaunchを使用すると、わずか数ステップで Amazon EKS クラスター
上のコンテナ製品のテストを行うことができます。 QuickLaunch 使用するAWS CloudFormationAmazon 
EKS クラスターを作成し、そのクラスター上でコンテナソフトウェアを起動します。での起動の詳細につ
いては QuickLaunch、「」を参照してくださいQuickLaunch にAWS Marketplace (p. 46)。

このセクションでは、コンテナ製品の検索、購読、起動について説明します。AWS Marketplace。

有料コンテナ製品の価格モデル
有料コンテナ製品には 1 つ以上の価格モデルが必要です。他の有料製品と同様AWS Marketplace、有料コ
ンテナ製品の料金は次の方法で請求されますAWS価格モデルによると。料金モデルは、固定の月額料金で
も、時間単位の料金でも、秒単位で監視され、日割り計算される場合もあります。料金の詳細は、製品登
録時に詳細ページに表示されます。

コンテナ製品でサポートされている価格モデルAWS Marketplace以下のように設定します。

• 月額固定料金で、無制限に使用できます。
• 長期契約期間中の製品使用の前払い料金。
• ある pay-as-you-go 製品の使用状況に基づいてモデル化 (通常は1時間ごと)。
• ある pay-up-front 契約価格付きモデル。

各モデルの詳細については、「」を参照してください。コンテナ製品の価格設定()AWS Marketplace販売
者ガイド。

コンテナと Kubernetes の概要
コンテナ、などDockerコンテナは、LinuxやWindows Serverなどの仮想オペレーティングシステムを抽象
化および自動化するための追加レイヤーを提供するオープンソースのソフトウェアテクノロジーです。仮
想マシンがサーバーイメージのインスタンスであるのと同様に、コンテナは Docker コンテナイメージの
インスタンスです。コンテナでは、サーバーアプリケーションソフトウェアが、その実行に必要なあらゆ
るもの (コード、ランタイム、システムツール、システムライブラリなど) が含まれているファイルシステ
ムでラップされます。コンテナを使用すると、ソフトウェアは環境に関係なく常に同じように実行されま
す。

Java 仮想マシンと同様に、コンテナでは、変換レイヤーとオーケストレーションレイヤーを提供し、オ
ペレーティングシステムとコンテナ間および各コンテナ間を分離するための、基盤となるプラットフォー
ムが必要です。Docker コンテナで使用できるさまざまな Docker 互換ランタイムとオーケストレーション
サービスがあります。Amazon ECS は、スケーラブルでパフォーマンスの高いオーケストレーションサー
ビスです。AWS、Amazon EKS を使用すると、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、管理、ス
ケーリングを行うことができます。Kubernetes、オープンソースの管理およびオーケストレーションサー
ビス。

コンテナ製品の検索とサブスクライブ
コンテナ製品とはAWS Marketplaceコンテナイメージで起動できます。コンテナ製品には、AWS 
Marketplace出品者が以下の条件を満たすフルフィルメントオプションを提供した場合コンテナイメー
ジ/またはHelm チャート配信方法 コンテナ製品の配送方法の詳細については、「」を参照してくださ
い。コンテナ製品の配送方法 (p. 39)。

コンテナ製品の出荷オプションには、サポート対象サービスとも呼ばれる多くの起動環境が用意されて
います。起動環境には、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) およびお客様独自のセルフマ
ネージド型インフラストラクチャおよびお客様独自のセルフマネージド型インフラストラクチャを持つ
Amazon Elastic Kubernetes Service が含まれます。使用可能なコンテナ製品起動環境の詳細なリストにつ
いては、「」を参照してください。コンテナ製品のサポートサービス (p. 39)。
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を使用してコンテナ製品を閲覧するAWS Marketplaceウェブサイ
ト
コンテナ製品を閲覧するにはAWS Marketplaceウェブサイト。

を使用してコンテナ製品を閲覧するにはAWS Marketplaceウェブサイト

1. に移動しますAWS Marketplace検索ページ。
2. フィルター配信方法によってコンテナイメージ/またはHelm チャート。
3. (オプション) フィルターサポートされているサービス製品をローンチできるサービスで検索結果を絞

り込みます。

興味のある製品を見つけたら、タイトルを選択して製品詳細ページに移動します。

コンテナ製品の詳細ページ

の製品の詳細ページでAWS Marketplaceでは、次の情報を含む製品の詳細を確認できます。

• 製品概要— 概要には、製品の説明と次の情報が含まれます。
• 表示している製品バージョン。
• 販売者のプロフィールへのリンク。
• この商品が属する商品カテゴリー。
• このソフトウェアを実行するためにサポートされているオペレーティングシステム。
• ソフトウェアの起動に使用できる配信方法。
• この製品を起動できるサポート対象サービス。

• 価格情報— 製品を無料で提供できます。は持ち込みライセンス (Bring Bring、Bring Bring、Bring、 pay-
up-front 契約価格付き、または pay-as-you-go 月額、年額固定、または時間単価のいずれかで。料金モ
デルの詳細については、「」を参照してください。コンテナ製品の価格設定()AWS Marketplace販売者
ガイド。

• 使用状況情報— ここには、出品者が提供する出荷オプションと、ソフトウェアの起動と実行の手順が含
まれています。各商品には少なくとも1つの出荷オプションが必要で、最大5つまで指定できます。各出
荷オプションには、配信方法と、ソフトウェアを起動して実行するための手順が含まれています。

• Support 情報— このセクションには、製品のサポートを受ける方法と返金ポリシーの詳細が含まれてい
ます。

• カスタマーレビュー—他の顧客からの製品のレビューを検索するか、独自のレビューを書いてくださ
い。

製品をサブスクライブするサブスクライブを続ける商品の詳細ページにあります。製品のサブスクライブ
のサブスクライブの詳細については、「」を参照してください。製品へのサブスクライブ (p. 38)。

製品へのサブスクライブ
製品を使用する場合は、最初にサブスクライブする必要があります。サブスクリプションページでは、有
料製品の価格情報を確認したり、ソフトウェアのエンドユーザーライセンス契約 (EULA) にアクセスした
りできます。

コンテナ契約価格の製品については、契約価格を選択し、契約に同意する「」に進んでください。これに
より、サブスクリプション製品に、エンタイトルメントソフトウェアを使用すること サブスクリプション
が完了するまでに 1～2 分程度かかります。有料製品の利用資格を受け取ると、ソフトウェアの使用を開
始したときに料金が請求されます。そのソフトウェアの実行中のインスタンスを 1 つでも削除せずにサブ
スクリプションをキャンセルした場合、ソフトウェアの使用状況に対する課金は継続されます。また、そ
の製品の使用に関連するインフラストラクチャの料金が発生することがあります。たとえば、ソフトウェ
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ア製品をホストするために新規 Amazon EKS クラスターを作成した場合は、そのサービスに対して課金さ
れます。

Note

コンテナベースの製品をサブスクライブしてデプロイする方法を示すチュートリアルについて
は、次のビデオも参照してください。

• デプロイAWS MarketplaceAmazon ECS クラスターでの Container(3:34)
• デプロイAWS MarketplaceAmazon ECS Anywhere を使用したコンテナベースの製品(5:07)

コンテナ製品の配送方法
の製品AWS Marketplace出品者が少なくとも1つのフルフィルメントオプションを提供している場合、コン
テナ製品と見なされますコンテナイメージ/またはHelm チャート配信方法

コンテナイメージの配信方法
以下のフルフィルメントオプションの場合コンテナイメージ/配送方法については、販売者が提供した説明
書を使用して、docker の画像を直接引き出して製品を起動しますAWS MarketplaceAmazon Elastic コンテ
ナレジストリの登録 この配信方法での起動の詳細については、「」を参照してください。コンテナイメー
ジフルフィルメントオプションでの起動 (p. 44)。

Helm チャート配信方法
以下のフルフィルメントオプションの場合Helm チャート配送方法については、出品者が提供した指示ま
たは配布テンプレートを使用して、Helm CLIを使用してHelmチャートをインストールして製品を起動しま
す。アプリケーションは、既存の Amazon EKS クラスター、または上の自己管理型クラスターで起動でき
ますEKS Anywhere、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) この配信方法での起動の詳細につい
ては、「」を参照してください。Helm フルフィルメントオプションでローンチ (p. 44)。

コンテナ製品のサポートサービス
次のリストには、以下のコンテナ製品でサポートされているすべてのサービスが含まれていますAWS 
Marketplace。あるサポートされているサービス製品を起動できるコンテナサービスまたは環境です。コン
テナ製品には、1つ以上の環境への出荷指示を含む配送方法を含む出荷オプションを少なくとも1つ含める
必要があります。

Amazon ECS
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナを実行、停止、停止、管理
できる非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。コンテナは、個々のタスクやサービス内
のタスクを実行するために使用するタスク定義で定義されます。このコンテキストでは、サービスは、ク
ラスター内で指定された数のタスクを同時に実行および維持できる設定です。タスクとサービスは、AWS 
Fargate で管理されているサーバーレスインフラストラクチャで実行できます。または、インフラストラ
クチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon EC2 インスタンスのクラスターでタスクとサービ
スを実行できます。

Amazon ECS の詳細については、「」を参照してください。Amazon Elastic Container Service と
は()Amazon Elastic コンテナサービス開発者ガイド。

Amazon EKS
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるようにす
るマネージド型サービスです。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストール、
操作、維持する必要はありません。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、ス
ケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。
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Amazon Elks の詳細については、「」を参照してください。Amazon Elks とは()Amazon Elks ユーザーガ
イド。

セルフマネージド型 Kubernetes
コンテナ製品は、で実行されている自己管理型 Kubernetes クラスタで起動できますEKS 
Anywhere、Amazon ECSAnywhere、Amazon EC2、またはオンプレミスインフラストラクチャ。

Amazon ECSAnywhereは Amazon ECS の機能であり、顧客管理のインフラストラクチャでコンテナワー
クロードを実行および管理するために使用できます。Amazon ECSAnywhereAmazon ECS をベースに構
築され、コンテナベースのアプリケーション全体で一貫したツールと API エクスペリエンスを提供しま
す。

詳細については、次を参照してください。Amazon ECS Anywhere。

EKS Anywhereは、カスタマー管理のインフラストラクチャに Amazon EKS クラスターを作成するために
使用できるサービスです。デプロイできますEKS Anywhere単純でサポートされていないローカル環境と
して、またはサポートされているオンプレミスのKubernetesプラットフォームになり得る本番環境品質の
環境として。

EKS Anywhere の詳細については、EKS Anywhere ドキュメントを参照してください。

Amazon ECS コンソールでコンテナ製品をブラウズする
Amazon ECS コンソールでコンテナ製品を見つけることもできます。ナビゲーションペインには、新製品
を見つけるためのリンクがありますAWS Marketplaceまた、既存のサブスクリプションを確認することも
できます。

サブスクリプションのキャンセル
製品のサブスクリプションをキャンセルするには [Your Software (ソフトウェア)] ページを使用します。

契約価格のコンテナ製品
一部の販売者は、契約価格モデルでパブリックコンテナベースのソフトウェア製品を提供しています。こ
のモデルでは、選択した期間、ソフトウェア製品にアクセスするための個別のライセンスに対して1回限り
の前払いを行うことに同意し、事前に請求されます。AWS アカウント。

Example 異なる種類のライセンスを異なる数量で購入することの

たとえば、1 年間のユーザーアクセスライセンスと 5 つの管理ライセンスを購入できます。ライセンスを
自動的に更新するように選択できます。

さらに、一部の企業は、契約価格モデルでプライベートコンテナベースのソフトウェア製品を提供してい
ます。プライベートオファーには通常、変更できない固定期間があります。

コンテナベースのソフトウェア製品契約は、製品の詳細ページを使用して購入できます。AWS 
Marketplace。このオプションが使用可能な場合は、契約価格の AMIに表示される配信形式製品の詳細ペー
ジで. 購入すると、アカウントの設定と設定を行う製品のウェブサイトに移動します。その後、通常の
AWS アカウント請求レポート.

契約価格の公開オファーがあるコンテナ製品の購読
契約価格モデルでパブリックオファーのコンテナベースの製品を購読するには

1. にサインインしますAWS Marketplace契約価格モデルを持つコンテナベースのソフトウェア製品を見
つけます。

2. リポジトリの []調達ページで [] ページを表示します。価格情報。
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表示できるのは単位および各期間に対するレート（月単位）。
3. 選択続行[] を選択してサブスクリプションを開始します。

購読せずにこの商品を保存するには、リストに保存。
4. 価格情報を確認し、ソフトウェア製品の条件を設定して、契約書を作成します。

a. 契約期間を選択します。1 か月,12 か月,24 か月, または36 か月間
b. []更新設定で、契約を自動的に更新するかどうかを選択します。
c. []契約オプションで、各ユニットの数量を選択します。

契約価格の合計は料金詳細。
5. すべての選択を完了したら、[Create Contract (契約の作成)] を選択します。

-合計契約料金はお客様に請求されますAWS アカウントでライセンスが生成されますAWS License 
Manager。

Note

サブスクリプションが処理され、ソフトウェア製品の License Manager アカウントにライセンス
が生成されるまでに最大 10 分かかる場合があります。

契約価格のプライベートオファーでコンテナ製品を購読する
契約価格モデルでプライベートオファーのコンテナベースの製品を購読するには

1. にサインインしますAWS Marketplaceあなたの購入者アカウントで。
2. プライベートオファーを表示する。
3. リポジトリの []調達ページで [] ページを表示します。価格情報。

表示できるのは単位と各期間のレート (月単位)。
4. 選択続行[] を選択してサブスクリプションを開始します。
5. 価格情報を確認し、ソフトウェア製品の条件を設定して、契約書を作成します。

契約期間はすでに売り手によって設定されており、変更することはできません。
6. []契約オプションで、各ユニットの数量を選択します。
7. 以下の合計契約価格を表示します料金詳細。

[] を選択して公開オファーを表示することもできます。オファーの表示下その他の利用可能なオ
ファー。

8. すべての選択を完了したら、[Create Contract (契約の作成)] を選択します。

Note

サブスクリプションが処理され、ライセンスが作成されるまで、最大 10 分かかることがあります
AWS License Managerソフトウェア製品のアカウント。

ソフトウェアへのアクセス
コンテナベースのソフトウェア製品にアクセスするには

1. リポジトリの []AWS Marketplaceコンソールに移動しますサブスクリプションを表示するをクリック
して、ソフトウェア製品のライセンスを表示します。
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2. リポジトリの []調達ページで:

a. 選択ライセンスの管理でエンタイトルメントを表示、アクセスを許可し、使用状況を追跡する
AWS License Manager。

b. [Continue to Configuration (設定に進む)] を選択します。
3. リポジトリの []を起動するページで、コンテナイメージの詳細を表示し、表示される指示に従いま

す。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成する際には、以下を追加する必要
がありますAWS Identity and Access ManagementIAM ポリシーに対する (IAM) アクセス許可。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditorO", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "license-manager:CheckoutLicense", 
            "license-manager:GetLicense", 
            "license-manager:CheckInLicense", 
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
            "license-manager:ListReceivedLicenses" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

生成されたライセンスの表示
生成されたライセンスを表示するには

1. にサインインしますAWS License Manager側AWS アカウント。
2. []ライセンスの付与で、付与されたライセンスをすべて表示します。
3. 製品SKU、受取人、またはステータスを入力してライセンスを検索します検索バー.
4. [ライセンス ID[] を表示します。ライセンスの詳細。
5. を表示することができます発行者(AWS/Marketplace) と使用権限管理（ライセンスがアプリケーショ

ンまたはリソースを使用、アクセス、または消費する権利を付与するユニット）。

既存の契約の変更
コンテナ製品に対する既存の先行契約がある場合、AWS Marketplace購入者は契約の一部を変更できま
す。コンテナ契約は、時間単位または年単位のフレキシブル消費価格（FCP）オファーとは対照的に、契
約条件ベースのオファーによってサポートされます。この機能は、と統合されているアプリケーションで
のみ使用できます。AWS License Manager。購入者は、現在の契約の同じオファーの権利の範囲内で追加
のライセンスを購入できます。ただし、購入者は契約で購入したエンタイトルメント数を減らすことはで
きません。買い手は、売り手によってオプションが有効になっている場合、自動サブスクリプション更新
をキャンセルすることもできます。

Note

フレキシブル支払いスケジュール (FPS) 契約オファーは変更できません。購入者がFPSで購入し
た契約のエンタイトルメント変更はありません。エンタイトルメントは、アプリケーションまた
はリソースを使用、アクセス、または消費する権利です。FPSオファーは変更できません。
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サブスクリプションの管理

1. リポジトリの []AWS Marketplaceコンソールに移動しますサブスクリプションを表示するをクリック
して、ソフトウェア製品のライセンスを表示します。

2. リポジトリの []調達ページで [] を選択します。ライセンスの管理。
3. [] の一覧から [] を選択します。利用規約を表示する。
4. [契約オプション] セクションで、矢印を使用して資格を増やします。エンタイトルメント数を、購入

したエンティエレメント以下に減らすことはできません。
5. 契約の詳細と合計金額は料金詳細セクションに追加します。

サブスクリプションの自動更新をキャンセルするには

1. リポジトリの []AWS Marketplaceコンソールに移動しますサブスクリプションを表示するをクリック
して、ソフトウェア製品のライセンスを表示します。

2. リポジトリの []調達ページで [] を選択します。ライセンスの管理。
3. リポジトリの []Subscriptionページで、更新設定セクションに追加します。
4. キャンセルに際しては、利用規約を必ず理解してください。
5. 自動更新オプションをキャンセルするには、このチェックボックスをオンにします。

からのコンテナソフトウェアの起動AWS Marketplace
でコンテナ製品のサブスクリプションが有効になった後AWS Marketplace次のステップは、出品者が提
供する配送オプションのいずれかに含まれている指示に従ってソフトウェアを起動することです。In (イ
ン)AWS Marketplace、aフルフィルメントのオプションは、出品者の環境で商品を起動するための出品者
提供のオプションの手順です。コンテナ製品の場合、出品者は最大4つの出荷オプションを提供できます。
これらのオプションには、さまざまな配送方法があり、ソフトウェアの構成も異なります。たとえば、出
品者が商品のテストに使用する簡単な構成である出荷オプションと、企業内で大規模に展開する別の出荷
オプションを作成することがあります。

どの配送オプションが利用できるかは、使用状況情報の商品詳細ページのセクションAWS Marketplace。
各出荷オプションには、サポートされているサービスに関する情報と、ソフトウェアバージョンの詳細が
記載されています。サービスの例には、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) およびAmazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) があります。以下を選択することができます。使用手順ウェブ
サーバーへのサインイン方法や起動後の設定など、製品の使用方法に関する出品者からのドキュメントを
確認する。

Note

コンテナベースの製品をサブスクライブしてデプロイする方法を示すチュートリアルについて
は、次のビデオも参照してください。

• デプロイAWS MarketplaceAmazon ECS クラスター上のコンテナ(3:34)
• デプロイAWS MarketplaceAmazon ECS Anywhere を使用したコンテナベースの製品(5:07)

ECS Anywhere を使用して AWS Marketplace コンテナベースの製品をデプロイ

からコンテナソフトウェアを起動AWS Marketplace
からコンテナソフトウェアを起動するにはAWS Marketplace

1. AWS Marketplace にサインインします。
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2. ブラウズAWS Marketplaceを選択し、起動したいソフトウェアを含む製品を探します。ソフトウェア
を起動するには、製品のサブスクリプションが必要です。コンテナ製品の検索と購読についてはAWS 
Marketplace、を参照してください。コンテナ製品の検索とサブスクライブ (p. 37)。

3. 選択サブスクライブ製品の詳細ページを参照してください。
4. [Continue to Configuration (設定に進む)] を選択します。ボタンが表示されない場合は、最初に利用規

約に同意する必要があるか、製品のサブスクリプションをお持ちでない可能性があります。
5. In (イン)フルフィルメントのオプションで、出品者が提供するオプションのリストから出荷オプショ

ンを選択します。出荷オプションを選択したら、サポートされているサービスでは、選択したオプ
ションで起動できるサービスを確認できます。フルフィルメントのオプションの詳細については、を
参照してください。コンテナ製品の出荷オプション (p. 44)。

6. [Continue to Launch] (続行して起動する) を選択します。
7. 出品者が提供する指示に従って製品を起動します。手順は、出荷オプションに応じて異なります。詳

細については、「コンテナイメージフルフィルメントオプションでの起動 (p. 44)」または「Helm 
フルフィルメントオプションでローンチ (p. 44)」を参照してください。

8. オプション-選択使用手順発売後の製品の構成方法と使用方法に関する販売者からのドキュメントを確
認する。

コンテナ製品の出荷オプション
ご利用いただける配送オプションについては、使用状況情報商品詳細ページのセクション。出品者が提
供する出荷オプションに加えて、AWS Marketplaceには、Amazon Elastic Container Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) から docker イメージを直接取得

出荷オプションは出品者が提供するため、出品者の名前と内容は商品ごとに異なりますAWS 
Marketplace。方法は商品や出品者ごとに異なりますが、各出荷オプションには配信方法。配送方法はフル
フィルメントオプションタイプと考えることができます。コンテナ製品の配送方法には次の2つがありま
す。コンテナイメージそしてHelm チャート。

コンテナイメージフルフィルメントオプションでの起動
以下のフルフィルメントオプションの場合コンテナイメージ配送方法については、出品者が提供した指示
に従って、Amazon ECRから直接docker画像を取り出して商品を発売します。製品を起動するための一般
的なステップは次のとおりです。

1. 最新バージョンの、最新バージョンがインストールされていることを確認してください。AWS 
Command Line Interface(AWS CLI) とDocker。詳細については、次を参照してください。での Amazon 
ECR の使用AWS CLI()Amazon Container Container Regier。

2. Amazon ECR レジストリに対し、Docker クライアントを認証します。これを行うステップはオペレー
ティングシステムによって異なります。

3. 提供された Amazon ECR イメージ Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、すべての docker イ
メージをプルします。詳細については、次を参照してください。画像を引っ張る()Amazon Container 
Container Regier。

4. 製品の使用方法については、販売者が提供する使用方法または外部リンクを確認してください。

Helm フルフィルメントオプションでローンチ
以下のフルフィルメントオプションの場合ヘルム配送方法については、出品者が提供した指示に
従って、Helm CLIを使用してHelmチャートをインストールして製品を起動します。アプリケーショ
ンは、既存の Amazon EKS クラスター、または上の自己管理型クラスターで起動できます。EKS 
Anywhere、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、またはオンプレミス。

Note

起動環境は Helm CLI バージョン 3.7.1 を使用する必要があります。Helm バージョンのリストに
ついては、以下を参照してください。Helm のリリース GitHub。
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出品者が有効にしている場合 QuickLaunch、これを使用してアプリケーションを起動できます。 
QuickLaunch の特徴はAWS MarketplaceそのレバレッジはAWS CloudFormationAmazon EKS クラスター
をすばやく作成し、そのクラスターでアプリケーションを起動します。の詳細については、「」を参照し
てください。 QuickLaunch、を参照してください。QuickLaunch にAWS Marketplace (p. 46)。

手順は出品者が提供したもので、販売者および製品ごとに異なります。Helm フルフィルメントオプショ
ン付きの商品を発売する一般的な手順は次のとおりです。

Helm フルフィルメントオプション付きの商品を発売するには

1. の手順 1 ～ 6 に従います。からコンテナソフトウェアを起動AWS Marketplace (p. 43)を選択し、
次の項目を含む出荷オプションを選択してくださいHelm チャート配信方法。

2. In (イン)打ち上げ対象で、デプロイする環境を選択します。

• 選択Amazon Cubernetes マネージド型Amazon EKS にアプリケーションをデプロイします。出品者
が有効にしている場合 QuickLaunchでは、これを使用して、新しい Amazon EKS クラスターを作成
し、そのクラスターで起動できます。

• 選択セルフマネージド型 KubernetesアプリケーションをデプロイするにはEKS Anywhereまた
は、Amazon EC2 またはオンプレミスで実行されている任意の Kubernetes クラスターで。

3. で起動する場合Amazon Cubernetes マネージド型クラスターを試すことができます。

a. Amazon EKS の既存のクラスターで起動するには、起動方法、選択してください既存のクラス
ターで起動そして、... を参照してください。起動手順。手順には、AWS Identity and Access 
Management(IAM) ロールとアプリケーションの起動。Helm CLI バージョン 3.7.1 を使用してい
ることを確認してください。

b. を使用するには QuickLaunch 新しい Amazon EKS クラスターを作成して起動するには、以下を
参照してください。起動方法、選択してください以下を使用して新しい EKS クラスターで起動 
QuickLaunch。選択を起動するリダイレクトしてスタックを作成するAWS CloudFormationコン
ソール。このスタックは Amazon EKS クラスターを作成し、出品者が提供した Helm チャートを
インストールしてアプリケーションをデプロイします。

c. にクイック作成ページ、でのページスタックの名前、このスタックの名前を指定します。
d. の情報を確認します。パラメータタイルを貼って必要な情報を入力してください。にある謝辞を

確認して選択してください機能そして選んでくださいスタックの作成。

Note

の詳細については、「」を参照してください。 QuickLaunch、に関する情報を含むAWS 
CloudFormation、スタック、および作成された Amazon EKS クラスターについては、を参照
してください。QuickLaunch にAWS Marketplace (p. 46)。

4. で起動する場合セルフマネージド型 Kubernetesクラスターを試すことができます。

a. Helm CLI バージョン 3.7.1 を使用していることを確認してください。
b. 選択トークンの作成ライセンストークンと IAM ロールを生成します。このトークンとロールは、

と通信するために使用されます。AWS License Manager製品の権利を検証するため。

Note

アカウントのライセンストークンの最大数は 10 です。
c. 選択CSV としてダウンロードをクリックして、生成されたトークン情報を含む.csv ファイルのダ

ウンロードを行います。すべてのシークレットとパスワードと同様に、.csv ファイルは安全な場
所に保存してください。

d. コマンドを実行します。Kubernetes シークレットとして保存ライセンストークンと IAM ロール
をシークレットとして Kubernetes クラスターに保存します。このシークレットは、Helm チャー
トをインストールしてアプリケーションを起動するときに使用されます。AWS Marketplaceシー
クレットを使用してこの製品の使用権を確認します。
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e. コマンドを実行します。トークンを使用してアプリケーションを起動するアプリケーションをク
ラスターにデプロイする Helm チャートをインストールします。

f. 選択使用手順発売後の製品の構成方法と使用方法に関する販売者からのドキュメントを確認す
る。

g. オプション-で提供されているコマンドを使用してください[オプション] アーティファクトをダウ
ンロードする製品のコンテナイメージと Helm チャートをローカルにダウンロードします。

QuickLaunch にAWS Marketplace
出品者が有効にしている場合 QuickLaunch フルフィルメントオプションでは、これを使用して Amazon 
EKS クラスターを作成し、そのクラスターにコンテナアプリケーションをデプロイできます。と 
QuickLaunch、使用しますAWS CloudFormationAmazon EKS クラスターを簡単に設定および作成し、
そのクラスター上でコンテナアプリケーションを起動できます。と QuickLaunchでは、テスト用のコン
テナアプリケーションをすばやく起動できます。を使用するには QuickLaunchでは、の手順を実行しま
す。Helm フルフィルメントオプションでローンチ (p. 44)。

アプリケーションをデプロイできる Amazon EKS クラスターを作成するには、 CloudFormation スタッ
ク。スタックは、単一のユニットとして管理できる AWS リソースのコレクションです。スタック内のす
べてのリソースは、スタックで定義されます。 CloudFormation テンプレート。In (イン) QuickLaunchス
タックのリソースには、Amazon EKS クラスターを作成してアプリケーションを起動するために必要な情
報が含まれています。スタックの詳細については、「」を参照してください。AWS CloudFormation、を
参照してください。スタックの操作()AWS CloudFormationユーザーガイド。

クラスターの作成が完了したら、 QuickLaunch 出品者が提供したHelmチャートをクラスターにイン
ストールして、アプリケーションを起動します。 QuickLaunch これをスタック作成の一部として処理
し、Amazon EKS クラスターも作成します。

Machine Learning 製品
AWS Marketplace には、AWS Marketplace からサブスクライブできる機械学習製品のカテゴリがありま
す。その製品カテゴリは [Machine Learning] です。このカテゴリの製品には、機械学習 (ML) モデルパッ
ケージとアルゴリズムがあります。

さまざまなサブカテゴリ (コンピュータビジョン、自然言語処理、テキスト、データ、音声、イメージ、
ビデオ分析、不正検出、予測分析など) で、何百もの ML モデルパッケージとアルゴリズムを参照および検
索できます。

モデルの品質や適合性を評価するために、製品説明、使用手順、お客様のレビュー、サンプルの Jupyter 
ノートブック、料金情報、およびサポート情報を確認できます。Amazon から直接モデルをデプロイす
る SageMaker コンソール、Jupyterノートブックを介して、Amazonで SageMaker SDK、またはAWS 
Command Line Interface AWS CLI。アマゾン SageMaker では、すべてのマーケットプレイス製品に対し
て静的スキャンを実行することによってトレーニングジョブや推論ジョブを実行するためのセキュアな環
境が提供されています。

アマゾン SageMaker モデルパッケージ
Anアマゾン SageMaker モデルパッケージは、Amazon リソースネーム (ARN) で識別される一意のトレー
ニング済み ML モデルです。 SageMaker。Amazon でモデルパッケージを使用してモデルを作成する 
SageMaker。そのモデルは、リアルタイム推論を実行するホスティングサービスやバッチ推論を実行する
ホスティングサービスやバッチ推論を実行するためのバッチ変換で使用できます。 SageMaker。

次の図は、モデルパッケージ製品を使用するワークフローを示しています。
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1. OnAWS Marketplaceで、モデルパッケージ製品を見つけて購読します。
2. 製品の推論コンポーネントを SageMaker 推論（または予測）をリアルタイムまたはバッチで実行しま

す。

アマゾン SageMaker アルゴリズム
Anアマゾン SageMaker アルゴリズムアマゾンはユニークですか SageMaker ARN によって識別されるエ
ンティティ。アルゴリズムには、トレーニングと推論という 2 つの論理コンポーネントがあります。

次の図は、アルゴリズム製品を使用するためのワークフローを示しています。

1. OnAWS Marketplaceで、アルゴリズム製品を見つけて購読します。
2. 製品のトレーニングコンポーネントを使用し、Amazon で入力データセットを使用してトレーニング

ジョブやチューニングジョブを作成します。 SageMaker 機械学習モデルの構築を支援します。
3. 製品のトレーニングコンポーネントが完了すると、機械学習モデルのモデルアーティファクトが生成さ

れます。
4. SageMaker モデルアーティファクトが Amazon Amazon S3 imple Simple Simple Simple Simple Simple 

Sim 
5. In (イン) SageMakerでは、生成されたモデルアーティファクトを使用して製品の推論コンポーネントを

展開し、推論 (または予測) をリアルタイムまたはバッチで実行できます。
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検索、サブスクライブ、デプロイ
次の図は、Amazonで機械学習製品を検索、購読、デプロイするプロセスの概要を示しています 
SageMaker。

1. からモデルを見つけて試すAWS Marketplace
2. ML 製品を購読する
3. Amazon にモデルをデプロイする SageMaker
4. セキュアな REST API を使用する
5. の実行

• リアルタイム予測
• Batch 変換ジョブ

支払いは使用量に対してのみであり、最低料金や前払いの義務はありません。AWS Marketplaceアルゴリ
ズムとモデルパッケージの一括請求を提供し、AWSインフラ利用料金

次のセクションでは、ML 製品の検索、サブスクライブし、デプロイする方法について説明します。

トピック
• 機械学習製品を探す (p. 49)
• 機械学習製品のサブスクライブするには (p. 49)
• 機械学習製品の展開 (p. 49)
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機械学習製品を探す
アマゾンを検索するには SageMaker モデルパッケージとアルゴリズム

1. にサインインしますAWS Marketplace ウェブサイト。
2. []検索AWS Marketplaceお客様のニーズを満たす製品で、カテゴリドロップダウンメニューで下のサブ

カテゴリを見つけます機械学習あなたが興味を持っていること。
3. リソースタイプ、カテゴリ、および料金プランのフィルターを適用して検索結果を絞り込むことがで

きます。
4. 検索結果から製品詳細ページにアクセスします。
5. 製品説明、使用手順、お客様のレビュー、データ要件、サンプルの Jupyter ノートブック、使用手

順、お客様のレビュー、データ要件、サンプルの Jupyter ノートブック、サポート

機械学習製品のサブスクライブするには
Amazon にサブライブするには SageMaker モデルパッケージとアルゴリズム

1. 製品の詳細ページでサブスクライブする。
2. [Procurement (調達)] ページで、製品の料金情報、およびエンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を確認

します。
3. [Continue to Subscribe] (サブスクリプションを続行する) を選択します。

機械学習製品の展開
Amazon をデプロイするには SageMaker モデルパッケージとアルゴリズム

1. にナビゲートして、アルゴリズムまたはモデルパッケージに対する有効なサブスクリプションがある
ことを確認します。あなたのMarketplace ソフトウェア。

2. で製品を設定します (特定のバージョンやデプロイリージョンの選択など)AWS Marketplaceウェブサ
イト.

モデルパッケージ製品またはアルゴリズム製品のいずれかを購読すると、 SageMaker console. ま
た、AWSSDK、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または SageMaker コンソールを使用し
て、完全に管理された REST 推論エンドポイントを作成するか、データのバッチに対して推論を実行
します。

3. Amazon を見る SageMaker 選択して商品詳細ページAmazon で見ること SageMaker。
4. アマゾンから行うこと SageMaker コンソールでは、Amazon を使用してモデルパッケージとアルゴ

リズムをデプロイできます SageMaker コンソール、Jupyter ノートブック、Amazon SageMaker CLI 
コマンド、または API 操作。

Amazon でのデプロイの詳細については SageMaker「」を参照してください。使用開始。

プロフェッショナルサービス製品
AWS Marketplaceのプロフェッショナルサービスである製品を含むAWS Marketplace販売者。これらの製
品は、プロフェッショナルサービス検索時のカテゴリAWS Marketplace。あなたはこれらの製品を購読し
て購入しますAWS Marketplaceただし、販売者と協力して、ニーズを満たすプロフェッショナルサービス
を設定します。
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プロフェッショナルサービスの購入
を使用してプロフェッショナルサービスを検索するには、プロフェッショナルサービスカテゴリAWS 
Marketplace。興味のある商品を見つけたら、出品者にオファーをリクエストしてください。通常、プロ
フェッショナルサービスには共同作業が含まれるため、購入を完了するには、販売者にいくつかの追加情
報を提供する必要があります。また、これを、価格設定や、解決が必要なサービスのその他の詳細につい
て交渉する機会としても利用できます。製品のプライベートオファーが届きます。プライベートオファー
の詳細については、「」を参照してください。プライベートオファー (p. 68)。

プロフェッショナルサービス製品を購入するには

1. 参照先AWS MarketplaceにサインインしてAWSアカウントで、購入するプロフェッショナルサービス
製品を検索して見つけます。

2. 製品の製品詳細ページで、続行。
3. リポジトリの []サービスをリクエストするページで、出品者がオファーを作成するために必要な追加

情報（名前、メールアドレス、会社名、およびビジネスニーズ、スケジュール、契約要件など、出品
者に役立つ追加情報など）を追加します。

4. 出品者は、提供したEメールアドレスで出品者に連絡し、オファーの詳細を確認します。あなたが同
意すると、売り手はあなたにオファーへのリンクを送りますAWS Marketplace。ブラウザでリンクを
開き、AWSアカウント.

5. 出品者から開いた調達ページで、出品の詳細を確認します。オファーがあなたが期待しているサービ
スとあなたが期待している価格のためであることを確認してください。また、一括払い、または一連
の請求のどちらを支払うかという条件も確認してください。オファーが正しい場合は、続行します。
それ以外の場合は、出品者に連絡して変更を加えてください。

6. []契約の設定で、契約に使用する設定を選択します。たとえば、サポート契約を購入する場合、シル
バー,ゴールド, またはプラチナ契約、異なる価格で。

7. Select契約の作成サービスを購入する。販売者は、2営業日以内に、サービスの使用方法について連絡
する必要があります。

SaaS 製品
SaaS (Software as a Service) 製品の場合はAWS Marketplace、を通じて製品を購読しますが、ソフトウェ
ア販売者の環境で製品にアクセスします。 AWS Marketplaceには以下の価格モデルがあります。

料金モデル
• SaaS 使用量ベースのサブスクリプション (p. 50)
• SaaS 前払い料金のお約束 (p. 50)
• SaaS 無料トライアル (p. 51)

SaaS 使用量ベースのサブスクリプション
SaaS 使用量ベースのサブスクリプションでは、ソフトウェア販売者が使用された分のみのお支払いとな
ります。 pay-as-you-go AWSこの価格モデルは多くのサービスの価格モデルに似ています。SaaS 製品の
使用量に対する請求は、AWS の請求書で管理されます。

SaaS 前払い料金のお約束
一部の企業では、SaaSAWS Marketplace 契約を事前に購入できるようにしています。このオプションで
は、これらの製品のライセンスを個別に購入したり、データインジェストを購入したりできます。その
後、これらの製品を事前に請求することができますAWS アカウント。たとえば、1 年間のユーザーアクセ
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スライセンスを 10 個購入したり、1 日に 10 GB のデータを取り込める 1 年間のサービスを購入したりで
きます。

このオプションが利用可能な場合、製品詳細ページの [配信方法] に [サービスとしてのソフトウェア 
(SaaS) 契約] が表示されます。購入すると、製品の Web サイトに移動して、アカウントの設定と構成を行
います。その後、AWS アカウント使用料金は通常の請求レポートに表示されます。

SaaS 契約でサブスクライブするには

1. [Continue (続行)] を選択してサブスクリプションを開始します。必要な量かユニット、サブスクリプ
ションの期間 (複数のオプションを使用できる場合)、および自動更新を選択できます。

2. すべての選択を完了したら、[Create Contract (契約の作成)] を選択します。
3. [Set Up Your Account (アカウントのセットアップ)] を選択すると、製品を提供する会社のウェブ

サイトに移動します。アカウントが設定され、支払いの確認が行われている間は、製品の AWS 
Marketplace の詳細ページで契約が保留中であることがわかります。 

設定が完了すると、アカウントを設定するためのリンクが製品ページに表示されます。AWS Marketplace
アカウントにサインインすると、ソフトウェアはMarketplace ソフトウェアの下に表示されます。これで
ソフトウェアの使用を開始できます。アカウントの設定プロセスを完了していない場合、その製品を再度
アクセスしたときにセットアッププロセスを完了するように求められますAWS Marketplace。

ソフトウェア会社のWebサイトで作成したアカウントを使用して、ソフトウェア会社のWebサイトから
ソフトウェアサブスクリプションにアクセスします。AWS Marketplaceアカウントにサインインすると、
「Marketplace ソフトウェア」AWS Marketplace で購入したソフトウェアサブスクリプションの Web サイ
トリンクも表示されます。

SaaS 無料トライアル
一部のベンダーは、AWS Marketplace評価目的で SaaS 製品の無料トライアルを提供しています。で 
SaaSAWS Marketplace 製品を検索し、結果をフィルタリングして無料トライアルの製品のみを表示でき
ます。検索結果には、どの製品が無料試用版を提供しているかが示されます。すべての無料試用製品に
は、製品ロゴの横に無料試用バッジが表示されます。製品調達ページでは、無料試用期間の長さと、試用
版に含まれる無料ソフトウェアの使用量を確認できます。

無料トライアル中、または無料トライアルの有効期限が切れた後は、プライベートオファーを交渉する
か、パブリックオファーを購読することで購入を決定できます。SaaS 無料トライアルは自動的に有料契
約に変換されません。フリートライアルが不要になった場合は、フリートライアルの有効期限が切れるよ
うにすることができます。

AWS Marketplaceコンソールから [サブスクリプションの管理] を選択すると、サブスクリプションを表示
できます。

Note

AWS アカウントそれぞれが製品ごとに1回のみ無料トライアルの対象となります。

SaaS 契約の無料トライアルオファーの購読
SaaS 契約の無料試用オファーを購読するには

1. AWS Marketplaceコンソールにサインインし、AWS Marketplaceメニューから [製品の検索] を選択し
ます。

2. 絞り込み結果パネルで、「無料トライアル」に移動し、「フリートライアル」を選択します。
3. [配信方法] で [SaaS] を選択します。
4. 「価格モデル」で、「前払いの約定」を選択すると、無料トライアルを提供しているすべての製品が

表示されます。すべての対象製品には無料試用バッジが表示されます。
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5. 変更するSaaS製品を選択します。
6. 商品詳細ページから [無料で試す] を選択します。
7. オファータイプでは、無料トライアルのオプションを選択します。
8. 「購入」で、「契約を作成」を選択し、「契約を承認」を選択します。
9. [アカウントの設定] を選択して登録を完了し、ソフトウェアの使用を開始します。

SaaS サブスクリプションの無料トライアルオファーの購読
SaaS サブスクリプションの無料トライアルオファーを購読するには

1. AWS Marketplaceコンソールにサインインし、AWS Marketplaceメニューから [製品の検索] を選択し
ます。

2. 絞り込み結果パネルで、「無料トライアル」に移動し、「フリートライアル」を選択します。
3. [配信方法] で [SaaS] を選択します。
4. 「価格モデル」では、「使用量ベース」を選択すると、無料トライアルを提供しているすべての製品

が表示されます。すべての対象製品には無料試用バッジが表示されます。
5. 変更するSaaS製品を選択します。
6. 商品詳細ページから [無料で試す] を選択します。
7. オファータイプでは、無料トライアルのオプションを選択します。
8. 購入するには、「購読」を選択します。

データ製品
AWS MarketplaceAWS Data Exchange で利用可能なデータ製品を検索し、サブスクライブできます。
詳細については、次を参照してください。AWS Data Exchange でデータ製品に登録するのAWS Data 
Exchange ユーザーガイド。
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製品への支払い
月の初めに、Amazon Web Services (AWS)AWS Marketplace から料金の請求書が届きます。ソフトウェ
ア製品の場合、請求書には、ソフトウェアの時間単位料金に、このソフトウェアの Amazon マシンイメー
ジ (AMI) インスタンスの実行時間数を掛けた計算結果が示されます。Amazon Elastic Compute (Amazon 
EC2)、Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service)、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon Simple Storage Service)、Amazon EBS (Amazon EBS) など)、Amazon EBS Elastic 
Block Store (Amazon EBS)、Amazon EBS (Amazon EBS)AWS

トルコと南アフリカを除くヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) に拠点を置き、EMEA 対象の出品者から
購入した場合、Amazon Web Services EMEA SARL (AWSEurope) から請求書が届きます。AWS アカウン
トそれ以外の場合は、AWS Inc. から請求書が届きます。

Note

契約購入の場合、サブスクリプション料金の請求は、毎月の連結請求ではなく、サブスクリプ
ション時に行われます。契約のフレキシブルな支払いは、予定された支払い時に請求されます。
使用量要素（従量課金）がある契約の場合、その使用量は月次一括請求に表示されます。

AWS Marketplace複雑なトポロジを使用する製品では、AWS CloudFormation提供されたテンプレートに
よって起動される AMIAWS のクラスタやその他のインフラストラクチャサービスの料金が発生する場合が
あります。

たとえば、EC2 スモールインスタンスタイプでソフトウェアを 720 時間実行したとします。販売者のソフ
トウェア使用料は 1 時間あたり 0.12 USD で、EC2 の料金は 1 時間あたり 0.085 USD です。この場合、
月末の請求額は 147.60 USD になります。

データ製品の購読の詳細については、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「AWS Data Exchange での
データ製品の購読」を参照してください。

AWS請求書の支払いの詳細については、AWS Billingユーザーガイドを参照してください。

Amazon Web Services EMEA SARL (AWSEurope) での支払い管理の詳細については、AWS Billingユー
ザーガイドの「支払いの管理」を参照してください。AWSEurope

トピック
• SaaS 契約またはプロフェッショナルサービス製品の発注番号の指定 (p. 53)
• 返金に関する情報 (p. 55)
• 製品サブスクリプションをキャンセルする (p. 56)
• 支払い方法 (p. 57)
• 対応通貨 (p. 58)
• 希望通貨の変更 (p. 58)
• 送金指示の更新 (p. 59)

SaaS 契約またはプロフェッショナルサービス製品
の発注番号の指定

でサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 契約またはプロフェッショナルサービス製品を購入する場合
AWS Marketplace、チェックアウトプロセス中に発注番号を指定できます。この発注書番号は、AWS 
Billing購入時の請求書とコンソールの注文ダッシュボードに含まれています。

前提条件
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• SaaS 契約またはプロフェッショナルサービス製品の発注サポートを利用するには、AWS 
MarketplaceAWS Billing and Cost Managementまずお客様に代わって変更を行うためのアクセス権を付
与する必要があります。AWS Marketplaceこれらの権限を付与する方法については、を参照してくださ
いAWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの作成 (p. 149)。AWS アカウントその一環とし
てAWS Organizations、この統合は管理アカウントから行う必要があり、発注書サポートは組織内のす
べてのアカウントを対象としています。

• 購入時に注文番号を追加する必要があるユーザには、aws-marketplace:Subscribeたとえばを使用
するなどの権限が必要ですAWS管理ポリシー: AWSMarketplaceManageSubscriptions (p. 139)。

SaaS 契約またはプロフェッショナルサービス製品の発注書を指定するには

1. 通常どおりに SaaS またはプロフェッショナルサービス製品を見つけて購入する準備をしてくださ
い。AWS Marketplace

2. 購入フロー中に、[ソフトウェアサブスクリプションの設定] ページ (SaaS 用) の [注文書] ボックス
で、[注文番号を追加] を選択します。

3. 「発注番号」フィールドに注文番号を入力します。

注文番号は、システム内で注文を追跡するために使用する番号またはテキストです。通常、社内のシ
ステムまたはプロセスによって発行されます。最大 2,200 文字を使用できます。

AWS Marketplace同じ発注番号が付けられたすべての購入を含む発注書の詳細は、Billing and Cost 
Management コンソールの発注ダッシュボードで確認できます。その発注番号が付いた各 SaaS 契約また
はプロフェッショナルサービス製品は、発注書ダッシュボードの発注書の詳細に個別の項目として表示さ
れます。

発書のトラブルシューティング
次の表の情報は、発注書に関する問題のトラブルシューティングや、さまざまなシナリオで何が起こるか
を理解するのに役立ちます。

シナリオ 詳細

発注書は存在しません AWS Marketplaceあなたに代わって新しい発注書
を作成します。新しい発注書にはデフォルトの情
報があり、連絡先情報はありません。

発書の通知通知通知通知通知通知 連絡先情報がない発注書 (によって作成された発注
書を含むAWS Marketplace) には、電子メール通知
は届きません。Billing and Cost Management コン
ソールの発注ダッシュボードで発注書に連絡先情
報を追加できます。

間違った注文番号が追加されました 間違った発注番号を入力して更新する必要がある
場合は、AWS Supportに連絡して発注番号を更新
してください。

購読アカウントが別の組織に移動 発注書を新しい組織で機能させるには、新しい組
織で統合を完了する必要があります。統合が完了
し、発注書サポートが新しい組織で機能している
場合、購読アカウントが組織間を移動すると、新
しい請求書に新しい組織の発注番号が表示されま
す (必要に応じて新しい発注書が作成されます)。

チェックアウト時に注文オプションはご利用いた
だけません

発注書の統合は、契約価格が設定されている SaaS 
製品でのみ利用できます。
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シナリオ 詳細

従量課金制の契約 契約の請求書には発注番号が記載されています
が、消費量の請求書（従量課金）には発注番号は
記載されていません。従量課金制では、発注番号
の追加はサポートされていません。

発書発発発発発 発注番号が入力され、請求およびコスト管理コン
ソールの発注ダッシュボードで発注が保留中と
マークされている場合、新しい明細項目は発注書
に追加されますが、請求書には発注書は含まれま
せん。の請求管理者は発注書を有効にし、AWS ア
カウントAWS Support連絡して有効な発注書を含
む請求書を再作成する必要があります。

発書発発発発発書の 発注番号が指定され、発注書の有効期限が切れる
と、新しい明細項目が作成され、発注書が有効と
してマークされます。品目の終了日は、新しい発
注書の有効期限として使用されます。

残高の追跡する AWS Marketplace明細項目の残高追跡は有効に
なっていません。

調達システムの統合 統合調達システムによって提供された発注書は請
求書に表示されます。

フレキシブルな支払いスケジュール-初回購入 請求書発行日が決まっている契約（フレキシブル
な支払いスケジュール）では、発注書の最初の項
目がゼロドルで生成されます。請求書ごとに、該
当する価格の追加明細項目が作成されます。

柔軟な支払いスケジュール-複数の注文書 個別の支払いスケジュールを柔軟に設定して、
さまざまな発注書に反映させる必要がある場合
は、AWS Support担当者に連絡して、future 請求
書の発注番号を変更してください。

返金に関する情報
AWS Marketplace購入者は商品のさまざまなタイプの払い戻しをリクエストできます。AWS Marketplace
によって販売された製品についてはAWS、返金ポリシーページを参照し、を使用してサポート問い合わ
せフォームを送信してくださいAWS Support Center Console。商品が第三者によって販売されている場
合は、商品詳細ページの返金ポリシーを確認してください。AWS Marketplaceサブスクリプションのソ
フトウェア料金は製品の販売者に支払われ、払い戻しは販売者に直接要求する必要があります。AWS 
Marketplace各出品者は、AWS Marketplaceページに返金ポリシーを記載する必要があります。

AWS Marketplace購入に関連する返金の詳細については、[AWS MarketplaceSeller Guide] (デベラーガイ
ド) の次のトピックをご覧ください。

• 返金
• 製品価格設定

Note

プライベートオファーに関連するすべての返金については、販売者にお問い合わせください。
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製品サブスクリプションをキャンセルする
製品のサブスクリプションまたは自動更新は、でキャンセルできますAWS Marketplace。以下の手順で
は、のサービスとしてのソフトウェア (SaaS)、機械学習 (ML)、および Amazon マシンイメージ (AMI) 製
品について説明しますAWS Marketplace。

トピック
• SaaS サブスクリプションをキャンセルする (p. 56)
• 機械学習サブスクリプションをキャンセルする (p. 56)
• AMI サブスクリプションをキャンセルする (p. 56)
• SaaS 契約サブスクリプションの自動更新をキャンセル (p. 57)

SaaS サブスクリプションをキャンセルする
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. 「サブスクリプションの管理」ページに移動します。
3. 配信には、ドロップダウンメニューから SaaS [ISO] を選択します。
4. キャンセルする製品のサブスクリプションを選択します。
5. [Cancel subscription] を選択します。

機械学習サブスクリプションをキャンセルする
機械学習のサブスクリプションをキャンセルする前に、次のアクションを実行してください。

• ML アルゴリズムの場合 —AWS Management Console にログインして Amazon SageMaker コンソール
を開きます。アルゴリズムで実行中のトレーニングジョブをすべて終了します。アルゴリズムからモデ
ルパッケージを作成した場合、機械学習サブスクリプションをキャンセルした後は、リアルタイムエン
ドポイントを起動したり、バッチ推論ジョブを作成したりすることはできません。

• ML モデルパッケージまたはアルゴリズムから作成されたモデルの場合 —AWS Management Console に
ログインして Amazon SageMaker コンソールを開きます。モデルで実行中のリアルタイムエンドポイ
ントをすべて終了するか、実行中のバッチ推論ジョブをすべて終了します。

Note

終了していない既存のジョブとエンドポイントは引き続き実行され、終了するまで請求されま
す。

機械学習サブスクリプションをキャンセルするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. 「マイサブスクリプション」ページに移動します。
3. キャンセルする製品のサブスクリプションを選択します。
4. [Cancel subscription] を選択します。サブスクリプションをキャンセルすると、アルゴリズムやモデル

を起動できなくなります。

AMI サブスクリプションをキャンセルする
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
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2. 「サブスクリプションの管理」ページに移動します。
3. 配信方法として、ドロップダウンリストから Amazon マシンイメージを選択します。
4. キャンセルする製品のサブスクリプションを選択します。
5. 「アクション」ドロップダウンリストから、「サブスクリプションをキャンセル」を選択します。
6. 提供された情報を読んで、実行中のインスタンスがアカウントに課金されることを確認し、チェック

ボックスを選択します。[Yes, cancel subscription] (はい、サブスクリプションをキャンセルします) を
選択します。

7. 新しいタブで、[AWSコンソール] メニューから、[管理] を開きます。
8. Amazon EC2 コンソールで実行中のインスタンスを終了します。複数のインスタンスを実行してい

る場合は、それらをすべて終了する必要があります。また、AWS CloudFormation該当する場合はス
タックを削除する必要があります。

9. [サブスクリプションの管理] タブに戻り、[はい、サブスクリプションをキャンセル] を選択します。
サブスクリプションをキャンセルすると、ソフトウェアにアクセスできなくなり、請求もされなくな
ります。

SaaS 契約サブスクリプションの自動更新をキャンセ
ル
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. 商品詳細ページに移動します。
3. [続行] を選択すると、注文ページに移動します。
4. [更新の変更] タブを選択し、[更新のキャンセル] を選択します。

支払い方法
最初にアカウントを作成したときにAWS アカウント、そのアカウントの支払い方法を設定しまし
た。AWS Billing and Cost Management コンソールで管理できます。手順については、AWS Billingユー
ザーガイドの「支払いの管理」を参照してください。

支払いエラー
支払いアカウントでの支払い処理中にエラーが発生した場合は、支払い方法を更新してもう一度試してく
ださい。エラーは、次の理由で発生する可能性があります。

• 支払い方法がないか、無効であるか、サポートされていません。
• 支払いは拒否されました。
• Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) アカウントでは、契約価格モデルでの新規購入での

デビットカードまたはクレジットカードの使用を制限しています。AISPL アカウントをお持ちの場合
は、AWS カスタマーサービスに連絡して、デフォルトの支払い方法を更新してください。詳細について
は、AWS Marketplaceブログ Web サイトで使用している AISPLAWS Marketplace のお客様のクレジッ
トカードおよびデビットカードによる購入の制限をご覧ください。

• プライベートオファーには支払いスケジュールが含まれています。ただし、デフォルトのお支払い方法
は請求条件に設定されていません。

更新された支払い方法では、新規購入が可能になるまで最大 7 日かかる場合があります。トラブルシュー
ティングについては、にお問い合わせくださいAWS Support。
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対応通貨
以下のリストには、Amazon Web Services のAWS EMEA SARL で現在サポートされているすべての通貨
が含まれています。

Note

Amazon インターネットサービスプライベートリミテッド (AISPL) は現在サポートされ
ていないため、インドルピー (INR)AWS Marketplace はサポートされていない通貨です。
詳細については、と AISPL アカウントの違いは何ですか????????、、AWS アカウン
ト、、、、、、、、、、、、、、

Amazon Web Services でサポートされている通貨は次のとおりです。

• オーストラリアドル (AUD)
• 英国ポンド (GBP)
• カナダドル (CAD)
• デンマーククローネ (DKK)
• ユーロ (ユーロ)
• 香港ドル (HKD)
• 日本円 (JPY)
• ニュージーランドドル (NZD)
• ノルウェークローネ (NOK)
• シンガポールドル (SGD)
• 南アフリカランド (ZAR)
• スウェーデンクローナ (SEK)
• スイスフラン (CHF)
• 米ドル (米ドル)

Amazon Web Services EMEA SARL でサポートされている通貨は次のとおりです。

• 英国ポンド (GBP)
• デンマーククローネ (DKK)
• ユーロ (ユーロ)
• ノルウェークローネ (NOK)
• 南アフリカランド (ZAR)
• スウェーデンクローナ (SEK)
• スイスフラン (CHF)
• 米ドル (米ドル)

希望通貨の変更
AWS Marketplace購入は、で指定されている通貨で表示されますAWS アカウント。アカウントの希望通貨
は、AWS Billing and Cost Managementコンソールで変更できます。手順については、「AWS Billing ユー
ザーガイド」の「請求の支払いに使用する通貨の変更」を参照してください。

Note

希望通貨を変更すると、送金手順が変更されます。最新の送金手順を確認するには、AWS 
Marketplace請求書を確認するか、AWS Billing and Cost Managementコンソールの [アカウント設
定] ページをご覧ください。
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送金指示の更新
トルコと南アフリカを除くヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)AWS アカウント に拠点を置き、EMEA 
資格のある出品者からソフトウェア製品を購入したお客様は、Amazon Web Services EMEA SARL から請
求書を受け取ります。Amazon Web Services EMEA SARL (AWSEurope) 請求書には、Inc.AWS からの送
金指示が異なります。送金情報は、AWS Billing and Cost Managementコンソールにサインインすると、
請求書に記載されています。請求書の送金情報部分に記載されている銀行口座は、Amazon WebAWS ク
ラウド Services EMEA SARL を通じて購入したサービスとは異なります。Amazon Web Services EMEA 
SARL は、ルクセンブルクの認可を受けた電子マネー機関である Amazon Payments Europe, S.C.A.AWS 
Marketplace を請求書の支払い処理業者として使用しています。すべての請求書は全額決済する必要があ
ります。請求金額の全額がカバーされない支払いは、銀行口座に返金されます。

次の表は、取引タイプ、取引主体、および対応する送金手順（請求書の「電子送金詳細」に記載されてい
る口座名）の概要を示しています。

トランザクションのタイプ 取引エンティティ 送金指示

AWS クラウドサービスの購入 Amazon Web Services EMEA 
SARL

Amazon Web Services EMEA 
SARL

AWS Marketplace対象出品者 Amazon Web Services EMEA 
SARL

Amazon Payments ヨーロッ
パ、S.C.A.

AWS Marketplace不適格な出品
者

AWSInc. AWS

送金指示用の銀行レターをリクエストするには、「請求」または「アカウントサポー
ト」を選択し、「お問い合わせ」AWSでアカウントと請求サポートケースを作成する
か、<awslux-receivables-support@email .amazon.com ##################>。

通貨設定をサポートされている通貨に変更する方法の詳細については、AWS Billingユーザーガイドの「請
求書の支払いに使用する通貨の変更」を参照してください。

Amazon Web Services EMEA SARL では、電子送金、VISA MasterCard、アメリカンエキスプレスのクレ
ジットカードによる支払いを受け付けています。ダイナースクラブまたはディスカバーのクレジットカー
ドはご利用いただけません。

詳細については、AWS Marketplace購入者税務ヘルプを参照してください。
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コスト配分タグ
AWS Marketplaceは、購入したソフトウェア製品のコスト配分タグ付けをサポートします。有効化さ
れたコスト配分タグを使用すると、コストと使用状況レポートAWS Cost Explorer、AWS予算、AWS 
MarketplaceAWSまたはその他のクラウドコスト分析ツールを通じてリソースの使用状況を識別および追
跡できます。コスト配レポートでは、AWS Marketplaceコスト配タグを使用してリソース配を整理タグを
使用します。

AWS Marketplace入力されるコスト配分タグは、次の 2 つのソースから取得されます。

• タグ付きの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに関連付けられているAmazon 
マシンイメージ (AMI) ソフトウェア( AMI) ソフトウェア( AMI) 製品のコストは、同じタグを継承しま
す。これらのタグは、AWS Billing and Cost Managementアカウントのコンソールでコスト配分タグと
してアクティブ化できます。AMI 製品でのコスト配分タグの使用の詳細については、を参照してくださ
いAMI 製品のコスト配分タグ付け (p. 25)。

• AMI、コンテ( SaaS) 製品には、SaaS (SaaS) 製品で構成済みの (SaaS) 製品で構成済みの (SaaS) 製品
を追加できます。たとえば、ユーザー数で請求する SaaS 製品では、タグを使用して使用量を部門別に
識別できます。これらのタグの使用の詳細については、「を参照してくださいを参照してくださいベン
ダー従量制タグ (p. 60)。

コスト配では、請求とコスト配コンソールでタグが有効化されてからコスト配をトラッキングしま
す。AWS アカウント所有者、AWS Organizations管理アカウント所有者、および適切な権限を持つユー
ザーのみが、アカウントのBilling and Cost Management コンソールにアクセスできます。コスト配分
タグを使用するかどうかに関係なく、請求額に変更はありません。コスト配分タグを使用するかどうか
は、AWS Marketplaceソフトウェア製品の機能には影響しません。

EMEA 対象の出品者からのサブスクリプションの場合、AWSコストおよび使用状況レポートには契約当事
者 (Amazon Web Services EMEA SARL) の列が含まれます。

ベンダー従量制タグ
AWS Marketplaceベンダータリング機能のある製品 (AMI、コンテナ、SaaS 製品を含む) には、ソフト
ウェアベンダーが顧客への追加サービスとして提供するタグが付いている場合があります。これらのタグ
はコスト配分タグであり、AWS Marketplaceベンダーが提供する指標全体のリソース使用状況を把握する
のに役立ちます。これらのタグを使用すると、、、AWS MarketplaceAWS Cost Explorer Serviceまたはそ
の他のクラウドコスト分析ツールを通じてリソースの使用状況を識別および追跡できます。AWS Cost and 
Usage ReportAWS Budgets

AWS Marketplace製品の使用を開始し、ベンダーがメータリングレコードをに送信すると、AWS Billing
タグがコンソールに表示されますAWS Marketplace。契約の前払い契約に基づいて製品を使用している場
合、その製品の使用量を計測することはできません。その結果、AWS Billingコンソールにベンダーメー
タータグが表示されなくなります。連結アカウントを管理している場合、タグを表示して有効にするに
は、ViewBillingとの両方の権限が必要ですAWS Billing。ModifyBilling詳細については、AWS 請求
ユーザーガイドの「AWS 請求アクションポリシー」を参照してください。

Note

ベンダーが課金するタグを有効にすると、コストと使用状況レポートのサイズが大きくなる可能
性があります。コストと使用状況レポートは Amazon S3 に保存されます。そのため、Amazon 
S3 のコストも増加する可能性があります。
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AWS Marketplaceすべての対象製品でベンダー計測タグを有効にするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Billing コンソールを開きます。次に、左側のナ
ビゲーションペインから、コスト配タグを選択します。

2. AWSが生成したコスト配配配配タグのタブを選択します。
3. 「」aws:marketplace:isv: を検索すると、ベンダー従量制のタグ付けをサポートしているすべて

の製品のタグを検索できます。
4. すべてのタグのチェックボックスを選択し、[有効化] を選択します。ベンダーメーター制のタグは 24 

時間以内に有効になります。

関連トピック
詳細については、次のトピックを参照してください。

• 「AWS Billing ユーザーガイド」の「コスト配分タグの使用」
• AWS Billingユーザーガイドの AWS 生成コスト配分タグの有効化
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プライベートマーケットプレイス
プライベートマーケットプレイスは、ビジネスユーザーやエンジニアリングチームなどAWS アカウン
ト、AWS Marketplace御社のユーザーがどの製品から調達できるかを管理します。その上に構築されてお
りAWS Marketplace、管理者は承認された独立系ソフトウェアベンダー (ISV) や製品の厳選されたデジタ
ルカタログを、社内のポリシーに準拠して作成およびカスタマイズできます。貴社のユーザーは、非公開
のマーケットプレイスから承認済みの製品を見つけて購入し、AWS アカウント展開できます。また、入手
可能なすべての製品が組織のポリシーと基準に準拠していることを確認できます。

プライベートマーケットプレイスは組織全体で共有されます。を使用するとAWS Organizations、権限と
支払いのためにリンクされた一連のアカウントを作成できます。組織内の 1 つ以上のアカウントに関連付
けられたプライベートマーケットプレイス体験を 1 つ以上作成できます。各アカウントには、それぞれ独
自の承認済み製品セットが割り当てられます。管理者は、会社またはチームのロゴ、メッセージ、配色を
使用して、各プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスに企業ブランドを適用することもできま
す。

プライベートマーケットプレイスでは、製品をきめ細かく管理できるだけでなく、幅広い製品カタログか
ら選択できます。AWS Marketplace

このセクションでは、製品購入者としてプライベートマーケットプレイスを利用する方法について説明し
ます。非公開マーケットプレイスを管理者として管理する方法については、を参照してくださいプライ
ベートマーケットプレイスの作成と管理 (p. 63)。

メモ

• （プライベートオファーを通じて）あなたと共有されている非公開の商品を、非公開のマー
ケットプレイスに追加できます。詳細については、「非公開のマーケットプレイスで非公開商
品を購読する  (p. 63)」を参照してください。

• 非公開のマーケットプレイスでは、顧客は EULAAWSAWS が顧客契約またはその他の使用を
規定する契約に準拠しているすべての製品を自動的に購入できるようになりますAWS のサー
ビス。購入者はこれらの商品をデフォルトですでに入手できます。そのため、出品者がプライ
ベートマーケットプレイスで承認した商品のリストには含まれていません。お客様は Service 
Catalog を使用してこれらの製品の導入を管理できます。

製品の詳細ページの表示
ユーザーは、アカウントを管理するプライベートマーケットプレイスで許可された商品のみに登録できま
す。ユーザーはどの商品の詳細ページも閲覧できますが、購読はプライベートマーケットプレイスに追加
した商品に対してのみ有効化されます。商品が現在プライベートマーケットプレイスにない場合は、ペー
ジの上部に赤いバナーが表示され、AWS Marketplaceその商品の調達が承認されていないことが示されま
す。

ソフトウェアリクエストが有効になっている場合、ユーザーは製品詳細ページで [リクエストの作成] を選
択できます。ユーザーが [リクエストを作成] を選択すると、製品をプライベートマーケットプレイスで販
売できるようにするリクエストが管理者に送信されます。この機能の詳細については、「ユーザーリクエ
ストの管理 (p. 66)」を参照してください。

プライベートマーケットプレイスの製品へのサブス
クライブ

プライベートマーケットプレイスの商品をユーザーとして購読するには、商品の詳細ページに移動して [続
行] を選択します。これにより、製品のサブスクリプションページにリダイレクトされます。サブスクリプ
ションページで、設定を選択してから、[サブスクライブ] を選択できます。
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プライベートマーケットプレイスで製品が承認されていない場合、[Subscribe (サブスクライブ)] は使用
できません。現時点で製品の調達が承認されていないことを示す赤色のバナーがページ上部に表示されま
す。ソフトウェアリクエストが有効な場合は、[Create request (リクエストの作成)] を選択して、プライ
ベートマーケットプレイスに製品を追加するよう管理者にリクエストを送信できます。

非公開のマーケットプレイスで非公開商品を購読す
る

一部の製品は一般には閲覧できませんAWS Marketplace。これらの商品は、売り手からプライベートオ
ファーを受けた場合にのみ見ることができます。ただし、登録できるのは、プライベートマーケットプレ
イスの管理者が最初にプライベートマーケットプレイスに製品を追加した場合のみです。このため、プラ
イベートオファーは、AWS アカウントお客様と組織のプライベートマーケットプレイス管理者を含むアカ
ウントの両方に適用する必要があります。プライベートオファーがユーザーと管理者の両方に拡大される
と、プライベートマーケットプレイス管理者はプライベートマーケットプレイスに製品を追加できます。
製品が承認されたら、他のプライベートオファーと同様に製品を購読できます。

プライベートマーケットプレイスへの商品の追加を
リクエストする

ユーザーは、非公開のマーケットプレイスにない商品を管理者に追加するようリクエストできます。リク
エストを行うには、製品の詳細ページに移動して [Create request (リクエストの作成)] を選択し、製品を
プライベートマーケットプレイスに追加するためのリクエストを管理者宛てに入力して、送信します。
リクエストのステータスを追跡するには、左側のドロップダウンメニューで [Your Private Marketplace 
Requests (プライベートマーケットプレイスのリクエスト)] を選択します。

プライベートマーケットプレイスの作成と管理
プライベートマーケットプレイスを作成および管理するには、IAM ポリシーのAWS Identity and Access 
Management (AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccessIAM) 権限が必要です。このポリシーをユーザー、
グループ、ロールに適用する方法の詳細については、を参照してくださいthe section called “プライベート
マーケットプレイス管理者の作成” (p. 150)。

このセクションには、AWS Marketplaceプライベートマーケットプレイス管理者としてウェブサイトを通
じて実行できるタスクが含まれています。を使用してプライベートマーケットプレイスを管理することも
できますAWS Marketplace Catalog API。詳細については、AWS Marketplace Catalog APIリファレンス
の「プライベートマーケットプレイスでの取り扱い」を参照してください。

プライベートマーケットプレイス体験の創造
プライベートマーケットプレイスは、1 つ以上のプライベートマーケットプレイスエクスペリエンスで構
成されています。各エクスペリエンスは組織内の 1 つ以上のアカウントに関連付けられています（組織
のメンバーでない場合は、1 つのアカウントに関連付けられたプライベートマーケットプレイスエクスペ
リエンスが 1 つあります）。AWS アカウントプライベートMarketplace スを作成するには、プライベー
トマーケットプレイスに移動し、左側の「エクスペリエンス」ページを選択し、「エクスペリエンスを作
成」を選択します。

Note

AWS アカウント組織に所属している場合は、組織の管理アカウントから最初のプライベートマー
ケットプレイスエクスペリエンスを作成する必要があります。作成後は、エクスペリエンスを管
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理したり、適切な IAM 権限を持つ任意のアカウントから他のエクスペリエンスを作成したりでき
ます。

プライベートマーケットプレイスを作成したら、<user name>任意のページの右上にある「こんにちは」
ドロップダウンから「プライベートMarketplace」を選択して、AWS Marketplaceプライベートマーケット
プレイスの管理ページに戻ることができます。

非公開のマーケットプレイス体験は、承認された商品やブランド要素がなく、組織内のアカウントも関
連付けられていない状態で作成されています。デフォルトではライブではありません。以下のトピックで
は、プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスの管理（有効化を含む）について説明します。

プライベートマーケットプレイスへの商品の追加
プライベートマーケットプレイスに商品を追加するには

1. プライベートMarketplace 管理者ページから、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を
選択します。次に、「製品」タブで「すべての AWS Marketplace 製品」を選択します。製品名または
販売者名で検索できます。

2. プライベートマーケットプレイスに追加する各製品の横にあるチェックボックスを選択してから、
[Add to Private Marketplace] を選択します。

Note

赤いバナーの「プライベートMarketplace に追加」ボタンを選択して、商品詳細ページから直接
商品を追加することもできます。赤いバナーが商品の詳細ページに表示されていない場合、その
商品はすでにプライベートマーケットプレイスに出品されています。

左側のナビゲーションペインから [製品の一括追加/削除] を選択して、複数の商品を複数のエクスペリエン
スに一度に追加することもできます。

プライベートマーケットプレイスでの商品の検証
商品がプライベートマーケットプレイスで承認されていることを確認するには

1. プライベートMarketplace 管理者ページから、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を
選択します。

2. 承認済み製品を選択してください。承認されたすべての製品が承認済みリストに表示されます。

Note

編集中のエクスペリエンスに関連付けられているアカウントを使用しており、そのエクスペリエ
ンスが有効になっている場合は、AWS Marketplaceコンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
marketplace) で製品を直接表示することもできます。プライベートマーケットプレイスの商品で
あれば、検索結果のすべての商品に調達承認済みバッジが表示されます。

プライベートマーケットプレイス体験のカスタマイズ
プライベートMarketplace 管理者ページで、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を選択
し、次に [プロファイル] タブを選択して組織のプライベートマーケットプレイスプロファイルを設定し
ます。ロゴを追加したり、タイトルを追加したり、組織の配色を使用するようにユーザーインターフェ
イスをカスタマイズしたりできます。プライベートマーケットプレイスをカスタマイズする方法について
は、プロフィールページをご覧ください。
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クスペリエンスへのアカウントの追加

プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスへ
のアカウントの追加
1 つのプライベートマーケットプレイスエクスペリエンスで、組織内の 1 つ以上のアカウントを管理でき
ます。これを管理するには、アカウントグループを作成してプライベートマーケットプレイスエクスペリ
エンスと関連付けることができます。

アカウントグループとは、同じエクスペリエンスで作業したいアカウントのリストです。アカウントグ
ループを作成するには、AWS Private Marketplace 管理者ページから、左側のナビゲーションペインで [ア
カウントグループ] を選択します。[アカウントグループを作成] を選択し、グループに含めたいアカウント
の名前、説明、アカウント ID のリストを入力します。アカウントグループを関連付けるプライベートマー
ケットプレイスエクスペリエンスを選択してください。

Note

組織のアカウントは階層的です。アカウントグループにアカウントを追加すると、その子アカウ
ントはデフォルトでアカウントグループに含まれます。これを無効にするには、別のプライベー
トマーケットプレイスエクスペリエンスに関連する別のアカウントグループに追加してくださ
い。

組織内のすべてのアカウントに対して 1 つのアカウントグループを作成するには、ルートアカウント ID 
を追加するだけです。

Note

2021 年 1 月以前にプライベートマーケットプレイスを作成したプライベートマーケットプレイス
の管理者には、自分の組織管理アカウントのみがメンバーとして含まれるデフォルトのアカウン
トグループがあります。これはすべてのアカウントに適用されます。上記の手順に従って、組織
内の他のアカウント用に追加のアカウントグループを作成します。

アカウントは 1 つのアカウントグループにのみ所属できます。

アカウントグループセクションの「別のエクスペリエンスに添付」アクションを使用して、あるエクスペ
リエンスから別のエクスペリエンスにアカウントグループの関連付けを更新することもできます。

プライベートマーケットプレイスの設定
エクスペリエンスの商品リスト、マーケットプレイスのブランド設定、関連するアカウントグループに満
足したら、プライベートマーケットプレイスを公開できます。AWS Private Marketplace の管理者ページ
から、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を選択し、有効にするエクスペリエンスを選択
します。[設定] タブでは、プライベートマーケットプレイスのステータスをライブ (有効) と非ライブ (無
効) の間で変更できます。

また、ユーザーがソフトウェアリクエストとともにソフトウェアリクエストを送信できるようにすること
もできます。ソフトウェアリクエストがオン (有効) になっている場合、エンドユーザーは商品詳細ページ
で [リクエストを作成] を選択して管理者にリクエストを送信し、製品をプライベートマーケットプレイス
で販売できるようにすることができます。ソフトウェアリクエストはデフォルトで有効になっており、設
定はプライベートマーケットプレイスが有効になっている間のみ変更できます。

プライベートマーケットプレイスが公開されている場合、エンドユーザーは承認された製品のみを購入で
きます。プライベートマーケットプレイスを無効にした場合は、製品のリストが保持されます。ただし、
プライベートマーケットプレイスを無効にすると、AWS Organizations組織内のユーザーからの制限が解
除されます。その結果、一般のあらゆる製品を購読できますAWS Marketplace。

プライベートマーケットプレイスを作成しても、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスで実行されているアクティブな Amazon マシンイメージ (AMI) インスタンスで実行されているアク
ティブな Amazon マシンイメージ (AMI) インスタンスで実行されているアクティブな Amazon マシンイ
メージ (AMI) インスタンスで実行されているアクティブな ベストプラクティスとして、AWS Marketplace

65



AWS Marketplace 購入者ガイド
プライベート製品の使用

組織全体で現在使用されているすべての製品をプライベートマーケットプレイスに含めるようにしてくだ
さい。また、非公開のマーケットプレイスを公開する前に、未承認の製品の使用を中止する計画を立てて
おくこともベストプラクティスです。プライベートマーケットプレイスが公開されると、すべての新規サ
ブスクリプションまたは更新は、プライベートマーケットプレイスのカタログで承認された製品によって
管理されます。

Warning

プライベートマーケットプレイスを有効にすると、その製品がプライベートマーケットプレイス
に含まれていない場合、既存の製品の使用が中断される可能性があります。ユーザーは、プラ
イベートマーケットプレイスにない商品を購読することはできません。既存の商品を置き換えた
り、更新したりすることもできません。

プライベート製品の使用
一部の製品は一般には閲覧できませんAWS Marketplace。これらの商品は、売り手からプライベートオ
ファーを受けた場合にのみ見ることができます。販売者からのプライベートオファーには、製品へのリン
クが含まれています。ページの上部にあるバナーから、プライベートマーケットプレイスに商品を追加で
きます。

Note

組織内の別のアカウントから非公開商品を購読する場合、出品者は非公開出品にあなたのアカウ
ントAWS アカウント (商品をプライベートマーケットプレイスに追加する場合) とユーザーのア
カウント (商品を購読する場合) の両方を含める必要があります。

プライベートマーケットプレイスから非公開商品を削除するには、AWS MarketplaceSupport に連絡する
必要があります。

ユーザーリクエストの管理
ソフトウェアリクエスト機能を使用して、ユーザーがプライベートマーケットプレイスカタログへの製品
追加のリクエストを送信できるようにすることができます。そのためには、プライベートマーケットプレ
イスの管理者ページに移動し、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を選択し、管理するエ
クスペリエンスを選択します。「製品」タブから、「保留中のリクエスト」を選択します。ここから、プ
ライベートマーケットプレイスカタログに商品を追加したいというユーザーからのリクエストを確認でき
ます。

このページから、リクエストされた製品をいくつでも追加できます。追加するには、リクエストされた各
製品の名前の横にあるチェックボックスをオンにし、[Add to Private Marketplace (プライベートマーケッ
トプレイスに追加)] を選択します。同様に、[拒否] を選択して、1 つまたは複数の選択したリクエストを拒
否することもできます。製品 (またはそのソフトウェアリクエスト) に関する詳細情報を表示するには、そ
のリクエストの「詳細」列で「詳細を表示」を選択します。

商品のリクエストを拒否する場合、理由を追加して、この商品に対するfuture リクエストを禁止する（ブ
ロック）ことができます。商品をブロックしても、その商品をプライベートマーケットプレイスに追加す
ることはできませんが、ユーザーが商品をリクエストすることはできなくなります。

プライベートマーケットプレイス体験のアーカイブと
再活性化
非公開のマーケットプレイス体験は、アーカイブすることで削除できます。アーカイブされたエクスペリ
エンスを更新したり、組織内のアカウントを管理するために使用したりすることはできません。アーカイ
ブされたエクスペリエンスに関連するアカウントグループがある場合は、それらを別のエクスペリエンス
に関連付けることができます。後で利用する場合は、いつでも再開できます。エクスペリエンスを作成し
たアカウントの管理者には、エクスペリエンスをアーカイブして再アクティブ化する権限があります。
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Note

エクスペリエンスをアーカイブする前に、そのエクスペリエンスを無効にする必要がありま
す。エクスペリエンスを無効にする方法については、「プライベートマーケットプレイスの設
定」を参照してください。

1 つ以上のプライベートマーケットプレイス体験をアーカイブするには

1. プライベートMarketplace 管理者ページから、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を
選択します。

2. 「アクティブなエクスペリエンス」タブで、1 つ以上のエクスペリエンスを選択します。
3. 「アーカイブエクスペリエンス」を選択します。

Note

1 つ以上のエクスペリエンスが「ライブ」ステータスの場合は、「エクスペリエンスをオフ
ラインにする」を選択してオフラインにする必要があります。

4. エクスペリエンスをアーカイブするかどうかを確認するには、テキストボックスにconfirm (すべて
小文字) と入力します。

5. [Archive] (アーカイブ) を選択します。

Note

エクスペリエンスをアーカイブするには、エクスペリエンスを選択し、[設定] タブの [管理者
モード] で [エクスペリエンスをアーカイブ] を選択し、[保存] を選択します。

1 つ以上のプライベートマーケットプレイス体験を再開するには

1. プライベートMarketplace 管理者のページで、左側のナビゲーションペインで [エクスペリエンス] を
選択します。

2. 「アーカイブされたエクスペリエンス」タブで、1 つ以上のエクスペリエンスを選択します。
3. [再アクティブ化] を選択します。
4. エクスペリエンスを再開するには、テキストボックスに入力します。confirm
5. [再アクティブ化] を選択します。

Note

また、エクスペリエンスを選択して [設定] タブの [管理者モード] で [エクスペリエンスを再
アクティブ化] を選択し、[保存] を選択することで、エクスペリエンスをリアクティブ化する
こともできます。
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プライベートオファー
AWS Marketplace出品者の非公開オファー機能を使用すると、公開されていない出品者から商品価格と
EULA条件を受け取ることができます。販売者と価格設定と条件を交渉します。そして販売者は指定した 
AWS アカウントのプライベートオファーを作成します。プライベートオファーを受け入れ、交渉価格と利
用規約の受信を開始します。

各プライベートオファーには、お客様のアカウントに特別に提供される価格設定およびライセンス条件が
あります。製品の販売者がプライベートオファーを拡張し、そしてオファーには設定された有効期限があ
ります。有効期限内にプライベートオファーを受け入れない場合は、プライベートオファーの対象となる
製品の種類によっては、自動的に製品のパブリックオファーに移動するか、製品をサブスクライブしなく
なります。

の一括請求機能を使用している場合はAWS Organizations、組織の管理アカウントまたはメンバーアカウ
ントからプライベートオファーを受け入れることができます。管理アカウントから承認すると、プライ
ベートオファーを組織内のすべてのメンバーアカウントと共有できます。価格設定のメリットを得るに
は、以前に製品を購読していたメンバーアカウントも新しいプライベートオファーを受け入れる必要があ
ります。または、AMI およびコンテナ製品の場合は、License Manager を使用して、AWS管理アカウント
のライセンスをメンバーアカウントと共有できます。製品をデプロイするには、以前に製品に登録したこ
とがないメンバーアカウントがプライベートオファーを受け入れる必要があります。

一括請求の詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの組織の一括請求を参照してください。以下は、
プライベートオファーを使い始める際に留意すべき重要なポイントです。

• AWS Marketplace購入者は第三者の融資サービスを利用してプライベートオファーを受けることができ
ます。詳細については、「カスタマーファイナンスが利用可能になりました」を参照してくださいAWS 
Marketplace。

• プライベートオファーを使用して購入するソフトウェア製品に違いはありません。プライベートオ
ファーを使用して購入したソフトウェアは、プライベートオファーを使用せずにソフトウェアを購入し
た場合と同じように動作します。

• プライベートオファーで購入した製品サブスクリプションは、その他すべての AWS Marketplace 製品と
同じように毎月の請求書に記載されています。AWS Marketplace で購入した各製品の使用内訳は、請求
明細で確認できます。各プライベートオファーは、内訳別に明細項目が表示されます。

• プライベートオファーをサブスクライブするのに、ソフトウェアの新しいインスタンスを起動する必要
ありません。プライベートオファーを承諾すると、料金がプライベートオファーの料金に対応したもの
に変更されます。製品に 1-Click 起動機能がある場合は、ソフトウェアの新しいインスタンスをデプロ
イできます。製品の 1-Click 起動機能がデフォルトになっている場合は、新しいインスタンスを起動せ
ずにプライベートオファーを承諾できます。新しいインスタンスをデプロイせずに起動するには、受理
ページで [Manual Launch (手動起動)] を選択します。Amazon Elastic Compute Cloud コンソールを使用
して、他の製品と同様に、Amazon Elastic Compute Cloud コンソールを使用して、AWS Marketplace他
の製品と同じように

• 販売者がプライベートオファーを行うと、販売者がプライベートオファーに含めたアカウントに対して
確認メッセージが送信されます。プライベートオファーは、表示されている特定のソフトウェア購入
者のアカウントに連結されています。ソフトウェア販売者は、指定されたアカウントのプライベートオ
ファーを作成します。各プライベートオファーは、最大 25 個のアカウントに対して作成できます。

• プライベートオファーを承諾すると、それは販売者との契約になります (コントラクトまたはサブスク
リプションとも呼ばれます)。

• 販売者は、購入済みの SaaS 契約製品または従量課金制の SaaS 契約製品に対するアップグレードや更
新を提供する場合があります。たとえば、販売者は新しいプライベートオファーを作成することで、新
しい権利の付与、料金割引の提供、支払いスケジュールの調整、またはエンドユーザーライセンス契約 
(EULA) の変更を行い、標準化されたライセンス条項を使用できます。

これらの更新やアップグレードは、承諾済みの元のプライベートオファーに対する変更であり、この変
更を承諾するには同じプロセスを使用します。新しいアップグレードや更新のプライベートオファーを
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承諾すると、新しい契約条項が即座に発効し、ソフトウェアサービスが中断されることはありません。
以前の条項または残りの支払予定はキャンセルされ、この新しい契約の条項に置き換えられます。

• 年間ソフトウェアサブスクリプションはすべて、「お使いのソフトウェア」AWS Marketplace で確認で
きます。一括請求の AWS Organizations を使用して 1 つのアカウントで年間サブスクリプションを購
入した場合、連結アカウントファミリー全体で共有されます。サブスクリプションを購入したアカウン
トに実行中のインスタンスがない場合、年間サブスクリプションは、そのソフトウェアを実行する別の
連結アカウントの使用量としてカウントされます。年間サブスクリプションの詳細については、「the 
section called “AMI サブスクリプション” (p. 21)」を参照してください。

• プライベートオファーの有効期限が切れると、サブスクライブすることはできません。ただし、販売者
に連絡することは可能です。出品者に現在のオファーの有効期限をfuture 日付に変更するか、新しいプ
ライベートオファーを作成するよう依頼してください。

プライベートオファーに適した製品のタイプ
次の製品タイプのプライベートオファーを取得できます。

オファーのタイプ 説明

データ製品 詳細については、AWS Data Exchange ユーザーガ
イドの「プライベートオファーの受け入れ」を参
照してください。

SaaS 契約 SaaS (Software-as-a-Service) 契約では、SaaS 製
品の予想使用量に対する前払い金をコミットする
か、販売者と Flexible Payment Schedule を交渉で
きます。契約期間は1か月、1年、2年、または3年
です。また、最大60か月までの月単位のカスタム
期間を選択できます。前払い料金をお支払いいた
だく場合は、製品ソフトウェアを使用する前に前
払い料金が請求されます。

販売者が Flexible Payment Schedule を提供する場
合、プライベートオファーに記載されている金額
で、支払いスケジュールの日付に従って請求され
ます。

販売者は、 pay-as-you-go 契約した使用量を超え
る使用量について交渉価格を設定する場合もあり
ます。

SaaS サブスクリプション SaaS サブスクリプションを使用すると、製品の使
用に対する価格に同意したことになります。販売
者は使用状況を追跡して AWS Marketplace に報告
し、使用した分に応じて料金が請求されます。

時間単位の AMI 時間単位の Amazon Machine Image (AMI) で
は、AMI を使用するための時間あたりの料金を交
渉して、最も近い時間に四捨五入します。

AMI 時間単位、年単位 AMI の時給制と年額制では、インスタンスタイ
プごとに時間単位と長期価格を交渉できます。長
期価格は、プライベートオファーの期間中のもの
で、1日から3年の間です。販売者が柔軟な支払い
スケジュールを設定せずにプライベートオファー
を作成した場合、Amazon EC2 インスタンスを
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オファーのタイプ 説明
プライベートオファーで決定された時間単価で
実行できます。オプションで、プライベートオ
ファーで設定された長期価格で契約期間中の前払
い契約を購入できます。販売者が柔軟な支払いス
ケジュールでプライベートオファーを作成した場
合、使用状況に関係なく、プライベートオファー
に記載されている金額の支払いスケジュール日
が請求されます。このタイプのプライベートオ
ファーでは、販売者はインスタンスタイプごとに
複数の Amazon EC2 インスタンスを含めること
ができ、時間単位の料金を請求されることなく実
行できます。含まれている使用量を超える使用量
は、プライベートオファーに設定された時間単位
の料金で請求されます。

AMI AMI AMI契約では、契約価格と契約期間（1～60ヶ月）
を交渉します。売り手が柔軟な支払いスケジュー
ルを設定せずにプライベートオファーを作成した
場合、承認時に、プライベートオファーに設定さ
れた価格とオプションに従って契約を設定できま
す。出品者がフレキシブルな支払いスケジュール
のプライベートオファーを作成した場合、プライ
ベートオファーに記載されている金額で支払いス
ケジュールの日付が請求されます。このタイプの
プライベートオファーでは、売り手はプライベー
トオファーで契約を設定し、承認時には設定でき
ません。

コンテナ製品 コンテナ製品では、購入する製品に合わせて、使
用するコンテナ製品の時間単位または年単位の価
格を、ポッド、タスク、またはカスタムユニット
ごとに交渉します。コンテナ製品のプライベート
オファーは AMI 製品のプライベートオファーと一
致します。

プロフェッショナルサービス プロフェッショナルサービスの提供はすべてプラ
イベートオファーです。プライベートオファーを
作成するには、購入者と協力する必要がありま
す。詳細については、「プロフェッショナルサー
ビス製品 (p. 49)」を参照してください。

プライベートオファーの受け入れ準備
一般的な非公開オファーを交渉する場合、サードパーティの融資を利用している場合を除き、オファーを
受け入れた時点でオファーの全額を支払います。第三者による融資の場合、金融業者がお客様に代わって
契約を支払い、合意された支払いスケジュールに基づいて請求を行います。プライベートオファーを受け
入れる前に、会社の請求構造、AWS 請求の支払い方法、および課税設定を確認します。

AWS Billing and Cost Management 設定の確認
Billing and Cost Management は、AWS請求書e の支払い、使用量のモニタリング、コストの予算編成に使
用するサービスです。の一括請求機能を使用して、複数のアカウントまたは複数の Amazon Intervices Pvt. 
Ltd (AISPL) の請求と支払いを統合することができます。AWS OrganizationsAWS Organizationsのすべて
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の組織には管理アカウントがあり、すべてのメンバーアカウントの請求を支払います。管理アカウントは
支払いアカウントと呼ばれ、メンバーアカウントは連結アカウントと呼ばれます。プライベートオファー
を交渉する前に、AWS会社が請求書の支払い方法と、AWSプライベートオファーが行われたアカウントを
確認してください。

支払い方法の確認
プライベートオファーを受け入れる前に、支払い方法でプライベートオファーの全額の支払いがサポート
されていることを確認してください。支払い方法を確認するには、https://console.aws.amazon.com/billing/
でBilling and Cost Management コンソールを開きます。

Note

プライベートオファーが Flexible Payment Schedule による SaaS 契約または AMI 契約である場
合は、オファーを受け入れる前に請求書が手配されているはずです。

課税設定の確認
ユーザーの会社が免税を受ける資格がある場合は、課税設定を確認してください。課税設定を表示または
変更するには、 AWS Management Console にサインインし、アカウント設定で課税設定を表示します。
税登録の詳細については、「AWS アカウントに関する納税者登録番号または事業法人所在地を追加または
更新する方法を教えてください」を参照してください。

プライベートオファーの表示とサブスクライブ
プライベートオファーは、次のいずれかの方法で表示できます。

トピック
• プライベートオファーのリストからのプライベートオファーの表示と購読 (p. 71)
• 出品者が提供したリンクからの非公開商品の閲覧と購読 (p. 71)
• 製品ページからのプライベートオファーの閲覧と購読 (p. 72)

プライベートオファーのリストからのプライベートオ
ファーの表示と購読
自分に提供されているプライベートオファーのリストからプライベートオファーを表示して購読
するにはAWS アカウント

1. AWS Marketplace コンソールにサインインします。
2. プライベートオファーページに移動します。
3. プライベートオファーページの「ご利用可能なオファー」タブで、対象のオファーのオファー ID を選

択します。
4. プライベートオファーを表示して購読する。

出品者が提供したリンクからの非公開商品の閲覧と購
読
出品者が送信したリンクから非公開のオファーを表示して購読するには

1. AWS Marketplace コンソールにサインインします。
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2. 売り手から送られたリンクをたどって、プライベートオファーに直接アクセスしてください。

Note

正しいアカウントにログインする前にこのリンクをクリックすると、ページが見つかりませ
ん (404) エラーが表示されます。
詳細については、「オファー ID をクリックしてプライベートオファーを表示すると、「ペー
ジが見つかりません (404)」エラーが表示される (p. 72)」を参照してください。

3. プライベートオファーを表示して購読する。

製品ページからのプライベートオファーの閲覧と購読
製品ページからプライベートオファーを表示して購読するには

1. AWS Marketplace コンソールにサインインします。
2. 製品の製品ページに移動します。
3. ページ上部のバナーに、プライベートオファー、オファー ID、オファーの有効期限が表示されます。
4. オファー ID を選択します。
5. プライベートオファーを表示して購読する。

Note

その製品に対して複数のプライベートオファーがある場合、各オファーは [オファー名] の下に表
示されます。その製品を現在契約している場合は、そのオファーの横に「使用中」アイコンが表
示されます。

プライベートオファー商品のトラブルシュー
でプライベートオファーを操作中にエラーが発生したりする場合はAWS Marketplace、このセクションの
トピックを参照してください。

問題点
• オファー ID をクリックしてプライベートオファーを表示すると、「ページが見つかりません (404)」

エラーが表示される (p. 72)
• これらの提案はどれも機能しません (p. 73)

オファー ID をクリックしてプライベートオファーを
表示すると、「ページが見つかりません (404)」エ
ラーが表示される
• 正しいアカウントにログインしていることを確認してくださいAWS アカウント。AWS アカウント売り

手はプライベートオファーを特定のIDに拡張します。
• AWS Marketplaceコンソールの「プライベートオファー」の「承認済みオファーと期限切れオファー」

タブを表示して、プライベートオファーの有効期限が切れていないことを確認します。オファーの有効
期限が切れている場合は、出品者と協力して新しいオファーをアカウントに適用してもらいます。

• プライベートマーケットプレイスを使用しているかどうかを確認してください。
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• 商品を購入できるように、その商品がプライベートマーケットプレイスの許可リスト（該当する場
合）に含まれていることを確認してください。よくわからない場合は、システム管理者に問い合わせ
てください。

• アカウントIDがプライベートオファーの表示を許可されていることを確認してください。一部のISVは
限定リストを使用しています。ISV に、お客様のアカウントで製品の閲覧を許可しているかどうかを
問い合わせてください。AMI製品の限定出品には、出品許可が必要です。

• オファーを確認する必要がある場合は、AWS管理者に問い合わせてaws-
marketplace:ViewSubscriptions IAM 権限があることを確認してください。AWS Marketplaceセ
キュリティの詳細については、を参照してくださいAWS Marketplace のセキュリティ (p. 128)。

• AWS Marketplaceコンソールの [プライベートオファー] にオファーが存在するかどうかを確認しま
す。AWS Marketplaceコンソールの [プライベートオファー] にオファーが見つからない場合は、AWS 
アカウント出品者がオファーを別の ID に拡張したことが原因である可能性があります。

これらの提案はどれも機能しません
前述のどれも HTTP ステータスコード 404 (見つかりません) エラーが解決しない場合は、ブラウザで次の
操作を試してください。

• キャッシュをクリアします。
• Cookie e e Cookie e
• サインアウトして、再度サインインします。
• シークレットモードまたはプライベートブラウジングモードを使用してください。
• 別のブラウザを試します。使用することはお勧めしませんInternet Explorer。

トラブルシューティングの提案をすべて完了してもまだページが見つからないというエラーが表示される
場合は、<mpcustdesk@amazon.com> にメールを送信してサポートを依頼してください。

のプライベートオファーページAWS Marketplace
の「非公開商品」ページにはAWS Marketplace、AWS アカウント非公開商品と公開商品の両方について、
お客様に提供された非公開商品がすべて一覧表示されます。利用可能なすべてのオファーは、製品ごとに
表示されます。商品ごとに1つのオファーを受け入れることができます。

プライベートオファーページについて
プライベートオファーページを表示するには、AWS Marketplaceコンソールにサインインして [プライベー
トオファー] に移動します。AWS アカウントお客様に提供されるプライベートオファーは、オファーID、
製品、登録販売者 (ISV またはチャネルパートナー)、パブリッシャー、有効な契約 (該当する場合)、オ
ファーの有効期限など、「非公開オファー」の下に一覧表示されます。対象のオファーのオファー ID を選
択すると、オファーの詳細を表示したり、プライベートオファーを購読したりできます。

プライベートオファーページには、以下の情報が含まれています。

• 「ご利用可能なオファー」タブには、ご利用のアカウントで受け付け可能なプライベートオファーが一
覧表示されます。このタブのオファーIDリンクは、出品者がプライベートオファーの詳細にアクセスす
るために提供したリンクと同じです。

• 「承諾済みのオファーと期限切れのオファー」タブには、承諾して契約が作成されたオファーが一覧表
示されます。また、出品者が設定したオファーの有効期限に達した出品も一覧表示されます。このタブ
は、出品者との契約を更新するときに、以前のオファーIDと契約ID（利用可能な場合）を取得するのに
役立ちます。オファーによって契約が成立し、契約が有効になっている場合は、契約を選択してサブス
クリプションの詳細ページを表示できます。
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プライベートオファーの変更、アップグレード、または更新の詳細については、を参照してくださいプラ
イベートオファーの変更またはサブスクライブ解除 (p. 78)。

プライベートオファーページを表示するために必要な
権限
AWS Marketplaceコンソールでプライベートオファーページを表示するには、次のアクセス許可が必要で
す。

• AWS管理ポリシーを使用する場合:AWSMarketplaceRead-
only、AWSMarketplaceManageSubscriptions、またはAWSMarketplaceFullAccess

• AWS管理ポリシーを使用していない場合:IAMaws-marketplace:ListPrivateListings アクション
とaws-marketplace:ViewSubscriptions

プライベートオファーページが表示されない場合は、管理者に連絡して正しいAWS Identity and Access 
Management (IAM) 権限を設定してください。に必要な IAM 許可の詳細についてはAWS Marketplace、
「」を参照してくださいAWSAWS Marketplace購入者向け管理ポリシー (p. 133)。

SaaS プライベートオファーへのサブスクライブ
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) のプライベートオファーの場合、利用できる構成オプションは、
販売者と交渉する契約によって異なります。

次の図に示すように、プライベートオファーページには次のセクションがあります。

• オファー名 — これは、出品者がプライベートオファーを作成したときに付けた名前です。
• 一括請求情報 — この通知は、で一括請求を使用している場合に表示されますAWS アカウント。
• 契約の仕様と期間 — このペインには、オファーの期間とオファーを定義するディメンションが表示さ

れます。ディメンションは、使用状況の測定方法と交渉された料金設定が有効になっている期間を表
します。たとえば、12 か月間 5 GB/日、または 1 時間にユーザーあたり 0.01 ドルなど。プライベート
オファーが契約の場合は、契約期間にわたって合意された使用量に対して支払います。プライベートオ
ファーがサブスクリプションの場合、合意されたレートで測定された使用法に対して支払います。

• 契約更新設定 — プライベートオファーを自動的に更新するように設定することはできません。SaaS 製
品のプライベートオファーの場合、このペインには常にこのオファーの更新がないことが示されます。

• Pay-as-you-go 価格設定 — プライベートオファーで定義されている金額を超える製品使用量の価格を
交渉する場合、追加使用コストの仕様がここに表示されます。たとえば、12 か月間 5 GB/日のデータス
トレージに関する SaaS 契約に同意し、10 GB/日を使用する場合、最初の 5 GBがその契約に該当しま
す。1 日あたり 5 GB の追加料金は、 pay-as-you-go その料金で請求されます。SaaS サブスクリプショ
ンでは、契約期間中に使用した金額の大部分について合意したレートがあります。

• エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) と契約作成ボタン — ここでは、出品者がこの非公開オファー用に
アップロードした使用許諾契約を確認できます。これは、すべてのプライベートオファーの仕様を確認
し、契約を締結する準備ができた後に契約を承諾する場所でもあります。

• 支払情報 — このウィンドウには、支払期日と、支払スケジュールを交渉した場合は支払期日の日時が表
示されます。

Important

プライベートオファーのページにセクションが表示されない場合、そのセクションは非公開オ
ファーの交渉対象ではありません。
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SaaS プライベートオファーに登録するには

1. の手順に従ってくださいプライベートオファーの表示とサブスクライブ (p. 71)。
2. オファーの詳細ペインで、適切なプライベートオファーを選択していることを確認します。製品に対

して複数のオファーがある可能性があります。
3. 契約の仕様と期間のペインで、契約期間と契約の詳細が交渉したものであることを確認します。そう

でない場合は、適切なプライベートオファーを選択したことを確認するか、オファーを作成した販売
者にお問い合わせください。

4. pay-as-you-go 価格交渉を行った場合は、交渉した条件を説明する情報が記載されたウィンドウが表
示されます。情報を確認するか、(あるはずの) 情報が欠落している場合は、販売者にお問い合わせく
ださい。

5. 支払い情報ペインで、支払い情報を確認します。Flexible Payment Schedule について交渉した場合
は、支払い日と金額が一覧表示されます。層ではない場合は、オファーを承諾する際に、契約の合計
金額が請求されます。

6. EULA と契約の作成ペインで、EULA が販売者と交渉したものであることを確認します。契約のすべ
ての利用規約を確認したら、[Create contract (契約の作成)] を選択してオファーを承諾します。
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オファーを受け入れると、製品の購読が完了したことを示す確認ページが開きます。販売者のページにリ
ダイレクトされたら、[Set Up Your Account] を選択して、販売者のウェブサイトでアカウントの設定を終
了します。

AMI プライベートオファーへのサブスクライブ
Amazon Machine Image (AMI) プライベートオファーで利用できるセクションと設定オプションは、製品
ベンダーと交渉する契約によって異なります。以下の画像は、AWS Marketplaceウェブサイト上の AMI プ
ライベートオファーページのレイアウトを示しています。

次の図に示すように、プライベートオファーページには次のセクションがあります。

• ベンダー名と製品 — これはベンダーの名前とプライベートオファーの対象となる製品です。右側には製
品の設定ボタンがあります。

• ページガイダンス — このエリアには、ページ上のタスクを完了し、プライベートオファーを受け入れる
ためのガイダンスがあります。

• 利用規約 — このセクションには以下の情報が含まれます。
• 左上にはプライベートオファーの名前と、これがプライベートオファーであることを示すラベルがあ

ります。
• プライベートオファー名のセクションの下には、契約を受け入れるための通知があります。「契約の

承認」ボタンを使用して、プライベートオファーを受け入れることができます。
• 通知セクションの下には、契約期間、契約に含まれるコンポーネント、交渉したインスタンス価格の

セクションと、EULAを確認またはダウンロードする別の機会があります。
• 契約期間 — このセクションには、契約の日数と契約の終了日が表示されます。
• その他のオファー情報 — 右側には、合計契約金額、次回の支払い予定、現在の条件、その他の利用可能

なプライベートオファーとパブリックオファーのサムネイル画像が表示されます。
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AMIプライベートオファーを購読する 

柔軟な支払いスケジュールで年間AMIプライベートオ
ファーを購読する
AMI プライベートオファーを購読するには、AWS Marketplaceウェブサイトでプライベートオファーを受
け入れる必要があります。AWS Marketplaceコンソールまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) コンソールでは、プライベートオファーを受け入れることはできません。出品者がフレキシブルな支
払いスケジュールのプライベートオファーを作成した場合、プライベートオファーに記載されている金額
で支払いスケジュールの日付が請求されます。AMI プライベートオファーを柔軟な支払いスケジュールで
受け付けるには、以下の手順に従ってください。

柔軟な支払いスケジュールで AMI プライベートオファーを受け入れるには

1. の手順に従ってくださいプライベートオファーの表示とサブスクライブ (p. 71)。
2. 適切なプライベートオファーを表示していることを確認します。ベンダーは、自社製品に対して出品

者向けに複数の非公開商品を作成できます。その他のプライベートオファーは、「その他のご利用可
能なオファー」セクションに表示されます。

3. オファーの有効期限と料金設定情報が、プライベートオファーについて交渉したものであることを確
認してください。そうでない場合は、適切なプライベートオファーを表示していることを確認しま
す。

4. EULA をダウンロードして、それがプライベートオファーについて交渉したものであることを確認し
てください。

5. 「契約期間」セクションで、非公開オファーの条件が交渉した内容であることを確認します。
6. プライベートオファーの詳細を確認したら、「利用規約」セクションで「契約に同意する」を選択し

ます。
7. 条件を確認し、同意する場合は [確認] を選択します。

77



AWS Marketplace 購入者ガイド
柔軟な支払いスケジュールなしで年間
AMIプライベートオファーを購読する 

Important

システムが契約のリクエストを処理している間は、ブラウザを更新しないでください。

AMI を設定する準備が整ったら、[Continue to Configuration (設定を続行)] を選択します。製品を使用する
たびにサブスクリプションプロセスを完了する必要があります。

柔軟な支払いスケジュールなしで年間AMIプライベー
トオファーを購読する
AMI プライベートオファーを購読するには、AWS Marketplaceウェブサイトでプライベートオファーを受
け入れる必要があります。AWS Marketplaceコンソールまたは Amazon EC2 コンソールでは受け付けられ
ません。売り手が柔軟な支払いスケジュールを設定せずにプライベートオファーを作成した場合、承認時
に、プライベートオファーに設定された価格とオプションに従って契約を設定できます。柔軟な支払いス
ケジュールなしで AMI プライベートオファーを受け入れるには、以下の手順に従ってください。

柔軟な支払いスケジュールなしで AMI プライベートオファーを受け入れるには

1. 適切なプライベートオファーを表示していることを確認します。ベンダーは、自社製品に対して出品
者向けに複数の非公開商品を作成できます。追加のプライベートオファーが追加のプライベートオ
ファーペインに表示されます。承諾したいオファーが「このオファーを閲覧中」と表示されているこ
とを確認します。

Note

多くの場合、支払いアカウントは製品を使用するアカウントではありません。支払いアカ
ウントを使用してオファーを承諾する場合は、ワンクリックオプションを選択するのではな
く、手動で製品を起動することをお勧めします。

2. オファーの有効期限と料金設定情報が、プライベートオファーについて交渉したものであることを確
認してください。そうでない場合は、適切なプライベートオファーを表示していることを確認しま
す。

3. EULA をダウンロードして、それがプライベートオファーについて交渉したものであることを確認し
てください。

4. 契約条件ペインで、プライベートオファーの条件が交渉したものであることを確認します。
5. オファーの詳細がプライベートオファーについて交渉した内容であることを確認し、[Accept Terms 

(条件に同意する)] を選択します。そうでない場合は、適切なプライベートオファーを表示しているこ
とを確認します。

6. [このソフトウェアを購読する] の [インスタンスタイプ] で、使用可能なインスタンスタイプのリスト
から選択します。「数量」で、ライセンス数を選択します。

7. 選択を確認します。問題がなければ、[契約を作成] を選択し、[確認] を選択します。

AMI を設定する準備が整ったら、[Continue to Configuration (設定を続行)] を選択します。製品を使用する
たびにサブスクリプションプロセスを完了する必要があります。

プライベートオファーの変更またはサブスクライブ
解除

標準サブスクリプションからプライベートオファーに更新できます。また、で既存の特定のプライベー
トオファーを変更することもできますAWS Marketplace。プロセスは、定められた契約によって異なりま
す。
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ベートオファーへの料金設定の変更

多くのサブスクリプションでは、パブリックプライシングからプライベートオファーに移行する際
に、ISV またはチャネルパートナーとオファーについて交渉します。プライベートオファーを承諾する
と、関連する既存の 1 つまたは複数のサブスクリプションが自動的にプライベートオファー料金モデルに
移行します。これにはユーザー側のアクションは一切必要ありません。以下のガイダンスを使用して、プ
ライベートオファーの料金設定を受けるシナリオとステップを確認してください。

パブリックオファーからプライベートオファーへの料
金設定の変更
プライベートオファーを受け入れると、オファーを受け入れたユーザーはそれ以上のアクションは必要あ
りません。これらは、プライベートオファーで定義されている料金設定、契約条件に切り替えられます。
プライベートオファーの価格、利用規約、条件に切り替えるには、製品を使用するリンクされた各ユー
ザーがプライベートオファーに同意する必要があります。製品の使用を開始するユーザーは、プライベー
トオファーにも同意して、プライベートオファーで定義されている価格、利用規約、条件を入手する必要
があります。

SaaS 契約の変更 — アップグレードと更新
このセクションは、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）契約および消費財を含む SaaS 契約に適用
されます。以前の非公開オファーから有効な契約を結んでいて、同じ商品の新しい非公開オファーを受け
入れたい場合、販売者は既存の契約をアップグレードまたは更新して、条件、価格、または期間を変更し
たり、既存の契約を終了前に更新したりできます。これにより、最初に既存の契約をキャンセルしなくて
も、新しいプライベートオファーを受け入れることができます。

アップグレードまたは更新を受け入れるには、請求条件を満たしている必要があります。現在請求書を発
行していない場合は、AWSカスタマーサービスにチケットを送信して、支払い方法を請求書発行に変更し
てください。

請求書発行に切り替えたくない場合は、次のいずれかを選択します。

• その製品の新しい非公開オファーを受け入れる前に、AWS Marketplace製品ベンダーとカスタマーサ
ポートチームと協力して現在の契約をキャンセルしてください。

• 別の人の申し出を受け入れてくださいAWS アカウント。

SaaS サブスクリプションから SaaS 契約に変更する
SaaS サブスクリプションから SaaS 契約に変更するには、まず SaaS サブスクリプションのサブスクリ
プションを解除する必要があります。その後、SaaS 契約のプライベートオファーを承諾します。既存の 
SaaS サブスクリプションを見つけるには、コンソールの右で、AWS Marketplaceコンソールの右で、

AMI 契約から新規契約への変更
以前の非公開オファーの Amazon Machine Image (AMI) 契約を締結していて、同じ製品の新しい非公開オ
ファーを受け入れる場合は、次のいずれかを行う必要があります。

• 現在の AMI 契約の有効期限が切れるのを待ってから、新しい AMI 契約を受け入れます。
• AWS Marketplace製品ベンダーとカスタマーサポートチームと協力して、現在の契約を終了してくださ

い。
• AWS アカウント契約しているものとは別のものを使用してプライベートオファーを受け入れます
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時間単位の AMI から年単位の AMI に変更する
時間単位の AMI サブスクリプションから年単位の AMI サブスクリプションに移行すると、そのサブスク
リプションはバウチャーシステムと同様に機能します。時間単位の各 AMI の使用量は、年単位の AMI サ
ブスクリプションの 1 単位で相殺されます。年間サブスクリプションを購入すると、関連付けられてい
るすべてのプライベートオファーを介して製品にサブスクライブしているアカウントは、自動的にプライ
ベートオファーで交渉された料金に変更されます。プライベートオファーが設定された後にサブスクリプ
ションを開始する連結済みのアカウントは、サブスクライブ時にプライベートオファーをサブスクライブ
する必要があります。

Note

古いオファーの年間ライセンスは、新しいオファーの条項に同意するとすぐに無効化されま
す。ISV と協力して、古いライセンスの補償と新しいオファーを続行する方法について検討しま
す。

年単位の AMI から時間単位の AMI に変更する
年単位のサブスクリプションの有効期限が終了すると、製品にサブスクライブしている連結済みアカウン
トは自動的に 時間単位の AMI 料金に切り替わります。年単位のサブスクリプションが設定されている場合
は、連結済みアカウントはそのサブスクリプションをキャンセルせずにその製品の時間単位のサブスクリ
プションに切り替えることはできません。

プライベートオファーを作成する
の購入者にはAWS Marketplace、次のいずれかが発生したときにメール通知が届きます。

• あなたは申し出を受け入れます。
• 出品者は、出品者が以前に受け入れた非公開の出品に関連する新しい非公開出品を公開するか、以前に

受け入れた出品内容の更新を公開します。

Note

通知は購入者AWS アカウント ID に関連付けられているアドレスに送信されます。
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組織内でのサブスクリプションの共
有

製品をサブスクライブするときはAWS Marketplace、それらの製品を使用するためのライセンスを付与
する契約が作成されます。AWS アカウントが組織のメンバーである場合は、Amazon Machine Image 
(AMI)、コンテナ、機械学習、およびデータ製品のライセンスをその組織内の他のアカウントと共有でき
ます。ライセンスサポートをで設定しAWS Marketplace、これを内部から共有する必要がありますAWS 
License Manager。

Note

AWS Organizations の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」を参照してくだ
さい。
での組織とのライセンス共有の詳細についてはAWS License Manager、『AWS License Manager
ユーザーガイド』の「付与済みライセンス」を参照してください。

次の動画では、ライセンス共有機能の概要を説明します。

AWS Marketplaceライセンス資格の配布 (3:56)

以下のトピックで、アカウント間でライセンスを表示し、共有し、追跡するプロセスの概要を説明しま
す。

トピック
• ライセンス共有の前提条件 (p. 81)
• ライセンスの表示 (p. 81)
• ライセンスの共有 (p. 82)
• ライセンスの使用状況を追跡する (p. 82)

ライセンス共有の前提条件
ライセンスを共有する前に、まず組織のライセンス共有をセットアップする必要があります。AWS 
Marketplace以下のタスクを完了して、組織のライセンス共有をセットアップしてください。

• ユーザーに代わってライセンスを管理する許可を AWS Marketplace に付与して、ユーザーがライセン
スを購入または共有するときに関連するライセンス供与を作成できるようにします。詳細については、
「ロールを使用してエンタイトルメントを共有するAWS Marketplace (p. 146)」を参照してください。

• 初回使用のために AWS License Manager をセットアップします。詳細については、「AWS License 
Manager ユーザーガイド」の「AWS License Manager の使用開始」を参照してください。

ライセンスの表示
AWS MarketplaceAMI、コンテナ、機械学習、サービスとしてのソフトウェア (SaaS)、および購入した
データ製品のライセンスが自動的に作成されます。これらのライセンスを組織内の他のアカウントと共有
できます。

Note

ライセンスはSaaS製品用に作成されていますが、SaaSライセンスの共有は現在サポートされて
いません。
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ライセンスは、AWS License Managerを使用して管理および共有します。ただし、AWS Marketplaceを使
用して内部から購入した製品のライセンスを表示することはできますAWS Marketplace。

サブクスライブした製品のライセンスを表示するAWS Marketplace

1. ログインしてAWS Marketplace、[サブスクリプションの管理] を選択します。
2. すべてのライセンスを表示することも、特定のサブスクリプションのライセンスを表示することもで

きます。
• すべてのライセンスを表示する

• 「アクション」メニューから「ライセンスを表示」を選択すると、AWS Marketplaceすべて
の管理対象ライセンスがLicense Manager コンソールに表示されます。

• 単一のサブスクリプションのライセンスを表示する

a. 表示する製品のカードを選択すると、製品の詳細ページに移動します。
b. 「アクション」メニューから「ライセンスを表示」を選択すると、その製品のライセンスが

License Manager コンソールに表示されます。

Note

また、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することもできま
す。詳細については、AWS License Manager ユーザーガイドの付与されたライセンスを参照して
ください。

ライセンスの共有
共有できるライセンスがあるのは、AMI、コンテナ、機械学習、およびデータ製品だけです。

AWS Marketplaceのサブスクリプションには、製品の詳細にアクセスレベルが表示されます。

• 契約レベルの製品には、組織内の他のアカウントで使用および共有できるライセンスがあります。
• エンタイトルメントレベルの製品は、アカウントと共有されているライセンスです。これらの製品を使

用することはできますが、共有することはできません。

AWS Marketplaceは、ライセンスの使用をAWS Organizations、またはを使用する組織単位と直接共有す
る助成金をサポートしますAWS License Manager。AWS アカウント助成金の有効化プロセスには、調
達元と同じ製品に対して有効化された助成金に代わる追加オプションが含まれるようになりましたAWS 
Marketplace。詳細については、AWS License Manager ユーザーガイドの付与されたライセンスを参照し
てください。

Note

特定の製品に制限されている製品の場合AWS リージョン、ライセンスを共有するアカウントは、
そのアカウントが許可された地域内にある場合にのみライセンスをアクティブ化できます。

ライセンスの使用状況を追跡する
各ライセンスの [使用状況ダッシュボード] タブを選択すると、AMI 製品の使用量ベースのライセンスメト
リックを追跡できます。AWS License Manager

License Manager を使用してライセンス使用状況を追跡する方法の詳細については、AWS License 
Managerユーザーガイドの「付与されたライセンス」を参照してください。
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AWS Marketplace と調達システムの
統合

の統合を設定できます。AWS Marketplaceと Coupa または SAP Ariba 調達ソフトウェア。設定が完了し
たら、組織内のユーザーは調達ソフトウェアを使用して、AWS Marketplace 製品の検索およびサブスク
リプションリクエストを行うことができます。サブスクリプションリクエストが承認されると、取引が完
了し、ユーザーにソフトウェアのサブスクリプションが利用可能であることが通知されます。ユーザーが 
AWS Marketplace にサインインすると、ソフトウェア製品は購入済みサブスクリプションとして一覧表示
され、使用可能になります。調達システムとの統合により、AWS Marketplace発注書システムの請求書。

調達統合の仕組み
調達ソフトウェアと統合するように構成できますAWS Marketplacecommerce commerce eXtensible 
Markup プロトコルcXML した形式。この統合は、サードパーティのカタログにアクセスポイントを作成し
ます。パンチアウト。

統合は、調達システムによって若干異なります。

• Coupa— Coupaオープンバイ機能を使用すると、検索できますAWS MarketplaceCoupa内から。Coupa 
は検索結果を表示し、ユーザーが製品を選択すると、それらの結果はにリダイレクトされます。AWS 
Marketplaceをクリックして詳細を確認します。または、Coupaの調達ソフトウェアのユーザーはAWS 
Marketplaceの Catalogオンラインショップのセクションを参照してください。ユーザーは、直接開始す
ることもできますAWS Marketplaceをクリックして、製品を参照します。

• SAP Ariba— AribaはユーザーをにリダイレクトしますAWS Marketplaceソフトウェアを検索し、製品の
詳細を取得します。管理者がパンチアウト統合を設定すると、Aribaの調達ソフトウェアのユーザーは
AWS Marketplaceソフトウェアを選択してカタログタブをクリックし、AWS Marketplaceカタログ。こ
れにより、ユーザーはにリダイレクトされますAWS Marketplace彼らが興味を持っている製品を見つけ
るために。

Aribaユーザーは、Ariba内から購入を開始する必要があります。AWS Marketplace。

ユーザーが閲覧しているサブスクリプションを購入するときAWS Marketplaceで、購読リクエストをAWS 
Marketplace。製品のサブスクリプションページには、購入を完了する代わりに、承認をリクエストしま
す。承認プロセスを完了するために、リクエストは、調達システムのショッピングカートに返送されま
す。次の図は、調達システムのサブスクリプションリクエストのプロセスを示しています。
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調達システムがから要求を受けたときAWS Marketplaceを指定すると、調達システムは承認プロセスを完
了するためのワークフローを開始します。要求が承認されると、調達システムの発注書システムは自動
的に次のトランザクションを完了します。AWS Marketplaceサブスクリプションを展開する準備ができた
ことをユーザーに通知します。リクエスタは、に戻る必要がありません。AWS Marketplaceをクリックし
て購入を完了します。しかし、彼らはに戻りたいと思うかもしれませんAWS Marketplace購入した製品の
の使用方法についての説明。AWS MarketplaceE メールメッセージをAWSアクセスに使用されたアカウ
ントAWS Marketplace。電子メールメッセージは、サブスクリプションが成功し、ソフトウェアがAWS 
Marketplace。次の図は、調達システムのサブスクリプションリクエストの承認プロセスを示しています。

調達システムとの統合に関するその他の注意事項は次のとおりです。

• 無料トライアルでは、請求が関連付けられていないため、調達システムに請求書は生成されません。
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• に加えて一回限りがあります。 pay-as-you-go 請求には2セットの承認が必要な場合があります。1つの
承認は契約（または年間）価格で、もう1つは時間単位または単価（pay-as-you-go).

• PSI (調達システムインテグレーション) を利用しているお客様は、無料製品および BYOL 製品の事前承
認を有効にできます。Free と BYOL の 2 つの設定があります。設定を有効にすると、注文はで事前承
認されますAWS Marketplace、顧客は承認のために注文を調達システムに提出する必要はありません。
設定を無効にすると、顧客は承認をリクエストボタンをクリックして調達システムにアクセスします。
無料商品とBYOL商品の事前承認設定が無効になっている場合、顧客の調達システムで0.00ドルの注文
が生産されます。調達システム統合の詳細については、を参照してください。http://aws.amazon.com/ 
marketplace/features/procurementsystem

調達システム統合の設定
AWS Marketplaceと調達システムとの統合を設定するには、AWS Marketplaceプロセスを開始して調達シ
ステムで完了します。で生成された情報を使用してAWS Marketplace、調達システムのパンチアウトを設
定します。設定を完了するには、使用するアカウントが以下の要件を満たしている必要があります。

• AWS アカウントAWS Marketplace設定を完了するために使用するのは、管理アカウント
で、AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess管理ポリシーでAWS Identity and 
Access Management (IAM) 権限が定義されている必要があります。

• 構成を完了するために使用する調達システムアカウントには、調達システムで契約、サプライヤ、およ
びパンチアウトカタログを設定するための管理アクセス権が必要です。

IAM 許可の設定
AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess (p. 140)管理ポリシーには次
の IAM 権限が含まれており、AWS Marketplaceと調達システムとの統合を設定するために必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",  
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration", 
        "organizations:Describe*", 
        "organizations:List*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

アクセス許可を手動でセットアップするよりも、IAM で管理されたアクセス許可を使用することをお勧め
します。この方法を使用すると、ヒューマンエラーが発生しにくくなり、アクセス許可が変更された場合
に、管理ポリシーが更新されます。での IAM の設定と使用の詳細についてはAWS Marketplace、を参照し
てくださいAWS Marketplace のセキュリティ (p. 128)。

AWS MarketplaceCoupaと統合するための設定
IAM権限をセットアップしたら、AWS Marketplace Coupaとの統合を設定できます。[調達管理] に移動し
ます。調達システムの管理ペインで、パンチアウトの名前と説明を入力します。また、統合をテストモー
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ドに切り替えて、準備が整うまでユーザーが製品サブスクリプションを作成せずに統合をテストできるよ
うにすることもできます。統合の AWS Marketplace 部分を設定するには、以下の手順を完了します。

Coupa と統合するために AWS Marketplace を設定するには

1. AWS Marketplace Manage Procurement Systems の [Procurement systems (調達システム)] で、[Set 
up Coupa integration (Coupa 統合の設定)] を選択します。

2. [Manage Coupa integration (Coupa 統合の管理)] ページの [Account information (アカウント情報)] 
で、統合の名前と説明を入力します。

Note

AWS Billingコンソール内の請求書に、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）契約製品の購
読に使用したコマース拡張マークアップ言語（cXML）の発注書を参照させたい場合がありま
す。その場合は、AWS Marketplace設定でサービスにリンクされたロールを使用して請求統
合を有効にできます。

3. [リダイレクトを有効にする] と [テストモード] の設定をオンまたはオフにし、[保存]AWS Marketplace 
を選択してシステムへの統合を完了できます。

統合が完了したらAWS Marketplace、Coupaで統合を設定する必要があります。このページで生成された
情報を使用して、Coupa システムのパンチアウトを設定します。

AWS Marketplace設定はデフォルトでテストモードが有効になっています。テストモードでは、サブスク
リプションリクエストはCoupaバックエンドに送られるため、フロー全体を確認できますが、最終的な請
求書は作成されません。これは、設定を完了してから計画的にパンチアウトを有効するのに役立ちます。

Note

必要に応じて、テストモードのオンとオフを切り替えることができます。
統合が完了したら、忘れずにテストモードをオフにしてください。そうしないと、システム内の
ユーザーがリクエストを作成しているように見えますが、ソフトウェアは購入されません。

Coupa の設定
AWS MarketplaceCoupaシステムとの統合を設定するには、AWS MarketplaceCoupa統合の管理ページの
購入情報ペインから情報をコピーします。この情報を使用して、Coupa調達システムの構成手順を説明す
る以下のリンクの手順を完了してください。

• Coupaパンチアウトセットアップ
• cXML 発注書用のサプライヤーの設定

Note

が使用する UNSPSC コードについてはAWS Marketplace、を参照してください使用している 
UNSPSC コードAWS Marketplace (p. 88)。

SAP Ariba との統合のための設定AWS Marketplace
AribaAWS Marketplace との統合を設定するには、AWS Marketplace運用チームと協力してレベル 1 のパ
ンチアウトを作成する必要があります。SAP Ariba パンチアウトの詳細については、SAP コミュニティ
ウェブサイトの「SAP Ariba PunchOut 入門」を参照してください。

セットアップを設定する準備として、次の情報を収集します。

• 自分の AWS アカウント ID。AWS組織に所属している場合はAWS アカウント、管理アカウント ID も必
要です。
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• SAP Ariba システムの Ariba ネットワーク ID (ANID)。

Note

Ariba の ANID に関する情報、および Ariba に関するその他の質問への回答については、SAP 
Ariba Web サイトの「サプライヤー向け Ariba ネットワーク:よく寄せられる質問」ページを参
照してください。

AribaAWS Marketplace との統合を設定するには

1. [AWS Marketplace調達システムの管理] の [調達システム] で、[Ariba 統合の設定] を選択します。
2. 「SAP Ariba インテグレーションの管理」ページの「アカウント情報」で、インテグレーションの名

前と説明と Ariba システムの SAP Ariba ネットワーク ID (ANID) を入力します。

Note

AWS Billingコンソールの請求書に、SaaS契約商品の購読に使用したcXML発注書を参照させ
たい場合があります。その場合は、AWS Marketplace設定でサービスにリンクされたロール
を使用して請求統合を有効にできます。

3. テストモードが有効になっていることを確認し、[保存]AWS Marketplace を選択して統合設定を保存
します。

4. SAP Aribaインテグレーションの作成プロセスを開始するには、お問い合わせください。上記の情報
を含めてください。 AWS MarketplaceAriba インテグレーションの設定とテストの手順をお送りしま
す。

Note

とのサプライヤー関係を作成するには、SAP Aribaシステムへの管理者アクセス権が必要です
AWS Marketplace。

AWS Marketplaceチームからの指示と構成設定に従って、AWS Marketplaceテストモードで実行するSAP
Aribaテスト環境でインテグレーションを作成します。テスト環境では、サブスクリプションリクエストは 
Ariba バックエンドに送られるため、でサブスクリプションを作成しなくても、承認を含むフロー全体を
確認できAWS Marketplace、請求書は生成されません。このアプローチにより、本番環境でパンチアウト
を有効にする前に構成をテストできます。テストが完了し、本番環境に移行する準備ができたら、当社に
連絡して、本番環境でアカウントを設定してください。

Note

インテグレーションのテストが終了したら、忘れずに本番環境に移行してください。そうしない
と、システム内のユーザーは自分がリクエストを作成していると信じても、ソフトウェアは購入
されません。

テストが完了し、AWS Marketplaceチームと協力してテストモードをオフにしたら、統合は完了です。

SAP Ariba の設定に関する詳細は、SAP Ariba の以下のトピックを参照してください。

• SAP Ariba PunchOut ウェブサイトの SAP Ariba
• SAP PunchOut コミュニティウェブサイトでの SAP Ariba の紹介

Note

が使用する UNSPSC コードについてはAWS Marketplace、を参照してください使用している 
UNSPSC コードAWS Marketplace (p. 88)。
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使用している UNSPSC コードAWS Marketplace
AWS Marketplace調達システムカートに返送されるソフトウェアリスト用の以下の国連標準製品および
サービスコード（UNSPSC）コードが含まれています。

• SaaS (サービスとしてのソフトウェア) 製品:81162000
• アプリケーションサーバー製品: 43232701
• コンテナ、AWS WAF ルール、機械学習 (ML) アルゴリズムなどのその他のソフトウェア: 43230000

調達システム統合の無効化
CoupaまたはSAP Aribaとの統合を無効にするには、調達システム内からパンチアウト統合を削除する必要
があります。これを行うには、AWS Marketplace CoupaまたはAribaのいずれかから自動リダイレクト機能
を無効にします。これにより統合は無効になりますが、設定は維持され、簡単に再有効化できます。

AWS Marketplaceサイドの統合設定を完全に削除する必要がある場合は、当社にご連絡ください。
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無料トライアル
AWS Marketplace に出品されている一部の製品では無料トライアルが提供されています。無料試用版で
は、ソフトウェアを購入する前に試用できます。無料トライアルは、一定量の無料使用または特定の期間
に限定されます。一度開始した無料試用期間は一時停止できません。

ソフトウェアとインフラストラクチャの価格設定
販売者が提供する無料試用版は、に記載されている製品のソフトウェア価格にのみ適用されますAWS 
Marketplace。AWS Marketplaceソフトウェアの価格に無料トライアルが含まれているかどうかにかかわら
ず、販売者の製品を使用する際のインフラストラクチャコストはすべて購入者の負担となります。これら
のインフラストラクチャコストは、AWSそれぞれの価格ページによって設定され、確認できます。たとえ
ば、無料試用版がある Amazon マシンイメージ (AMI) 製品を購読する場合、無料試用期間中は AMI の使用
料は発生しません。ただし、AMI 製品を実行している Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスに対して料金が発生する場合があります。

Note

製品によっては、AWS実行に追加のインフラストラクチャが必要になる場合があります。たとえ
ば、販売者は、ロードバランサー、ストレージ、AWS のサービスデータベースなどをにデプロイ
するデプロイ手順やテンプレートを提供する場合がありますAWS アカウント。AWS のサービス
出品者が商品に何を求めているかを理解するには、掲載されている商品の詳細ページを確認して
くださいAWS Marketplace。次に、それらの価格ページを確認してくださいAWS のサービス。

AMI ベースの製品の無料トライアル
時間単位または時間単位の年間価格が設定されている一部の AMIAWS Marketplace 製品には、無料試用版
があります。無料トライアルに登録すると、AMI 製品の Amazon EC2 インスタンスを 1 つだけ販売者が
設定した期間実行でき、時間単位のソフトウェア料金は発生しません。インフラ料金はユーザーの責任で
す。追加の Amazon EC2 インスタンスを起動すると、インスタンスごとに時間単位のソフトウェア料金が
発生します。無料トライアルは、有効期限が切れると自動的に有料サブスクリプションに変換されます。

無料トライアルの終了前に Amazon EC2 インスタンスを終了しないと、無料トライアルの終了時に時間単
位のソフトウェア料金が発生します。無料トライアルの購読を解除しても Amazon EC2 インスタンスは自
動的に終了せず、継続して使用するとソフトウェア料金が発生します。インフラストラクチャ料金の詳細
については、Amazon EC2 の料金を参照してください。

コンテナベースの製品の無料トライアル
AWS Marketplace時間単位または時間単位で長期価格が設定されている一部のコンテナ製品には、無料ト
ライアルがあります。無料トライアルに登録すると、時間単位のソフトウェア料金を発生させることな
く、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクまたは Amazon Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) ポッドを実行できます。含まれるタスクまたはポッドの数と無料トライアルの期間は、販
売者が設定します。インフラ料金はユーザーの責任です。無料トライアルに含まれる数を超えて追加のタ
スクまたはポッドを起動すると、タスクまたはポッドごとに時間単位のソフトウェア料金が発生します。
無料トライアルは、有効期限が切れると自動的に有料サブスクリプションに変換されます。

無料トライアルの終了前にタスクまたはポッドを終了しないと、無料トライアルの終了時に時間単位で
ソフトウェア料金が発生します。無料トライアルの購読を解除してもタスクやポッドは自動的に終了せ
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ず、継続して使用するとソフトウェア料金が発生します。インフラストラクチャ料金の詳細については、
「Amazon ECS 料金表」と「Amazon EKS 料金表」を参照してください。

機械学習製品の無料トライアル
AWS Marketplace時間単位の価格が設定されている一部の機械学習製品には無料トライアルがあります。
無料トライアルに登録すると、時間単位のソフトウェア料金を支払うことなく、 SageMaker Amazonエン
ドポイント、バッチ変換ジョブ、またはトレーニングジョブを販売者が設定した期間実行できます。イン
フラ料金はユーザーの責任です。無料トライアルは、有効期限が切れると自動的に有料サブスクリプショ
ンに変換されます。

無料トライアルの終了前に Amazon SageMaker エンドポイント、バッチ変換ジョブ、またはトレーニン
グジョブを終了しなかった場合、無料トライアルの終了時に時間単位のソフトウェア料金が発生します。
無料トライアルの購読を解除しても、Amazon SageMaker エンドポイント、バッチ変換ジョブ、またはト
レーニングジョブは自動的に終了せず、継続して使用するとソフトウェア料金が発生します。インフラス
トラクチャー料金の詳細については、「Amazon SageMaker 料金表」を参照してください。

SaaS 製品の無料トライアル
SaaS (SaaS)AWS Marketplace 製品には無料トライアルがあります。SaaS 無料トライアルは自動的に有
料契約に変換されません。無料トライアルが不要になった場合は、期限切れにすることができます。詳細
については、SaaS 無料トライアル (p. 51)を参照してください。
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AWS Marketplace での AWS 無料利
用枠の使用

Amazon Web Services () の新規のアマゾンウェブサービスAWS) のお客様がクラウドを始められるよう
に、AWS では無料利用枠が提供されています。無料利用枠は、新しいアプリケーションの起動、クラウド
上での既存アプリケーションのテスト、AWS の体験利用のみなど、クラウド上で実行するあらゆるものに
ご使用いただけます。無料使用の有効期限が切れた (またはアプリケーションの使用量が無料利用枠の制
限を超えた) 場合は、標準の料金をお支払いいただきます。 pay-as-you-go サービスレート。詳細について
は、「AWS 無料利用枠」を参照してください。

AWS 無料利用枠の対象のお客様は、無料の AWS Marketplace ソフトウェアを 1 年間毎月、最大 750 時
間分の Amazon EElastic Compute Cloud (Amazon EC2) 使用量までご利用いただけます。使用開始するに
は、AWS Marketplace を参照してください。
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AWS Service Catalog への AWS 
Marketplace のサブスクリプションの
追加

Service Catalog では、Amazon Web Services (AWS) での使用が承認された IT サービスのカタログを作成
および管理できます。この IT サービスには、仮想マシンイメージ、サーバー、ソフトウェア、データベー
スから包括的な多層アプリケーションアーキテクチャまで、あらゆるものが含まれます。Service Catalog 
では、一般的にデプロイされる IT サービスを一元管理できます。Service Catalog では、一貫性のあるガ
バナンスとコンプライアンス要件を実現し、ユーザーは必要な承認された IT サービスのみをすばやくデプ
ロイできるようになります。

詳細については、『Service Catalog 管理者ガイド』の「AWS Marketplaceポートフォリオへの製品の追
加」を参照してください。
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製品レビュー
AWS Marketplace では、購入時に賢明な選択を行うのに必要な情報を購入者に提供したいと考えて
います。AWS のお客様は、以下に記載されている項目についてレビューを書面で提出できますAWS 
Marketplace。好意的な意見も不利な意見も共有することをお勧めします。

Note

データ製品は、製品レビューをサポートしていません。

ガイドライン
持っている人なら誰でもAWS Marketplace製品を購読すると、その商品のレビューを作成できます。製品
レビューを書く際には、以下のガイドラインに従ってください。

• 理由を含める—最高のレビューには、商品が気に入ったか嫌いだったかだけでなく、その理由も含まれ
ます。関連する製品についての意見やそれらの製品との比較結果を書いてもかまいません。

• 具体的には次のとおりです— 製品の特定の機能とその使用経験に焦点を当てます。ビデオレビューの場
合は、簡単な紹介を書きます。

• 簡潔に言って— レビューは20語以上で、5,000語に制限されています。理想的な長さは 75 語から 500 
語です。

• 誠意をこめて—製品についてのあなたの正直な意見は、肯定的であれ否定的であれ、高く評価されま
す。それらの意見は顧客による購入の決定に役立つと考えています。

• 透明性を保つ—レビューと引き換えに無料の製品を受け取った場合は、それを明確かつ目立つように開
示してください。

制限事項
AWS は、以下の内容を含むレビューを削除する権利を留保します。

• 以下を含む不快な資料:
• ひわいな内容や不快な内容
• 不敬な意見や悪意のある意見
• 違法行為や不道徳な行為を促す内容

• 以下を含む販促コンテンツ:
• 広告、販促資料、または同じ主張を繰り返す投稿
• 個人や会社による、または個人や会社のための、製品や直接競合する製品の金銭的利益につながる意

見 (作成者、公開者、製造者、または製品を販売するサードパーティーの業者によるレビューなど)
• 製品の無料コピー以外の対価を受けることを目的としたレビューコメント (有料の宣伝パッケージに

含まれるレビューなど)
• 製品への検証可能なサブスクリプションのない顧客のレビューコメント

• 以下を含む不適切なコンテンツ:
• 他者からコピーされたコンテンツ (過度の引用など)
• Amazon.comの外部にある連絡先情報またはURL
• 在庫や別の注文/発送の詳細
• ウォーターマークを含む動画
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• ページで閲覧できる他のレビューに対するコメント (ページの表示が予告なく変更されることがある
ため)

• 外国語の内容 (製品と明らかに関係がある場合を除く)
• 形式に問題があるテキスト

• 以下を含む主題から外れた情報:
• 販売者や配送に関するフィードバック
• カタログや製品説明の誤植や間違いに関するフィードバック (これについては、製品ページの下にあ

るフィードバックフォームを使用)

カスタマーレビューに関する質問については、お問い合わせ。

タイミングと心構え
製品レビューは、できるだけ早く処理されるよう努めています。ただし、AWS Marketplaceチームは、
レビュー担当者と販売者の両方と連絡を取り、フィードバックが当社に対して妥当であるかどうかを確
認し、レビューする必要がありますthe section called “ガイドライン” (p. 93)そしてthe section called 
“制限事項” (p. 93)。私たちは同じことに従いますタイミングと期待に記載されているガイダンスAWS 
Marketplace販売者ガイドプロセスを完了するまでにかかる時間はどれくらいですか。
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サポート情報
AWS Marketplace の一般的な問題については、お問い合わせください。AWS Marketplace で購入するソフ
トウェアに関する質問については、ソフトウェア販売者にお問い合わせください。
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AWS Marketplace Vendor Insights
AWS MarketplaceVendor Insightsは、信頼でき、業界標準を満たすソフトウェアの調達を支援すること
で、ソフトウェアリスク評価を簡素化します。AWS MarketplaceVendor Insightsを使用すると、単一の
ユーザーインターフェイスからほぼリアルタイムで製品のセキュリティプロファイルを監視できます。
ソフトウェア製品のセキュリティ情報のダッシュボードが提供されるため、評価の手間が省けます。ダッ
シュボードを使用して、データプライバシー、アプリケーションセキュリティ、アクセス制御などの情報
を表示および評価できます。

AWS MarketplaceVendor Insightsは、売り手からセキュリティデータを収集し、業界標準を継続的に満
たす信頼できるソフトウェアを調達することで買い手をサポートします。と統合することでAWS Audit 
Manager、AWS Marketplaceベンダーインサイトは software-as-a-service (SaaS) up-to-date 製品のセキュ
リティ情報を自動的に取得できますAWS Marketplace。 AWS MarketplaceVendorAWS Artifact Insightsは
サードパーティのレポートと統合されているため、ベンダーソフトウェアのコンプライアンスレポートや
レポートにオンデマンドでアクセスできますAWS のサービス。また、AWS Security Hubと統合して、販
売者のソフトウェアのセキュリティステータスの変更などの調査結果をに送信できるためAWS Security 
Hub、適切なリスク軽減措置を講じることができます。

AWS MarketplaceVendor Insightsは、10種類の統制カテゴリと複数の統制からの証拠に基づく情報を提供
します。次の 3 つの情報源から証拠に基づいた情報を収集します。

• ベンダーの生産口座 — 複数の統制のうち、30の統制が販売者の生産口座からのライブエビデンス収集
をサポートしています。各統制のライブエビデンスは、AWS ConfigAWS出品者のリソースの設定を評
価する1つ以上のルールによって生成されます。ライブエビデンスは、複数のソースからのデータを常に
更新して最新の情報を提示する方法です。 AWS Audit ManagerAWS Marketplace証拠をキャプチャして
ベンダーインサイトダッシュボードに配信します。

• ベンダー ISO 27001 および SOC 2 Type II レポート — 統制カテゴリは、国際標準化機構 (ISO) および
サービス組織管理 (SOC) 2 レポートの統制にマッピングされます。AWS Marketplace販売者がこれらの
レポートをベンダーインサイトと共有すると、サービスは関連データを抽出してダッシュボードに表示
します。

• ベンダーの自己評価 —AWS Audit Manager 出品者はで自己評価を完了します。

次のビデオでは、SaaS リスク評価を簡素化し、AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用する方法を
示しています。

AWS Marketplaceバイヤーとしてベンダーインサイ
トを使い始める

AWS Marketplaceベンダーインサイトには、で入手可能なソフトウェア製品のセキュリティ情報が表示さ
れますAWS Marketplace。AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用して、製品のセキュリティ評価プ
ロファイルを表示できますAWS Marketplace。

AWS Marketplaceベンダーインサイトダッシュボードは、AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用し
て製品を評価し、ソフトウェア製品のコンプライアンスアーティファクトとセキュリティ管理情報を表示
します。 AWS MarketplaceVendor Insightsは、ダッシュボードに表示される複数のセキュリティ統制に関
する証拠に基づいた情報を収集します。

AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用して製品のセキュリティおよびコンプライアンス情報にアク
セスしても料金はかかりません。

96



AWS Marketplace 購入者ガイド
AWS Marketplaceベンダーインサイトによる製品検索 

AWS Marketplaceベンダーインサイトによる製品検索
AWS MarketplaceVendor Insightsダッシュボードで製品のプロファイルと概要情報を表示したり、カテ
ゴリコントロールを選択して製品について収集されたデータについて詳しく知ることができます。AWS 
MarketplaceAWS Marketplaceベンダーインサイトで商品を検索するには、以下の手順に従ってください。

AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用して製品を検索するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. [すべての製品を表示] を選択します。
3. ベンダーインサイトタグが付いている商品を表示します。
4. 「ベンダーインサイトの結果を絞り込む」で、「セキュリティプロファイル」を選択します。
5. 商品詳細ページの「製品概要」で、「ベンダーインサイト」セクションを選択します。
6. [この製品のすべてのプロファイルを表示] を選択します。
7. 製品の詳細と受け取ったセキュリティ証明書のリストは、概要で確認できます。

どのセキュリティ証明書でも [詳細を表示] を選択すると、詳細が表示されます。
8. [製品ページを表示]、[インサイトデータを表示] を選択し、 [アクセスをリクエスト] を選択します。
9. 「Vendor Insight データへのアクセスをリクエスト」ページで、情報を入力し、「アクセスをリクエ

スト」を選択します。

この製品のベンダー評価データへのアクセスを正常にリクエストしたことを示す成功メッセージが表
示されます。

購読して評価データへのアクセスをリクエストする
AWS MarketplaceVendor Insightsを使用すると、ベンダーソフトウェアのセキュリティプロファイルを継
続的に監視できます。まず、監視したい製品のベンダー評価データを購読するか、アクセスをリクエス
トします。製品の評価データを監視する必要がなくなった場合は、その評価データの登録を解除できま
す。AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用して製品のセキュリティおよびコンプライアンス情報に
アクセスしても料金はかかりません。料金の詳細については、「AWS MarketplaceVer Burer Insight の料
金」を参照してください。

特定のベンダー製品のすべての評価データにアクセスするには、その製品の評価データを購読する必要が
あります。

AWS Marketplace製品のベンダーインサイト評価データを購読するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. ベンダーインサイトを選択してください。
3. ベンダーインサイトから製品を選択します。
4. 「概要」タブを選択します。
5. [アクセスをリクエスト] を選択します。
6. 表示されるフィールドに情報を入力します。
7. 完了したら、[アクセスをリクエスト] を選択します。

この製品のすべてのベンダー評価データへのアクセスをリクエストしたことを示す成功メッセージが
表示されます。

評価データのサブスクリプションを解除する
ベンダー製品の評価データにアクセスしたくない場合は、製品の評価データの購読を解除できます。
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AWS Marketplace製品のベンダーインサイト評価データの購読を解除するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. ベンダーインサイトを選択してください。
3. 商品詳細ページから商品を選択し、「登録解除」を選択します。
4. AWS Marketplaceベンダーインサイトデータの購読を解除する際に提示される条件をお読みくださ

い。
5. テキスト入力フィールドに入力し、[登録解除] を選択します。Unsubscribe

AWS MarketplaceVendor Insightsデータの購読を解除し、アクセス料金が請求されなくなったことを
示す成功メッセージが表示されます。

AWS Marketplaceベンダーインサイトによる製品の
セキュリティプロファイルの表示

AWS Marketplaceベンダーインサイトは、出品者からセキュリティデータを収集します。製品のセキュリ
ティプロファイルには、製品のセキュリティ、耐障害性、コンプライアンス、および評価に必要なその他
の要素に関する最新情報が表示されます。この情報は、業界標準を継続的に満たす信頼できるソフトウェ
アを調達する手助けとなり、御社のような購入者をサポートします。AWS Marketplaceベンダーインサイ
トは、評価するサービスとしてのソフトウェア（SaaS）製品ごとに、複数のセキュリティ管理のための証
拠に基づいた情報を収集します。

トピック
• AWS Marketplaceベンダーインサイトのダッシュボード (p. 98)
• SaaS 製品のセキュリティプロファイルを表示する (p. 98)
• 統制カテゴリの理解 (p. 99)

AWS Marketplaceベンダーインサイトのダッシュボー
ド
ダッシュボードには、AWS Marketplace Vendor Insightsによって評価されたソフトウェア製品のコンプラ
イアンスアーティファクトとセキュリティ制御情報が表示されます。データ保存場所の変更や証明書の有
効期限など、すべてのセキュリティ管理カテゴリに関する証拠に基づく情報が提供されます (p. 100)。統
合ダッシュボードでは、情報が変更されると、購入者にコンプライアンスとセキュリティに関する通知が
表示されます。 AWS MarketplaceVendor Insightsを使用すると、追加のアンケートを作成したり、リスク
評価ソフトウェアを使用したりする必要がなくなります。ダッシュボードは常に更新され検証されている
ため、調達後もソフトウェアのセキュリティ管理を継続的に監視できます。

SaaS 製品のセキュリティプロファイルを表示する
AWS Marketplaceベンダーインサイトは、販売者のソフトウェアに関する意思決定に役立ちます。 AWS 
MarketplaceVendor Insightsは、10種類の統制カテゴリと複数の統制にわたる販売者の証拠に基づく情報
からデータを抽出します。SaaS 製品のプロファイルと概要情報をダッシュボードに表示したり、コント
ロールカテゴリを選択して収集されたデータの詳細を確認したりできます。プロファイルを通じてコンプ
ライアンス情報を表示するには、製品を購読し、アクセス権が付与されている必要があります。

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. ベンダーインサイトを選択してください。
3. ベンダーインサイトから製品を選択します。
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4. 製品詳細ページで、「セキュリティとコンプライアンス」タブを選択します。

Note

赤い丸の中の数字は、非準拠の統制の数を示します。
5. コントロールカテゴリについては、リストされているカテゴリのいずれかにあるテキストを選択する

と、詳細情報が表示されます。

たとえば、監査、コンプライアンス、セキュリティポリシーの場合は、3 つのコントロールを選択し
ます。認定資格のリストを表示するか、レポートをダウンロードしてください。

たとえば、データセキュリティとプライバシーについては、4 つのコントロールを選択します。コン
トロールとステータスのリストを表示します。

• 最初の統制名を選択してください（適用される法律、規制、および契約上の要件を確実に遵守する
ためのポリシー/手順はありますか？ )。

• 提示された情報を読んでください。また、AWS Artifact第三者レポートのレポートを表示したり、
監査人からの例外を表示したりすることもできます。

• 上のナビゲーションで製品名を選択すると、製品詳細ページに戻ります。

統制カテゴリの理解
AWS MarketplaceVendor Insightsは、10の統制カテゴリ内の複数の統制からの証拠に基づく情報を提供し
ます。 AWS Marketplaceベンダーインサイトは、ベンダーの生産勘定、ベンダーの自己評価、ベンダーの
ISO 27001およびSOC 2 Type IIレポートという3つのソースから情報を収集します。これらの情報源の詳
細について、「」を参照してくださいAWS Marketplace Vendor Insights (p. 96)。

次のリストは、各コントロールカテゴリの説明です。

アクセス管理

システムまたはアプリケーションへのアクセスを識別、追跡、管理、制御します。
アプリケーションセキュリティ

アプリケーションの設計、開発、およびテスト時に、セキュリティがアプリケーションに組み込まれ
ているかどうかを確認します。

監査とコンプライアンス

組織が規制要件を順守しているかどうかを評価します。
ビジネス回復性

事業継続性を維持しながら、混乱に迅速に適応する組織の能力を評価します。
データセキュリティ

データと資産を保護します。
エンドユーザーデバイスのセキュリティ

ポータブルエンドユーザーデバイスと接続しているネットワークを脅威や脆弱性から保護します。
人的資源

従業員の雇用、支払い、解雇などのプロセスにおける機密データの取り扱いについて、従業員関連部
門を評価します。

インフラストラクチャセキュリティ

重要な資産を脅威や脆弱性から保護します。
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リスク管理とインシデント対応

許容できると見なされるリスクのレベルと、リスクや攻撃に対応するために講じられている措置を評
価します。

セキュリティと構成ポリシー

組織の資産を保護するセキュリティポリシーとセキュリティ構成を評価します。

コントロールカテゴリの設定
次の表は、各カテゴリの詳細情報と、収集された各カテゴリの値に関する情報を示しています。次のリス
トは、表の各列に含まれる情報の種類を示しています。

• コントロールセット — コントロールはカテゴリに割り当てられ、各コントロールにはそのカテゴリのセ
キュリティ機能が反映されます。各カテゴリには複数のコントロールセットがあります。

• コントロールタイトル — ポリシーまたはプロシージャの名前。「手動による認証が必要」とは、ポリ
シーまたは手順の書面による確認または文書化が必要であることを意味します。

• 統制の説明 — このポリシーまたは手順について必要な質問、情報、または文書。
• 証拠抽出の詳細 — このカテゴリーに必要なデータをさらに取得するために必要な統制に関する情報と背

景。
• サンプル値 — このカテゴリのコンプライアンス値が規制基準に準拠しているかどうかの指針となる例を

示します。

トピック
• アクセスマネージメントコントロール (p. 100)
• アプリケーションセキュリティコントロール (p. 102)
• 監査とコンプライアンスのコントロール (p. 106)
• ビジネス回復性の制御 (p. 107)
• データセキュリティコントロール  (p. 110)
• エンドユーザーデバイスのセキュリティ制御 (p. 115)
• 人的資源コントロール (p. 117)
• インフラストラクチャのセキュリティコントロール (p. 118)
• リスク管理とインシデント対応管理 (p. 120)
• セキュリティと構成ポリシーの制御 (p. 124)

アクセスマネージメントコントロール
アクセス管理制御は、システムまたはアプリケーションへのアクセスを識別、追跡、管理、および制御し
ます。この表は、アクセス管理制御の値と説明を示しています。

コントロールセット コントロールタイトル コントロールの記述 証拠の詳細の詳細の詳細情報 サンプル値

アクセス管理 3.1.1-安全な認証- UserId 個人データ入
力 (手動による認証が必要)

ユーザーIDに個人データ（名前やメールアドレス以外）が必要ですか？ ユーザー識別子の一部として、名前やメールアドレス以外の
個人データが必要かどうかを指定してください。「はい」の
場合、どのデータが使用されますか？ どのようなユースケー
スに使用されていますか？

いいえ安全な認証

アクセス管理 3.1.2-安全な認証-アプリケーションが 
2 要素認証をサポート (手動による認証が必要)

アプリケーションは 2 要素認証をサポートしていますか? アプリケーションで 2 段階認証を使用できるかどうかを指定
します。「はい」の場合、どのツールを使用できますか？

はい
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アクセス管理 3.1.3-安全な認証-アカウントロックア
ウト (手動による認証が必要)

ログインに複数回失敗した場合、お客様のアカウントはロックされます
か?

ログインに複数回失敗した場合にアカウントロックアウトを
有効にするかどうかを指定します。「はい」の場合は、アカ
ウントがロックアウトされるまでの試行回数を指定します。

はい。ログインに 5 回失敗すると、アカウントはロックアウト
されます。

アクセス管理 3.2.1-認証情報管理-パスワードポリ
シー

アプリケーションに強度の高いパスワードポリシーが適用されています
か。

強力なパスワードポリシー 
(、RequireUppercaseCharactersRequireSymbols、など
PasswordReusePrevention) が存在するかどうかを指定して
ください。

はい

アクセス管理 3.2.2-資格情報管理-パスワード暗号化 パスワードポリシーでは、サインイン認証情報 (パスワードとユーザー 
ID) を転送中に暗号化し、保存時にソルトでハッシュすることを義務付
けていますか?

認証情報 (パスワードとユーザー ID) を転送中に暗号化するか
どうかを指定し、保存時にパスワードをソルトでハッシュす
るかどうかを指定します。「はい」の場合、詳細を教えてい
ただけますか？

はい、コードを使用して適切に塩漬けします。

アクセス管理 3.2.3-認証情報管理-シークレット管理 シークレット管理サービスを使用していますか？ シークレット管理サービスがあるかどうかを指定してくださ
い。「はい」の場合、詳細を教えていただけますか？

はい。すべての認証情報はシークレット管理サービスに保存さ
れます。それらは定期的にローテーションされます。

認証情報管理

アクセス管理 3.2.4-認証情報管理-コード内の認証情
報 (手動による認証が必要)

認証情報はコードに含まれていますか? コードに認証情報を含めるかどうかを指定します。「はい」
の場合、詳細を教えていただけますか？

いいえ

アクセス管理 3.3.1-本番環境へのアクセス-シングル
サインオン (手動による認証が必要)

SSO は実稼働環境にアクセスできるようになっていますか? SSO をアプリケーションで使用できるかどうかを指定しま
す。「はい」の場合、SSO にはどのツールが使用されます
か?

はい、デュオ SSO

アクセス管理 3.3.2-本番環境へのアクセス-二要素認
証

本番環境またはホスト環境にアクセスするには 2 要素認証が必要です
か?

実稼働環境へのアクセスに 2 要素認証 (2FA) が必要かどうか
を指定します。「はい」の場合、2FA にはどのツールが使用
されていますか？

はい、ユビキー

アクセス管理 3.3.3-本番環境へのアクセス-ルート
ユーザー (手動による認証が必要)

rootユーザーは例外的に本番環境へのアクセスにのみ使用されますか？ root ユーザーは例外時のみ使用するように指定します。「は
い」の場合、その用途を明確にできますか？

はい。ルートユーザーはデバイス管理目的でのみ使用されま
す。このようなアクセスはすべて記録され、監視されます。

アクセス管理 3.3.4-本番環境へのアクセス-ルート
ユーザー MFA

root ユーザーには多要素認証 (MFA) が必要ですか? root ユーザーとしてログインする場合に多要素認証が必要か
どうかを指定します。「はい」の場合、MFA にはどのツール
が使用されていますか?

はい。ルートユーザーは、MFA を使用してログインする必要が
あります。ルート認証情報は、通常の企業認証情報とは異なり
ます。

本番環境へのアクセス

アクセス管理 3.3.5-本番環境へのアクセス-リモート
アクセス

本番環境へのリモートアクセスは、暗号化されたチャネルやキーベース
の認証などのメカニズムを使用して保護されていますか?

アプリケーションがリモートアクセスを許可する場合は、ア
クセスが安全かどうかを指定します (たとえば、キーベース
の認証を使用するか、通信は暗号化されたチャネル経由で行
われるかなど)。

はい。リモートアクセスはデバイス管理の目的で使用されま
す。本番環境にリモートでアクセスする場合は、承認された暗
号化チャネル経由の MFA が必要です。

アクセス管理 3.4.1-アクセス制御ポリシー-最小権限
アクセス

ユーザーが本番環境にアクセスするための最小権限アクセスポリシーに
従っていますか?

ユーザーに最低限の権限を割り当てるかどうかを指定しま
す。「いいえ」の場合、どのようにアクセスを制御するので
すか。

はい

アクセス管理 3.4.2-アクセス制御ポリシー-アクセス
ポリシーレビュー

本番環境のすべてのアクセスポリシーが定期的に見直されていますか? すべてのアクセスポリシーを定期的に見直すかどうかを指定
してください。「はい」の場合は、ポリシーの見直しの頻度
を詳しく記入してください。

はい。すべてのアクセスポリシーは 3 か月ごとに見直されま
す。

アクセス管理 3.4.3-アクセス制御ポリシー-ユーザー
とセキュリティポリシーの設定 (手動による認証が必
要)

このアプリケーションでは、顧客がユーザーとその権限を設定できます
か?

お客様が環境にアクセスできるユーザーを（顧客側とベン
ダー側から）構成できるかどうかを指定します。

はい

アクセス制御ポリシー

アクセス管理 3.4.4-アクセス制御ポリシー-論理セグ
メンテーション (手動による認証が必要)

アプリケーションユーザーの論理的なセグメンテーションはあります
か?

ユーザーを論理的に区分するかどうかを指定してください。 はい
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アクセス管理 3.4.5-アクセス制御ポリシー-終了時の
アクセスレビュー

従業員の退職または役割の変更時に、関連するすべてのアクセスポリ
シーが更新されていますか？

従業員の退職時または役割の変更時に、アクセスポリシーを
削除または更新するかどうかを指定します。

はい

アクセスログ アクセスマネージメント 3.5.1-アクセスログ 本番環境で個々のユーザーが実行したアクティビティを記録しています
か?

ユーザー (従業員または顧客) のアクションと本番環境でのア
クティビティをログに記録するかどうかを指定します。「は
い」の場合、ログはどのくらいの期間保持されますか?

はい。ログは1年間保持されます。

アプリケーションセキュリティコントロール
アプリケーションセキュリティコントロールは、アプリケーションの設計、開発、およびテスト時に、
セキュリティがアプリケーションに組み込まれているかどうかを確認します。この表は、アプリケーショ
ン・セキュリティ・ポリシー・コントロールの値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.1.1-安全なソフト
ウェア開発ライフ
サイクル-個別の環
境

開発、テスト、お
よびステージング
環境は本番環境と
は別のものですか?

開発、テスト、お
よびステージング
環境が本番環境と
は別のものかどう
かを指定してくだ
さい。

はい

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.1.2-安全なソフ
トウェア開発ライ
フサイクル-安全な
コーディング慣行

セキュリティエン
ジニアは開発者と
協力してセキュリ
ティプラクティス
を行っていますか?

開発者とセキュリ
ティエンジニア
が協力して安全な
コーディングプラ
クティスを実施す
るかどうかを明記
してください。

はい

Application 
Security 4.1.3-安
全なソフトウェア
開発ライフサイク
ル-テスト環境での
顧客データの使用 
(手動による認証が
必要)

顧客データがテス
ト、開発、または
QA環境で使用され
たことはあります
か？

顧客データがテス
ト、開発、または
QA環境で使用され
たことはあります
か？ 「はい」の場
合、どのデータが
使用され、何に使
用されますか？

いいえ

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.1.4-安全なソフト
ウェア開発ライフ
サイクル-安全な接
続

SSL/TLSは、顧客
データを使用する
すべてのWebペー
ジと通信で有効に
なっていますか？

顧客データとのす
べての通信に安全
な接続 (SSL/TLS 
など) を使用する
かどうかを指定し
ます。

はい

安全なソフトウェ
ア開発ライフサイ
クル

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.1.5-安全なソフト
ウェア開発ライフ
サイクル-イメージ
Backup

アプリケーション
イメージのスナッ
プショットはバッ
クアップされてい
ますか?

イメージスナップ
ショット (アプリ
ケーションをサ
ポートするシステ
ムや顧客データを
ホストするシステ
ムなど) をバック

はい。画像は、顧
客と管理者の承認
を得てバックアッ
プされます。
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アップするかどう
かを指定します。
「はい」の場合、
スコープデータを
含むイメージス
ナップショットが
スナップされる前
に承認されている
ことを確認するプ
ロセスはあります
か？ イメージス
ナップショットに
アクセス制御が実
装されていますか?

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.2.1-アプリケー
ションセキュリ
ティレビュー-セ
キュアコードレ
ビュー

安全なコードレ
ビューは各リリー
スの前に行われて
いますか？

各リリースの前に
セキュリティコー
ドレビューを行う
かどうかを指定し
てください。

はい

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.2.2-アプリケー
ションセキュリ
ティレビュー-ペネ
トレーションテス
ト

ペネトレーション
テストは実施され
ていますか？ ペネ
トレーションテス
トのレポートはも
らえますか？

アプリケーション
でペネトレーショ
ンテストを実行す
るかどうかを指定
します。「はい」
の場合、最後の 3 
つのレポートを手
作業による証拠と
して共有してもら
えますか？

はい

アプリケーション
セキュリティレ
ビュー

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.2.3-アプリケー
ションセキュリ
ティレビュー-セ
キュリティパッチ

入手可能なリスク
の高いセキュリ
ティパッチはすべ
て定期的に適用さ
れ、検証されてい
ますか?

リスクの高いセ
キュリティパッチ
を定期的に適用す
るかどうかを指定
してください。
「はい」の場合、
どのくらいの頻
度で適用されます
か？

はい。セキュリ
ティパッチは毎月
適用されます。
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.2.4-アプリケー
ションセキュリ
ティレビュー-アプ
リケーションの脆
弱性スキャン

インターネットに
接続しているす
べてのアプリケー
ションに対して定
期的に、また大
幅な変更が行われ
た後に、脆弱性ス
キャンが実行され
ていますか?

インターネットに
接続しているす
べてのアプリケー
ションで脆弱性ス
キャンを実行する
かどうかを指定し
ます。「はい」の
場合、脆弱性ス
キャンはどのくら
いの頻度で行われ
ますか？ レポート
のコピーを入手で
きますか。

はい。脆弱性ス
キャンは毎月実行
されます。

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.2.5-アプリケー
ションセキュリ
ティレビュー-脅威
と脆弱性の管理

脅威と脆弱性の評
価ツールと収集し
たデータを管理す
るプロセスはあり
ますか?

脅威と脆弱性の評
価ツールとその結
果を管理するプロ
セスがあるかどう
かを明記してくだ
さい。脅威と脆弱
性の管理方法につ
いて詳しく教えて
ください。

はい。さまざまな
ソースからのすべ
ての脅威と脆弱性
が 1 つのポータル
に集約されます。
それらは重大度に
よって管理されま
す。

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.2.6-アプリケー
ションセキュリ
ティレビュー-マル
ウェア対策スキャ
ン

マルウェア対策ス
キャンは、アプ
リケーションをホ
ストしているネッ
トワークやシステ
ムに対して定期的
に行われています
か？

アプリケーション
をホストするネッ
トワークとシス
テムに対してマ
ルウェア対策ス
キャンを実行する
かどうかを指定し
ます。もしそうな
ら、どれくらいの
頻度で行われます
か？ レポートを提
供してもらえます
か？

はい。マルウェア
対策スキャンは毎
月実行されます。

アプリケーション
ログ

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.3.1-アプリケー
ションログ-アプリ
ケーションログ

アプリケーション
ログは収集され、
確認されています
か?

アプリケーション
ログを収集して
確認するかどうか
を指定してくださ
い。「はい」の場
合、ログはどのく
らいの期間保持さ
れますか?

はい。ログは1年間
保持されます。
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.3.2-アプリケー
ションログ-ログへ
のアクセス

オペレーティング
システムとアプリ
ケーションのログ
は、変更、削除、
または不適切なア
クセスから保護さ
れていますか?

オペレーティング
システムとアプリ
ケーションのログ
を変更、削除、ま
たは不適切なアク
セスから保護する
かどうかを指定し
てください。侵害
やインシデントが
発生した場合、ア
プリケーションロ
グの消失を検出す
るプロセスを導入
していますか?

はい

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.3.3-アプリケー
ションログ-ログに
保存されたデータ 
(手動による認証が
必要)

お客様の個人を特
定できる情報 (PII) 
をログに保存しま
すか?

お客様の個人を特
定できる情報 (PII) 
をログに保存する
かどうかを指定し
ます。

いいえ。 PII デー
タはログには保存
されません。

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.4.1-変更管理ポリ
シー-機能テストと
回復力テスト

変更をリリースす
る前に、機能テス
トと耐障害性テス
トが行われていま
すか?

新しいリリースの
前にアプリケー
ションの機能テス
トと耐障害性テス
トを実施するかど
うかを指定してく
ださい。

はい

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.4.2-変更管理ポリ
シー-変更管理手順

本番環境のすべて
の変更には、変更
管理手順が必要で
すか?

本番環境で行われ
たすべての変更に
対して変更管理手
順が実施されてい
るかどうかを指定
してください。

はい

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.4.3-変更管理ポリ
シー-ヒューマンエ
ラー/本番環境にお
けるリスクの回避

ヒューマンエラー
やリスクが本番環
境に巻き込まれな
いことを検証する
プロセスはありま
すか?

ヒューマンエラー
やリスクが本番環
境に巻き込まれな
いことを検証する
プロセスがあるこ
とを明記してくだ
さい。

はい

変更管理ポリシー

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.4.4-変更管理ポリ
シー-文書とログの
変更

サービスに影響す
る可能性のある変
更を文書化して記
録していますか?

サービスに影響す
る変更を文書化し
て記録するかどう
かを指定してくだ
さい。「はい」の
場合、ログはどの
くらいの期間保持
されますか?

はい
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

アプリケーショ
ンセキュリティ 
4.4.5-変更管理ポリ
シー-購入者への変
更通知 (手動によ
る認証が必要)

サービスに影響す
る可能性のある
変更が行われる前
に、お客様に確実
に通知するための
正式なプロセスは
ありますか？

サービスに影響す
る可能性のある
変更を行う前に、
お客様に通知する
かどうかを指定し
てください。「は
い」の場合、影響
のある変更につい
てお客様に通知す
るための SLA はど
のようなものです
か?

はい。変更に影響
する 90 日前にお
客様に通知しま
す。

監査とコンプライアンスのコントロール
監査およびコンプライアンス統制は、組織が規制要件を順守しているかどうかを評価します。この表は、
監査およびコンプライアンス管理の値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

認定が完了しまし
た

監査とコンプライ
アンス 1.1.1-認証
完了 (手動による
認証が必要)

取得している認定
資格を記載してく
ださい。

どの資格を持って
いるかを指定して
ください。

SOC2、アイソ/ア
イス 27001

認定が進行中 監査とコンプライ
アンス 1.2.1-認証
中 (手動による認
証が必要)

現在進行中のその
他の証明書の詳
細を一覧表示しま
す。

現在監査または審
査中のその他の
証明書がある場合
は、完了予定日を
記載してくださ
い。

はい。PCI 認定が
進行中です (2022
年第2四半期予定
日)。

監査とコンプライ
アンス 1.3.1-コン
プライアンスを確
保する手順-コンプ
ライアンスを確保
する手順

適用される法律、
規制、および契約
上の要件を確実に
遵守するためのポ
リシーまたは手順
はありますか?

適用される法律、
規制、および契
約上の要件を確実
に遵守するための
ポリシーまたは手
順があるかどうか
を明記してくださ
い。「はい」の場
合は、手順の詳細
を記載し、手作業
による証拠をアッ
プロードしてくだ
さい。

は
い。SOC2、ISO/
IEC 27001などの
ドキュメントを
アップロードしま
した。

コンプライアンス
を確保する手順

監査とコンプライ
アンス 1.3.2-コン
プライアンスを確
保する手順-未解決
の要件を追跡する
ための監査

未解決の規制およ
びコンプライアン
ス要件を追跡する
ための監査は完了
していますか？

未解決の要件を追
跡するために監査
を実施するかどう
かを指定してくだ
さい。「はい」の
詳細の詳細の詳細

はい、未解決の要
件を追跡するため
に監査が毎月行わ
れます。
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コントロールタイ
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証拠の詳細の詳細
の詳細情報
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の詳細の詳細の詳
細の詳細の詳細の
詳細を入力します

監査とコンプライ
アンス 1.3.3-コン
プライアンスを確
保する手順-逸脱と
例外 (手動による
証明が必要)

コンプライアンス
要件からの逸脱や
例外を処理するプ
ロセスはあります
か?

例外またはコンプ
ライアンス要件か
らの逸脱を処理す
るプロセスがある
かどうかを明記し
てください。「は
い」の詳細の詳細
の詳細の詳細の詳
細の詳細の詳細の
詳細の詳細を入力
します

はい。偏差ログと
レポートツールが
あります。future 
発生しないよう
に、すべての例外
や逸脱を調査しま
す。

ビジネス回復性の制御
ビジネスレジリエンシーコントロールは、事業継続性を維持しながら中断に迅速に適応する組織の能力を
評価します。この表は、ビジネス・レジリエンシー・ポリシー・コントロールの値と説明を示していま
す。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.1.1-ビジネスレ
ジリエンス-フェイ
ルオーバーテスト 
(手動による認証が
必要)

サイトのフェール
オーバーテストは
少なくとも年に1回
実施されています
か?

フェイルオーバー
テストを毎年実施
するかどうかを指
定してください。
「いいえ」の場
合、どのくらいの
頻度で演奏されま
すか？

はい

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.1.2-ビジネスレジ
リエンス-ビジネス
影響分析 (手動に
よる認証が必要)

ビジネスインパク
ト分析は実施され
ていますか？

ビジネスインパク
ト分析が行われた
かどうかを指定し
てください。もし
そうなら、最後に
完成したのはいつ
ですか？ 実施した
分析の詳細を記入
してください。

はい。ビジネスイ
ンパクト分析は 6 
か月前に完了しま
した。

ビジネスレジリエ
ンス

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.1.3-ビジネスレ
ジリエンス-サード
パーティベンダー
への依存 (手動に
よる認証が必要)

（クラウドサービ
スプロバイダー以
外の）重要なサー
ドパーティのサー
ビスプロバイダー
に依存しているこ
とはありますか？

サードパーティベ
ンダー (クラウド
サービスプロバイ
ダー以外) への依
存関係があるかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合、ベンダー

いいえ
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の詳細情報
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の詳細を教えてい
ただけますか？

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.1.4-ビジネスレ
ジリエンス-サード
パーティによる継
続性と回復テスト 
(手動による認証が
必要)

サードパーティベ
ンダーに独自の災
害復旧プロセスと
演習を義務付けて
いますか?

サードパーティベ
ンダーが独自の災
害復旧プロセスと
演習を実施する必
要があるかどうか
を明記してくださ
い。

このサンプルには
該当しません。

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.1.5-ビジネスレ
ジリエンス-サード
パーティベンダー
の契約違反 (手動
による証明が必要)

重要なサービスプ
ロバイダーとの
契約には、可用
性と継続性の侵
害に対する罰則
または是正条項
が含まれています
か？Amazon Sold 
and Shipped by 
Amazon（SSA）

サードパーティベ
ンダーとの契約に
は、可用性と継続
性の侵害に対する
罰則または是正条
項が含まれていま
すか？

このサンプルには
該当しません。

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.1.6-ビジネスレジ
リエンス-システム
のHealth 性

システムの状態を
把握するためのモ
ニターやアラート
はありますか?

システムの状態を
把握するためのモ
ニターやアラート
を設置しているか
どうかを指定して
ください。

はい

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.2.1-事業継続-事
業継続方針/手続き

正式な事業継続手
順が策定され、文
書化されています
か?

事業継続のための
正式な手続きが
策定され、維持さ
れているかどうか
を明記してくださ
い。「はい」の場
合は、手順の詳細
を記入してくださ
い。

はい

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.2.2-事業継続-対
応と復旧戦略

優先順位付けされ
た活動について、
具体的な対応戦略
と復旧戦略が定義
されていますか？

お客様の活動や
サービスのための
復旧および対応戦
略が策定されてい
るかどうかを明記
してください。

はい

事業継続性

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.2.3-事業継続-事
業継続性テスト

事業継続性を確保
するために復旧テ
ストを実施してい
ますか?

障害発生時に事業
継続性を確保する
ために復旧テスト
を実施するかどう
かを指定してくだ
さい。

はい。障害が発生
した場合、事業継
続のためのシステ
ムは2時間以内に起
動されます。
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ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.2.4-ビジネス継続
性-マルチテナント
環境における可用
性への影響 (手動
による認証が必要)

システムの他の
ユーザーの可用性
に影響を与える可
能性のある負荷を
課す購入者の能力
を制限しています
か?

ある購入者の負荷
が別の購入者の在
庫状況に影響する
かどうかを指定し
てください。「は
い」の場合、影響
がなくなるまでの
しきい値はどれく
らいですか？ 「い
いえ」の場合、
ピーク時以降に
サービスに影響を
与えないようにす
る方法について、
詳細を教えていた
だけますか？

はい。このサンプ
ルにはしきい値が
ありません。

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.3.1-アプリケー
ションの可用性-可
用性レコード (手
動による認証が必
要)

昨年、信頼性や可
用性に関連する重
大な問題はありま
したか？

過去 1 年間に信頼
性または可用性に
関連する重大な問
題があったかどう
かを明記してくだ
さい。

いいえ

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.3.2-アプリケー
ションの可用性-
定期メンテナンス
ウィンドウ (手動
による認証が必要)

定期メンテナンス
中にダウンタイム
が予想されますか?

サービスが停止す
る可能性のある定
期メンテナンスの
時間帯があるかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合、ダウンタ
イムはどのくらい
ですか？

いいえ

アプリケーション
の可用性

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.3.3-アプリケー
ションの可用性-オ
ンラインインシデ
ントポータル (手
動による認証が必
要)

計画的および予期
しない停止の概要
を示すオンライン
のインシデント対
応ステータスポー
タルはありますか?

計画的な停止と計
画外の停止を概
説するインシデン
トステータスポー
タルがあるかどう
かを指定してくだ
さい。「はい」の
場合は、顧客がア
クセスする方法の
詳細を記入してく
ださい。障害発生
後、ポータルはど
のくらいで更新さ
れますか?

はい。お客様は 
example.com を通
じて詳細にアクセ
スできます。
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コントロールタイ
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証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.3.4-アプリケー
ションの可用性-目
標復旧時間 (手動
による認証が必要)

具体的な目標復旧
時間 (RTO) はあり
ますか?

目標復旧時間 
(RTO) があるかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合、RTO を提
供してもらえます
か？

はい、2 時間の 
RTO です。

ビジネスレジリエ
ンシーと継続性 
6.3.5-アプリケー
ションの可用性-リ
カバリポイント目
標 (手動による認
証が必要)

具体的な目標復旧
時点 (RPO) はあり
ますか。

目標復旧時点 
(RPO) があるか
どうかを指定しま
す。「はい」の場
合、RPO を提供し
てもらえますか?

はい、1週間の
RPOです。

データセキュリティコントロール
データセキュリティ管理は、データと資産を保護します。この表は、データセキュリティコントロールの
値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

顧客データが取り
込まれました

データセキュリ
ティ 2.1.1-顧客
データの取り込み 
(手動による認証が
必要)

製品を機能させる
ために顧客が必
要とするデータの
リストを作成しま
す。

顧客から消費され
るすべてのデータ
を説明してくださ
い。機密データま
たは機密データを
消費するかどうか
を指定してくださ
い。

機密データや機密
データは消費さ
れません。この
製品は、アプリ
ケーション、イ
ンフラストラク
チャ、からのログ
など、機密性の低
い情報のみを使
用しますAWS の
サービス。(AWS 
CloudTrail,AWS 
Config VPC フロー
ログ)

データ保管場所 データセキュリ
ティ 2.2.1-データ
保存場所 (手動に
よる認証が必要)

顧客データはどこ
に保存されます
か？ データが保
存されている国と
リージョンをリス
トします。

データを保存する
国と地域のリスト
を指定します。

オハイオ (米国)、
オレゴン (米国)、
アイルランド (EU)

アクセスコント
ロール

データセキュリ
ティ 2.3.1-アクセ
ス制御-従業員アク
セス (手動による
認証が必要)

従業員は暗号化さ
れていない顧客
データにアクセス
できますか?

従業員が暗号化さ
れていない顧客
データにアクセス
できるかどうかを
指定してくださ
い。「はい」の場
合は、アクセスが

いいえ、すべての
データは保存時に
暗号化されます。
従業員は顧客デー
タにはアクセスで
きず、顧客の使用
状況に関するデー
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サンプル値

必要な理由を簡単
に説明してくださ
い。「いいえ」の
場合は、アクセス
を制御する方法を
簡単に説明してく
ださい。

タのみにアクセス
できます。

データセキュリ
ティ 2.3.2-アクセ
ス制御-モバイル
アプリケーション 
(手動認証が必要)

顧客はモバイルア
プリケーションか
らデータにアクセ
スできますか？

顧客がモバイルア
プリケーション
を使用してデータ
にアクセスできる
かどうかを指定し
てください。「は
い」の詳細の詳細
の詳細の詳細の詳
細の詳細の詳細の
詳細の詳細の詳細
の詳細の詳細 顧客
はどのようにサイ
ンインしますか? 
認証情報はアプリ
ケーションによっ
てキャッシュされ
ていますか? トー
クンはどのくらい
の頻度で更新され
ますか?

いいえ、モバイル
アプリケーショ
ンを使用してサー
ビスにアクセスす
ることはできませ
ん。

データセキュリ
ティ 2.3.3-アクセ
ス制御-データが送
信される国 (手動
による認証が必要)

顧客データは原産
国以外の国に送信
されますか？

顧客データは原産
国以外の国に送信
されますか？ 「は
い」の場合は、顧
客データを送受
信する国のリスト
を指定してくださ
い。

いいえ

データセキュリ
ティ 2.3.4-アクセ
ス制御-データは
サードパーティベ
ンダーと共有され
ていますか (手動
による認証が必要)

顧客データはサー
ドパーティベン
ダー (クラウド
サービスプロバイ
ダー以外) と共有
されていますか?

顧客データはサー
ドパーティベン
ダーと共有され
ていますか? 「は
い」の場合は、顧
客データを提供す
るサードパーティ
ベンダーとその国
または地域のリス
トを指定してくだ
さい。

いいえ

111



AWS Marketplace 購入者ガイド
統制カテゴリの理解

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

データセキュリ
ティ 2.3.5-アクセ
ス制御-第三者ベ
ンダーに関連する
セキュリティポリ
シー

サードパーティベ
ンダーが顧客デー
タの機密性、可用
性、完全性を確実
に維持するための
ポリシーや手順を
策定していますか?

サードパーティベ
ンダーが顧客デー
タの機密性、可用
性、完全性を確実
に維持するための
ポリシーまたは手
順を策定している
かどうかを明記し
てください。「は
い」の場合は、
ポリシーまたは手
順のマニュアルま
たは文書をアップ
ロードしてくださ
い。

このサンプルには
該当しません。

データセキュリ
ティ 2.4.1-データ
暗号化-保管時の
データ暗号化

保存中のデータは
すべて暗号化され
ていますか?

保管時にすべての
データを暗号化す
るかどうかを指定
します。

はい

データセキュリ
ティ 2.4.2-データ
暗号化-転送中の
データ暗号化

すべてのデータは
転送中に暗号化さ
れていますか?

転送中にすべての
データを暗号化す
るかどうかを指定
します。

はい

データセキュリ
ティ 2.4.3-データ
暗号化-強力なアル
ゴリズム (手動に
よる認証が必要)

強力な暗号化アル
ゴリズムを使用し
ていますか?

強力な暗号化ア
ルゴリズムを使
用していますか? 
「はい」の場合
は、使用する暗号
化アルゴリズム 
(RSA、AES 256 
など) を指定しま
す。

はい。AES 256 は
データの暗号化に
使用されます。

データの暗号化

データセキュリ
ティ 2.4.4-データ
暗号化-一意の暗号
化キー (手動によ
る認証が必要)

お客様には固有の
暗号化キーを生成
する機能が提供さ
れていますか?

顧客は独自の暗号
化キーを提供ま
たは生成できます
か? 「はい」の場
合は、詳細を入力
し、証拠をアップ
ロードしてくださ
い。

はい
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データセキュリ
ティ 2.4.5-データ
暗号化-暗号化キー
アクセス (手動に
よる認証が必要)

従業員は顧客の暗
号化キーにアクセ
スできないように
していますか?

従業員が顧客の暗
号化キーにアクセ
スできないように
するかどうかを指
定してください。
「いいえ」の場
合は、カスタマー
キーにアクセスで
きる理由を説明し
てください。もし
そうなら、アクセ
スの制御方法を説
明してください。

はい。暗号鍵は安
全に保管され、
定期的にローテー
ションされます。
従業員はこれらの
キーにアクセスで
きません。

データセキュリ
ティ 2.5.1-データ
ストレージと分類-
データBackup

顧客データのバッ
クアップは行うの
ですか。

顧客データをバッ
クアップするかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合は、バッ
クアップポリシー
を記述してくださ
い (バックアップ
の実行頻度、バッ
クアップの保存場
所、バックアップ
の暗号化、冗長
性などの詳細を含
む)。

はい、バック
アップは 3 か月
ごとに行われま
す。Backup は暗
号化され、お客様
データと同じリー
ジョンに保存され
ます。お客様のサ
ポートエンジニア
はバックアップを
復元できますが、
バックアップ内の
データにはアクセ
スできません。

データストレージ
と分類

データセキュリ
ティ 2.5.2-データ
ストレージと分類-
データアクセス制
御ポリシー

保存されている顧
客データに対し
て適切なアクセス
制御を実施してい
ますか? アクセス
コントロールポリ
シーの詳細を指定
します。

保存されている顧
客データに対して
適切なアクセス制
御 (RBAC など) が
実装されているか
どうかを指定して
ください。データ
へのアクセスを制
御する方法につい
て、詳細と手作業
による証拠を提供
してください。

はい。顧客データ
へのアクセスを制
限するために、最
小権限のアクセス
制御が実装されて
います。
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

データセキュリ
ティ 2.5.3-データ
ストレージと分類-
トランザクション
データ (手動によ
る認証が必要)

顧客の取引詳細 
(支払いカード情
報や取引を行う
グループに関する
情報など) は境界
ゾーンに保存され
ていますか?

顧客の取引詳細 
(支払いカード情
報や取引を行う
グループに関する
情報など) を境界
ゾーンに保存する
かどうかを指定し
ます。もしそうな
ら、なぜそれを境
界ゾーンに保管す
る必要があるのか
を説明してくださ
い。

いいえ

データセキュリ
ティ 2.5.4-データ
ストレージと分類-
情報分類

顧客データは、法
的または規制上の
要件、ビジネス価
値、および不正な
開示や変更に対す
る感受性に従って
分類されています
か?

顧客データを機密
性で分類するかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合は、この分
類の証拠を手作業
でアップロードし
てください。

はい

データセキュリ
ティ 2.5.5-データ
ストレージと分
類-データセグメン
テーション (手動
による認証が必要)

顧客間のデータセ
グメンテーション
と分離機能は提供
されていますか？

さまざまな顧客の
データをセグメ
ント化するかどう
かを指定します。
「いいえ」の場合
は、データを相互
汚染から保護する
ために必要なメカ
ニズムを説明して
ください。

はい

データ保持期間 データセキュリ
ティ 2.6.1-データ
保持 (手動による
認証が必要)

データはどのくら
いの期間保持され
ますか?

データ保持期間を
指定します。保存
期間がデータの分
類と機密性によっ
て異なる場合、各
保存期間の詳細を
教えてもらえます
か？

6ヶ月間

購入者が退会した
後のデータ保持

データセキュリ
ティ 2.6.2-クライ
アントの登録解除
後のデータ保持 
(手動による認証が
必要)

購入者が登録を解
除した後、どのく
らいの期間データ
を保持しますか？

顧客が登録を解除
した後のデータ保
持期間を指定しま
す。

3 か月
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エンドユーザーデバイスのセキュリティ制御
エンドユーザーデバイスのセキュリティ制御は、ポータブルなエンドユーザーデバイスと接続している
ネットワークを脅威や脆弱性から保護します。この表は、エンドユーザーデバイスのセキュリティポリ
シーコントロールの値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

エンドユーザー
デバイスセキュリ
ティ 7.1.1-資産/ソ
フトウェアインベ
ントリ-資産インベ
ントリ

資産インベントリ
リストは定期的に
更新されています
か？

資産インベントリ
が維持されている
かどうかを指定し
てください。「は
い」の場合、どの
くらいの頻度で更
新されますか？

はい。インベント
リは毎週更新され
ます。

資産/ソフトウェア
インベントリ

エンドユーザー
デバイスセキュリ
ティ 7.1.2-資産/ソ
フトウェアインベ
ントリ-ソフトウェ
アとアプリケー
ションのインベン
トリ

対象範囲内のシス
テムにインストー
ルされているすべ
てのソフトウェア
プラットフォーム
とアプリケーショ
ンがインベントリ
化されていますか?

インストールされ
ているすべてのソ
フトウェアとアプ
リケーションのイ
ンベントリを維持
するかどうかを指
定してください。
「はい」の場合、
どのくらいの頻
度で更新されます
か？

はい。インベント
リは毎週更新され
ます。

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.2.1-資産セ
キュリティ-セキュ
リティパッチ

入手可能なすべて
のリスクの高いセ
キュリティパッチ
が、すべてのエン
ドユーザーデバイ
スに少なくとも月
に1回適用され、
検証されています
か？

リスクの高いセ
キュリティパッチ
をすべて少なくと
も毎月適用するか
どうかを指定して
ください。「いい
え」の場合、どの
くらいの頻度で適
用されますか？ 
パッチの管理方法
について詳しく教
えてください。

はい。このプロセ
スを隔週で実行
するセキュリティ
チームがありま
す。

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.2.2-アセッ
トセキュリティ-
エンドポイントセ
キュリティ

エンドポイントセ
キュリティはあり
ますか?

エンドポイントセ
キュリティがす
べてのデバイスに
インストールされ
ているかどうかを
指定します。「は
い」の場合、ツー
ルとそのメンテナ
ンス方法の詳細を
教えていただけま
すか？

はい。当社のセ
キュリティチーム
は、社内ツールを
使用して隔週でこ
れを処理します。

資産セキュリティ

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.2.3-アセッ

組織資産のメンテ
ナンスと修理は、
承認され管理され

アセットのメンテ
ナンスと修理を
管理されたツール

はい。デバイスの
すべてのメンテナ
ンスがログに記録
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

トセキュリティ-ア
セットのメンテナ
ンスと修理 (手動
による認証が必要)

たツールを使って
行われ、記録され
ているか？

で行い、記録する
かどうかを指定し
てください。「は
い」の場合、管理
方法の詳細を教え
ていただけます
か？

されます。このメ
ンテナンスはダウ
ンタイムにはつな
がりません。

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.2.4-資産セ
キュリティ-デバイ
スのアクセス制御

デバイスのアク
セス制御は有効に
なっていますか？

デバイスのアクセ
ス制御 (RBAC な
ど) が有効になっ
ているかどうかを
指定します。

はい。すべてのデ
バイスに最小権限
アクセスが実装さ
れています。

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.3.1-デバイ
スログ-ログの詳細
が十分 (手動によ
る認証が必要)

オペレーティング
システムとデバイ
スのログには、イ
ンシデント調査に
役立つ十分な詳細
が記録されていま
すか?

インシデント調査
に役立つ十分な詳
細 (ログインの成
功と失敗、重要な
構成設定やファイ
ルの変更など) が
ログに含まれて
いるかどうかを指
定してください。
「いいえ」の場合
は、インシデント
調査の処理方法の
詳細を記入してく
ださい。

はい

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.3.2-デバイ
スログ-デバイスロ
グへのアクセス

デバイスログは変
更、削除、不適
切なアクセスから
保護されています
か？

デバイスログを変
更、削除、または
不適切なアクセス
から保護するかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合、それをど
のように実施する
かについての詳細
を教えていただけ
ますか？

はい。ログへの変
更はアクセス制
御によって強制さ
れます。ログへの
すべての変更がア
ラートにつながり
ます。

デバイスログ

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.3.3-デバイ
スログ-ログ保存 
(手動による認証が
必要)

ログは攻撃を調査
するのに十分な期
間保存されていま
すか?

ログはどのくらい
の期間保持されま
すか?

はい、1年です。
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.4.1-モバイ
ルデバイス管理-モ
バイルデバイス管
理プログラム

モバイルデバイス
管理プログラムは
ありますか?

モバイルデバイス
管理プログラムが
あるかどうかを指
定してください。
「はい」の場合
は、モバイルデバ
イス管理に使用す
るツールを指定し
てください。

はい。社内ツール
を使用していま
す。

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.4.2-モバイ
ルデバイス管理-プ
ライベートモバイ
ルデバイスからプ
ロダクション環境
へのアクセス (手
動認証が必要)

管理されていない
プライベートモバ
イルデバイスを使
用して、スタッフ
が本番環境にアク
セスできないよう
にしていますか？

管理されていない
プライベートモ
バイルデバイスを
使用して従業員が
本番環境にアクセ
スできないように
するかどうかを指
定してください。
「いいえ」の場
合、この管理をど
のように実施しま
すか？

はい

モバイルデバイス
管理

エンドユーザーデ
バイスセキュリ
ティ 7.4.3-モバイ
ルデバイス管理-モ
バイルデバイスか
ら顧客データへの
アクセス (手動に
よる認証が必要)

従業員は、管理さ
れていないプライ
ベートモバイルデ
バイスを使用して
顧客データを表示
または処理するこ
とを禁止されてい
ますか？

従業員が管理対象
外のモバイルデバ
イスを使用して顧
客データにアクセ
スできないように
するかどうかを指
定してください。
「いいえ」の場
合、アクセスを許
可するユースケー
スはどのようなも
のですか？ どのよ
うにアクセスをモ
ニタリングするの
ですか。

はい

人的資源コントロール
人事管理では、従業員の雇用、支払い、解雇などのプロセスにおける機密データの取り扱いについて、従
業員関連部門を評価します。この表は、人事ポリシー統制の値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

人的資源政策 人事 9.1.1-人事方
針-従業員のバッ
クグラウンドスク
リーニング

雇用前に身元調査
は行われますか?

雇用前に全従業員
の身元調査を行う
かどうかを明記し
てください。

はい
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

人事 9.1.2-人事方
針-従業員契約

雇用前に雇用契約
は締結されていま
すか？

雇用前に雇用契約
に署名するかどう
かを指定してくだ
さい。

はい

人事 9.1.3-人事方
針-従業員向けセ
キュリティトレー
ニング

全従業員は定期的
にセキュリティ意
識向上研修を受け
ていますか？

従業員が定期的に
セキュリティト
レーニングを受け
るかどうかを指定
してください。
「はい」の場合、
どのくらいの頻度
でセキュリティト
レーニングを受け
ますか？

はい。彼らは毎年
セキュリティト
レーニングを受け
ています。

人事 9.1.4-人事方
針-方針違反に対す
る懲戒処分

人事方針の違反に
対する懲戒処分は
ありますか？

人事方針の違反に
対する懲戒手続
きがあるかどうか
を明記してくださ
い。

はい

人事 9.1.5-人事方
針-請負業者/下請
け業者のバックグ
ラウンドチェック 
(手動による証明が
必要)

サードパーティの
ベンダー、請負業
者、下請け業者の
バックグラウンド
チェックは行われ
ていますか？

サードパーティの
ベンダー、請負業
者、下請け業者の
バックグラウンド
チェックを行うか
どうかを指定して
ください。もしそ
うなら、バックグ
ラウンドチェック
は定期的に行われ
ていますか？

はい。バックグラ
ウンドチェックは
毎年行われます。

人事 9.1.6-人事方
針-解雇時の資産の
返還

解約時に構成資産
の返還を確認する
プロセスはありま
すか？

従業員の退職時に
構成資産の返還
を確認するプロセ
スがあるかどうか
を明記してくださ
い。

はい

インフラストラクチャのセキュリティコントロール
インフラストラクチャのセキュリティ管理は、重要な資産を脅威や脆弱性から保護します。この表は、イ
ンフラストラクチャ・セキュリティ・ポリシー・コントロールの値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

物理的セキュリ
ティ

インフラセキュリ
ティ 8.1.1-物理的
セキュリティ-施設
への物理アクセス

資産（建物、車
両、ハードウェア
など）に直接アク
セスする必要があ

資産（建物、車
両、ハードウェア
など）に直接アク
セスする必要があ

はい
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

る個人は、IDと必
要な認証情報を提
供する必要があり
ますか？

る個人に ID と必要
な認証情報を提供
する必要があるか
どうかを指定して
ください。

インフラセキュリ
ティ 8.1.2-物理的
セキュリティ-物理
的セキュリティと
環境管理の実施

データセンターや
オフィスビルで
は、物理的なセ
キュリティと環境
管理が実施されて
いますか?

すべての施設に物
理的なセキュリ
ティと環境管理が
実施されているか
どうかを指定して
ください。

はい

インフラストラク
チャセキュリティ 
8.1.3-物理セキュリ
ティ-ビジターアク
セス (手動による
認証が必要)

訪問者のアクセス
を記録しています
か？

訪問者が施設への
立ち入りを許可さ
れた場合、訪問者
のアクセスログは
保持されますか？ 
「はい」の場合、
ログはどのくらい
の期間保持されま
すか?

はい。ログは1年間
保持されます。

Infrastructure 
Security 8.2.1-ネッ
トワークセキュリ
ティ-未使用のポー
トとサービスを無
効にする (手動に
よる認証が必要)

未使用のポートと
サービスはすべ
て実稼働環境とシ
ステムから無効に
なっていますか?

未使用のポートと
サービスをすべて
実稼働環境とシス
テムから無効にす
るかどうかを指定
します。

はい

インフラセキュ
リティ 8.2.2-ネッ
トワークセキュ
リティ-ファイア
ウォールの使用

ファイアウォール
を使用して、重要
で機密性の高いシ
ステムを、機密性
の低いシステムを
持つネットワーク
セグメントとは別
のネットワークセ
グメントに分離し
ていますか？

ファイアウォール
を使用して、重要
で機密性の高いセ
グメントを、感度
の低いシステムの
セグメントから分
離するかどうかを
指定します。

はい

ネットワークセ
キュリティ

インフラセキュ
リティ 8.2.3-ネッ
トワークセキュ
リティ-ファイア
ウォールルールレ
ビュー

すべてのファイア
ウォールルール
は定期的に見直さ
れ、更新されてい
ますか?

ファイアウォール
ルールはどのくら
いの頻度で確認お
よび更新されます
か?

はい。ファイア
ウォールルールは 
3 か月ごとに更新
されます。
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

インフラセキュリ
ティ 8.2.4-ネット
ワークセキュリ
ティ-侵入検知/防
止システム

侵入検知および防
止システムは、
すべての機密性の
高いネットワーク
ゾーンとファイア
ウォールが有効に
なっている場所に
導入されています
か?

すべての機密ネッ
トワークゾーンで
侵入検知および防
止システムを有効
にするかどうかを
指定します。

はい

インフラセキュ
リティ 8.2.5-ネッ
トワークセキュリ
ティ-セキュリティ
と強化基準

ネットワークデバ
イスのセキュリ
ティ基準や強化基
準はありますか?

ネットワークデバ
イスにセキュリ
ティとセキュリ
ティ強化の基準を
設定しているかど
うかを指定してく
ださい。「はい」
の場合、詳細 (こ
れらの標準がどの
くらいの頻度で実
装および更新され
ているかについて
の詳細を含む) を
教えていただけま
すか?

はい。セキュリ
ティと強化の標準
は、ネットワーク
デバイスに毎月実
装されます。

クラウドサービス Infrastructure 
Security 8.3.1-クラ
ウドサービス-アプ
リケーションのホ
ストに使用される
プラットフォーム 
(手動による認証が
必要)

アプリケーション
をホストするため
に使用するクラウ
ドプラットフォー
ムをリストアップ
してください。

アプリケーション
のホスティングに
使用するクラウド
プラットフォーム
を指定します。

AWS

リスク管理とインシデント対応管理
リスク管理とインシデント対応統制は、許容できると見なされるリスクのレベルと、リスクと攻撃に対応
するために講じられた措置を評価します。この表には、リスク管理とインシデント対応ポリシー統制の値
と説明が記載されています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

リスクアセスメン
ト

リスク管理/インシ
デント対応 5.1.1-
リスク評価-リスク
への対処と特定

破壊的なインシデ
ントが組織にもた
らすリスクを特定
して対処すること
に重点を置いた正
式なプロセスはあ
りますか？

組織に破壊的なイ
ンシデントを引き
起こすリスクを特
定して対処するプ
ロセスがあるかど
うかを明記してく
ださい。

はい
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コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

リスク管理/インシ
デント対応 5.1.2-
リスク評価-リスク
管理プロセス

評価中に特定され
たリスクの治療を
管理するプログラ
ムやプロセスはあ
りますか？

リスクとその軽減
を管理するプログ
ラムまたはプロセ
スがあるかどうか
を明記してくださ
い。「はい」の場
合、リスク管理プ
ロセスの詳細を教
えていただけます
か？

はい。不適合に対
処するために、定
期的に問題を確認
して修正します。
環境に影響する問
題については、以
下の情報を確認し
ています。

• 特定された問題
の詳細

• 根本原因

• 補償制御

• 重要度

• 所有者

• 短期的な進むべ
き道筋

• 長期的な進むべ
き道

リスク管理/インシ
デント対応 5.1.3-
リスク評価-リスク
評価

リスク評価は頻繁
に行われますか？

リスク評価は頻繁
に行われますか？ 
「はい」の場合
は、リスク評価の
頻度を指定してく
ださい。

はい。リスク評価
は6か月ごとに完了
します。

リスク管理/インシ
デント対応 5.1.4-
リスク評価-サード
パーティベンダー
のリスク評価

リスク評価はすべ
てのサードパー
ティベンダーに対
して実施されてい
ますか?

すべてのサード
パーティベンダー
に対してリスク評
価を実施するかど
うかを指定してく
ださい。もしそう
なら、どのくらい
の頻度で？

このサンプルには
該当しません。

リスク管理/インシ
デント対応 5.1.5-
リスク評価-契約変
更時のリスク再評
価

サービスの提供ま
たは契約の変更が
発生したときにリ
スク評価が行われ
ますか？

サービスの提供ま
たは契約が変更さ
れるたびにリスク
評価を実施するか
どうかを指定して
ください。

このサンプルには
該当しません。
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の詳細情報
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リスク管理/インシ
デント対応 5.1.6-
リスク評価-リスク
の承認 (手動によ
る認証が必要)

経営者がリスクを
故意かつ客観的
に受け入れ、アク
ションプランを承
認するプロセスは
ありますか？

経営陣がリスクを
理解して受け入
れ、アクションプ
ランとリスク関連
の問題を解決する
ためのタイムライ
ンを承認するため
のプロセスがある
かどうかを明記し
てください。プロ
セスには、各リス
クの背後にある指
標の詳細を経営
陣に提供すること
が含まれています
か？

はい。リスクの深
刻度と、リスクが
軽減されない場合
の潜在的な問題に
関する詳細が、リ
スクを承認する前
に経営陣に提供さ
れます。

リスク管理/インシ
デント対応 5.1.7-
リスク評価-リスク
指標 (手動による
認証が必要)

リスク指標を定
義、監視、報告す
るための対策を講
じていますか？

リスク指標を定
義、監視、報告す
るプロセスがある
かどうかを指定し
てください。

はい

リスク管理/インシ
デント対応 5.2.1-
インシデント管理-
インシデント対応
計画

正式なインシデン
ト対応計画はあり
ますか?

正式なインシデン
ト対応計画がある
かどうかを指定し
てください。

はい

リスク管理/インシ
デント対応 5.2.2-
インシデント管理-
セキュリティイン
シデントを報告す
る連絡先 (手動に
よる認証が必要)

顧客がセキュリ
ティインシデント
を報告するプロセ
スはありますか?

顧客がセキュリ
ティインシデント
を報告するプロセ
スがあるかどうか
を指定してくださ
い。「はい」の場
合、顧客はどのよ
うにしてセキュリ
ティインシデン
トを報告できます
か？

はい。お客様は
example.comにイ
ンシデントを報告
できます。

リスク管理/インシ
デント対応 5.2.3-
インシデント管理-
インシデント/主要
活動の報告

主要な活動を報告
していますか?

主要な活動を報告
していますか? 主
な活動を報告する
ための SLA はどの
ようなものですか?

はい。すべての主
要な活動は1週間
以内に報告されま
す。

インシデント管理

リスク管理/インシ
デント対応 5.2.4-
インシデント管理-
インシデントリカ
バリ

災害復旧計画はあ
りますか?

インシデント発生
後の復旧計画が
あるかどうかを指
定してください。
「はい」の場合、
復旧計画の詳細を
教えていただけま
すか？

はい。インシデン
ト発生後、復旧は
24時間以内に完了
します。
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リスク管理/インシ
デント対応 5.2.5-
インシデント管理-
攻撃を受けた場合
に購入者が利用で
きるログ (手動に
よる認証が必要)

攻撃を受けた場
合、関連するリ
ソース (ログ、イ
ンシデントレポー
ト、データなど) 
を顧客に提供でき
ますか?

攻撃やインシデン
トが発生した場合
に、その使用に関
連するリソース 
(ログ、インシデン
トレポート、デー
タなど) を顧客に
提供できますか?

はい

リスク管理/インシ
デント対応 5.2.6-
インシデント管理-
セキュリティ速報 
(手動による認証が
必要)

アプリケーション
に影響する最新
の攻撃や脆弱性を
まとめたセキュリ
ティ速報はありま
すか?

アプリケーション
に影響する最新
の攻撃や脆弱性を
まとめたセキュリ
ティ速報がある
かどうかを指定し
てください。「は
い」の場合、詳細
を教えていただけ
ますか？

はい。お客様は
example.comにイ
ンシデントを報告
できます。

リスク管理/インシ
デント対応 5.3.1-
インシデント検知-
包括的なロギング

インシデントの特
定と軽減に役立つ
包括的なロギング
はありますか？

包括的なロギング
が有効になってい
るかどうかを指定
してください。シ
ステムがログに記
録できるイベント
のタイプを特定し
ます。ログはどの
くらいの期間保持
されますか?

はい。アプリ
ケーション、デ
バイス、AWS の
サービスなどの
イベントAWS 
CloudTrailAWS 
Config、および 
VPC フローログが
記録されます。ロ
グは 1 年間保持さ
れます。

リスク管理/インシ
デント対応 5.3.2-
インシデント検知-
ログモニタリング

ログ監視などの検
出メカニズムを使
用して、異常なア
クティビティや疑
わしいアクティビ
ティを監視して警
告していますか?

セキュリティ監視
と警告を定期的
に実行するかどう
かを指定します。
「はい」の場合、
異常または疑わし
い動作のログ監視
が含まれています
か？

はい。すべてのロ
グは、複数回のロ
グイン失敗、異常
な位置情報からの
ログイン、その他
の不審なアラート
などの異常な動作
がないか監視され
ます。

インシデント検知

リスク管理/インシ
デント対応 5.3.3-
インシデント検知-
サードパーティの
データ侵害

下請け業者のセ
キュリティ、プラ
イバシー、または
データ侵害の問題
を特定して検出し
て記録するプロセ
スはありますか？

データ侵害、セ
キュリティ問題、
プライバシー問題
について第三者ベ
ンダーや下請け業
者を特定して検出
するプロセスが実
施されているかど
うかを明記してく
ださい。

はい
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インシデント通知
の SLA

リスク管理/インシ
デント対応 5.4.1-
インシデント通知
の SLA (手動によ
る認証が必要)

インシデントや違
反に関する通知を
送信する際の SLA 
はどのようなもの
ですか?

インシデントや違
反に関する通知を
送信する際の SLA 
はどのようなもの
ですか?

7 日間

セキュリティと構成ポリシーの制御
セキュリティと構成ポリシーの統制は、組織の資産を保護するセキュリティポリシーとセキュリティ構成
を評価します。この表は、セキュリティと構成ポリシー制御の値と説明を示しています。

コントロールセッ
ト

コントロールタイ
トル

コントロールの記
述

証拠の詳細の詳細
の詳細情報

サンプル値

セキュリティおよ
び構成ポリシー 
10.1.1-情報セキュ
リティポリシー-情
報セキュリティポ
リシー

セキュリティチー
ムが所有および管
理する情報セキュ
リティポリシーは
ありますか?

情報セキュリティ
ポリシーがある
かどうかを指定し
てください。「は
い」の場合は、
手動による証拠を
共有またはアップ
ロードしてくださ
い。

はい。NISTフレー
ムワークに基づい
てセキュリティポ
リシーを構築しま
す。

情報セキュリティ
ポリシー

セキュリティおよ
び設定ポリシー 
10.1.2-情報セキュ
リティポリシー-ポ
リシーレビュー

すべてのセキュリ
ティポリシーが毎
年見直されますか?

セキュリティポリ
シーを毎年見直す
かどうかを指定し
てください。「い
いえ」の場合、ポ
リシーはどのくら
いの頻度で見直さ
れますか？

はい。毎年見直し
ます。

セキュリティおよ
び構成ポリシー 
10.2.1-セキュリ
ティ構成のポリ
シー-セキュリティ
構成 (手動による
認証が必要)

セキュリティ設定
標準は維持され、
文書化されていま
すか?

すべてのセキュリ
ティ設定標準が維
持され、文書化さ
れているかどうか
を指定してくださ
い。「はい」の場
合は、手動による
証拠を共有または
アップロードして
ください。

はいセキュリティ設定
のポリシー

セキュリティおよ
び構成ポリシー 
10.2.2-セキュリ
ティ構成のポリ
シー-セキュリティ
構成のレビュー 
(手動による認証が
必要)

セキュリティ構成
は少なくとも年に1
回見直されますか?

セキュリティ構成
を少なくとも年に
1回見直すかどうか
を指定してくださ
い。「いいえ」の
場合は、レビュー
の頻度を指定して
ください。

はい。3か月ごとに
見直します。
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の詳細情報
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セキュリティおよ
び構成ポリシー 
10.2.3-セキュリ
ティ構成のポリ
シー-構成の変更

構成の変更は記録
されますか?

構成の変更の変更
をログに記録する
かどうかを指定し
ます。「はい」の
場合、ログはどの
くらいの期間保持
されますか?

はい。構成の変更
はすべて監視さ
れ、記録されま
す。構成が変更さ
れるとアラートが
生成されます。ロ
グは 6 か月間保持
されます。

AWS Marketplaceベンダーインサイトを使用して購
入者としてスナップショットをエクスポートする

point-in-time スナップショットはセキュリティプロファイルの状態です。スナップショットをエクスポー
トすると、データをオフラインでダウンロードして確認したり、証拠データを確認したり、製品を比較し
たりすることができます。

スナップショットのエクスポート
JSON 形式または CSV 形式にエクスポートできます。スナップショットのエクスポートは、次の手順に従
います。

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Marketplace コンソールを開きます。
2. 「ベンダーインサイト」を選択します。
3. ベンダーインサイトから製品を選択します。
4. 「概要」セクションから「概要」セクションに移動し、「エクスポート」を選択します。
5. ドロップダウンリストから、[ダウンロード (JSON)] または [ダウンロード (CSV)] を選択します。

AWS Marketplaceベンダーインサイトでのアクセス
制御

AWS Identity and Access Management(IAM)AWS のサービス は、AWSリソースへのアクセスを制御する
のに役立ちます。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS のサービス です。管理者は、誰を認証 (サイ
ンイン) し、書き込みできる (アクセス許可を付与する)AWS Marketplace かを制御することができます。 
AWS MarketplaceVendor InsightsはIAMを使用して、出品者データ、評価、出品者自己証明、業界標準の
監査レポートへのアクセスを管理しています。

AWS Marketplace 管理ポータル誰が何をできるかを制御するおすすめの方法は、IAM を使用してユーザー
とグループを作成することです。次に、そのユーザーをグループに追加してグループを管理します。読み
取り専用のアクセス許可を付与するポリシーまたはアクセス許可をグループに割り当てます。読み取り専
用アクセスを必要とする他のユーザーがいる場合は、そのユーザーに権限を追加する代わりに、作成した
グループにそのユーザーを追加できますAWS アカウント。

ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに適用されるアクセス許可を定義したドキュメントで
す。権限によって、ユーザーが実行できる操作が決まりますAWS。ポリシーでは通常、特定のアクション
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へのアクセスを許可し、オプションで、それらのアクションを Amazon EC2 インスタンスや Amazon S3 
バケットなどの特定のリソースで実行することを許可することができます。また、ポリシーにより、アク
セスを明示的に拒否することもできます。アクセス許可は、特定のリソースへのアクセスを許可または拒
否するポリシー内のステートメントです。

Important

作成したすべての ユーザーは、自分の認証情報を使用して認証します。しかし、AWS アカウン
ト彼らは同じものを使います。ユーザーが行った変更はアカウント全体に影響を及ぼす可能性が
あります。

AWS Marketplace には、そのようなアクセス許可が付与されたユーザーが AWS Marketplace 
管理ポータル で実行できるアクションを制御するために定義されたアクセス許可がありま
す。また、AWS Marketplace複数の権限を組み合わせて作成および管理するポリシーもありま
す。AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess ポリシーでは、ユーザーに AWS Marketplace 管
理ポータル の製品へのフルアクセスを許可します。

利用可能なアクション、リソース、条件キーの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「な
し」の「なし」を参照してください。AWS Marketplace

AWS Marketplaceベンダーインサイト購入者の権限
AWS Marketplaceベンダーインサイトの IAM ポリシーでは、以下の権限を使用できます。アクセス権限を 
1 つの IAM ポリシーにまとめて、必要な権限を付与できます。

GetProfileAccessTerms
GetProfileAccessTermsユーザーは、AWS Marketplace必要な条件を検索してベンダーインサイトプロ
ファイルを確認し、同意し、アクセスすることができます。

読み取り書き込みできる

必要なリソース:SecurityProfile.

ListEntitledSecurityProfiles
ListEntitledSecurityProfilesユーザーは、有効な閲覧権限を持つすべてのセキュリティプロファ
イルを一覧表示できます。

アクショングループ:読み取り専用、リスト専用、および読み取り/書き込み。

なし

ListEntitledSecurityProfileSnapshots
ListEntitledSecurityProfileSnapshotsユーザーは、有効な読み取り権限を持つセキュリティプロ
ファイルのセキュリティプロファイルスナップショットを一覧表示できます。 SecurityProfile。

アクショングループ:読み取り専用、リスト専用、および読み取り/書き込み。

必要なリソース:SecurityProfile

GetEntitledSecurityProfileSnapshot
GetEntitledSecurityProfileSnapshotユーザーは、有効な読み取り権限を持つセキュリティプロ
ファイルのセキュリティプロファイルスナップショットの詳細を取得できます。
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GetEntitledSecurityProfileSnapshot

読み取り書き込みできる

必要なリソース:SecurityProfile
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AWS Marketplace のセキュリティ
当社では、高品質な出品者からのソフトウェアを出品し、選定した製品の品質維持に積極的に取り組んで
います。 お客様はそれぞれ異なるため、当社の目標は、掲載されている製品に関する十分な情報を提供し
て、AWS Marketplaceお客様が適切な購入決定を下せるようにすることです。

Note

AWS Data Exchange のデータ製品のセキュリティについては、AWS Data Exchange ユーザーガ
イドの「セキュリティ」を参照してください。
の出品者のセキュリティについてはAWS Marketplace、出品者ガイドのAWS Marketplace「AWS 
Marketplaceセキュリティ」を参照してください。

販売者と共有されるサブスクライバー情報
当社は、以下の理由により、販売者の連絡先情報を当社の販売者と共有することがあります。

• カスタマートレーニングとテクニカルサポートを提供する必要がある場合。
• ソフトウェアのアクティベーション、設定、およびコンテンツのカスタマイズに使用する場合。
• 販売チームに社内で補償する場合。

さらに、販売者が販売チームに報酬を支払うために、会社名、住所、使用料などの情報を販売者と共有す
ることがあります。。また、ベンダーがマーケティングキャンペーンの有効性を評価できるように、当社
が特定の情報を販売者と共有することもあります。販売者は、この情報をすでに所有している情報と共に
使用して、販売チームに対する報酬や特定の購入者の使用法を決定することができます。

そうでない場合は、当社では通常、購入者の情報を販売者と共有することはなく、共有する情報は個人を
特定できる情報ではありません。ただし、購入者が個人情報を共有することを当社に許可している場合、
もしくは法律や規制に準拠するためにその情報を販売者に提供することが必要であると当社が認めた場合
を除きます。

IAM ポリシーを IPv6 にアップグレード
AWS Marketplace顧客は IAM ポリシーを使用して IP アドレスの許可範囲を設定し、設定した範囲外の 
IPAWS Marketplace アドレスがリソースにアクセスできないようにします。

AWS MarketplaceウェブサイトドメインはIPv6プロトコルにアップグレードされています。

IPv6 アドレスを処理するために更新されていない IP アドレスのフィルタリングポリシーの IP アドレスの
フィルタリングポリシーが IP アドレスのフィルタリングポリシーに更新されていない IP アドレスのフィ
ルタリングポリシーでは、AWS Marketplace Web サイトのリソースへのアクセスを取得または失う場合が
あります。

IPv4 から IPv6 へのアップグレードによって影響を受
けるお客様
デュアルアドレッシングを使用しているお客様は、このアップグレードの影響を受けます。デュアルアド
レッシングとは、IPv6 とIPv6 の両方をサポートするネットワークです。
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IPv6 とは何ですか?

デュアルアドレスを使用している場合は、現在IPv4形式のアドレスで構成されているIAMポリシー
を、IPv6形式のアドレスを含むように更新する必要があります。

アクセスに関する問題については、にお問い合わせくださいAWS Support。
Note

次のお客様はこのアップグレードの影響を受けません。

• IPv4 ネットワークのみを利用しているお客様。
• IPv6 ネットワークのみを利用しているお客様。

IPv6 とは何ですか?
IPv6は、最終的にはIPv4に取って代わることを目的とした次世代のIP標準です。以前のバージョンの IPv4 
では、32 ビットのアドレススキームを使用して 43 億台のデバイスをサポートしていました。IPv6は代わ
りに128ビットのアドレッシングを使用して、約340兆兆個（つまり、2～128倍）のデバイスをサポートし
ます。

2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652
2001:cdba:0:0:0:0:3257:9652
2001:cdba::3257:965

IPv6 用の IAM ポリシーを更新する
現在、IAMポリシーを使用して、aws:SourceIpフィルターを使用してIPアドレスの許可範囲を設定して
います。

デュアルアドレッシングは、IPv4トラフィックとIPV6トラフィックの両方をサポートします。ネットワー
クでデュアルアドレッシングを使用している場合、IP アドレスのフィルタリングに使用される IAM ポリ
シーが IPv6 アドレス範囲を含むように更新されているか確認する必要があります。

たとえば、この Amazon S3 バケットポリシーは、許可されている 
IPv4192.0.2.0.*203.0.113.0.*Condition アドレス範囲とエレメント内のアドレスを識別します。

# https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_examples_aws_deny-
ip.html
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "NotIpAddress": { 
                "*aws:SourceIp*": [ 
                    "*192.0.2.0/24*", 
                    "*203.0.113.0/24*" 
                ] 
            }, 
            "Bool": { 
                "aws:ViaAWSService": "false" 
            } 
        } 
    }
}

このポリシーを更新するには、Condition2001:DB8:1234:5678::/642001:cdba:3257:8593::/64
IPv6アドレス範囲とを含むようにポリシーの要素を更新します。
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IPv4 から IPv6 への更新後のテストネットワーク

Note

既存の IPv4 アドレスは下位互換性の維持に必要なため、削除しないでください。

"Condition": { 
            "NotIpAddress": { 
                "*aws:SourceIp*": [ 
                    "*192.0.2.0/24*", <<DO NOT remove existing IPv4 address>> 
                    "*203.0.113.0/24*", <<DO NOT remove existing IPv4 address>> 
                    "*2001:DB8:1234:5678::/64*", <<New IPv6 IP address>> 
                    "*2001:cdba:3257:8593::/64*" <<New IPv6 IP address>> 
                ] 
            }, 
            "Bool": { 
                "aws:ViaAWSService": "false" 
            } 
        }

IAM によるアクセス権限の管理の詳細については、AWS Identity and Access Managementユーザーガイド
の「管理ポリシーとインラインポリシー」を参照してください。

IPv4 から IPv6 への更新後のテストネットワーク
IAM ポリシーを IPv6 形式に更新したら、ネットワークが IPv6AWS Marketplace エンドポイントとウェブ
サイト機能にアクセスしているかどうかをテストできます。

トピック
• Linux/Unix または Mac OS X によるネットワークのテスト (p. 130)
• ウィンドウズ 7 またはウィンドウズ 10 によるネットワークのテスト  (p. 130)
• AWS MarketplaceWeb サイトのテスト  (p. 131)

Linux/Unix または Mac OS X によるネットワークのテスト
Linux/Unix または Mac OS X を使用している場合、次の curl コマンドを使用して IPv6 エンドポイントに
ネットワークがアクセスしているかどうかテストできます。

curl -v -s -o /dev/null http://ipv6.ec2-reachability.amazonaws.com/

たとえば IPv6 で接続している場合、接続されている IP アドレスには次の情報が表示されます。

* About to connect() to aws.amazon.com port 443 (#0)
*   Trying IPv6 address... connected
* Connected to aws.amazon.com (IPv6 address) port 443 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.18.1 (x86_64-unknown-linux-gnu) libcurl/7.18.1 OpenSSL/1.0.1t 
 zlib/1.2.3
> Host: aws.amazon.com

ウィンドウズ 7 またはウィンドウズ 10 によるネットワークのテ
スト
Windows 7 または Windows 10 を使用している場合、IPv6 または IPv6 でデュアルスタックのエンドポイ
ントにアクセスできるかどうかテストできます。次の例に示すように ping コマンドを使用します。
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ションへのアクセスのコントロール

ping aws.amazon.com

このコマンドは、IPv6 経由でエンドポイントにアクセスしている場合、IPv6 アドレスを返します。

AWS MarketplaceWeb サイトのテスト
AWS Marketplace更新後にウェブサイトの機能をテストするかどうかは、主にポリシーの記述方法と使用
目的によって異なります。一般的には、ポリシーで指定されている機能が意図したとおりに動作すること
を確認する必要があります。

AWS MarketplaceWeb サイトの機能のテストを開始する際に、以下のシナリオが役立ちます。

AWS MarketplaceWeb サイトの購入者として、次のタスクができるかどうかテストしてください。

• AWS Marketplace製品を購読する。
• AWS Marketplace製品を設定します。
• AWS Marketplace商品を発売または出荷する。

AWS MarketplaceWeb サイトの販売者として、次のタスクができるかどうかテストしてください。

• AWS Marketplace既存の製品を管理します。
• AWS Marketplace製品を作成します。

AWS Marketplace サブスクリプションへのアクセ
スのコントロール

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)従業員の ID を安全に作成または接続
し、AWS アカウントさまざまなアプリケーションにわたって従業員のアクセスを一元管理できます。IAM 
Identity Center は、AWSあらゆる規模やタイプの組織でワークフォースの認証と承認を行うための推奨ア
プローチです。その他の設定ガイダンスについては、AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャをご
覧ください。

IAM ID Center には、ユーザーが自分に割り当てられているグループ、クラウドアプリケーションAWS 
アカウント、カスタムアプリケーションを一元的に検索したり確認したりできるユーザーポータルが含
まれます。IAM ID Center は、接続ディレクトリ内のユーザーおよびグループに、シングルサインオン
アクセスを割り当て、アクセス権限セットを使用してアクセスレベルを決定します。これにより、一時
的セキュリティ認証情報を有効にします。AWS特定の管理対象ロールをアクセスに割り当てて、AWS 
MarketplaceAWSサブスクリプションの管理を組織全体に委任することで、AWS Marketplaceアクセスレ
ベルを定義できます。

たとえば、グループ、ユーザー、そのロールにという名前を付け、ManagedmarketPlace_ViewOnlyそ
のロールをアタッチします。つまり、顧客 A はサブスクリプションを閲覧できるのは次の国だけですAWS 
Marketplace。サブスクリプションを表示する権限を持つ IAM ロールを作成し、顧客 A にこのロールを引
き受ける権限を付与できます。

AWS Marketplaceアクセス用の IAM ロールの作成
IAM ロールを使用することで、お客様の AWS リソースに対するアクセス許可を委任できます。

AWS Marketplace権限を割り当てるための IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソールを開きます。
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2. 左側のナビゲーションペインから、[Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールの作成) を
クリックします。

3. AWS アカウント を選択します。
4. 「権限の追加」から、次のいずれかのポリシーを選択します。

• サブスクリプションの表示のみを許可し、変更はできないようにするには、を選択しま
すAWSMarketplaceRead-only。

• サブスクライブとサブスクライブ解除の権限を許可するには、を選択しま
すAWSMarketplaceManageSubscriptions。

• サブスクリプションを完全に管理するには、を選択してくださいAWSMarketplaceFullAccess。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Role name] に、ロールの名前を入力します。たとえば、MarketplaceReadOnlyまた

はMarketplaceFullAccess。次に、[Create role] (ロールの作成) を選択します。詳細について
は、IAM ロールのロール、「IAM ロールのロールのロール」を参照してください。

Note

指定したアカウントの管理者は、そのアカウントのすべての ユーザーに、このロールを引き受け
るアクセス許可を付与できます。

前述の手順を繰り返して異なる権限セットを持つロールをさらに作成し、各ユーザーペルソナがカスタマ
イズされた権限で IAM ロールを使用できるようにします。

使用するアクセス許可は、ここで説明している AWS 管理ポリシーのアクセス許可のみに制限されませ
ん。IAM を使用して、カスタムアクセス許可のポリシーを作成し、そのポリシーをIAM ロールに追加でき
ます。詳細については、「IAM ポリシーの管理」と「IAM ID 権限の追加」を参照してください。

AWS Marketplace の AWS マネージドポリシー
AWSAWS Marketplace管理ポリシーを使用して基本的な権限を付与できます。次に、独自のシナリオにつ
いては、独自のポリシーを作成して、シナリオの特定の要件を持つロールに適用できます。次の基本的な 
AWS Marketplace 管理ポリシーを使用して、誰がどのアクセス許可を持つかを制御できます。

• AWSMarketplaceRead-only
• AWSMarketplaceManageSubscriptions
• AWSPrivateMarketplaceRequests
• AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
• AWSMarketplaceFullAccess

AWS Marketplaceまた、特定のシナリオに特化した管理ポリシーも用意されています。AWS Marketplace
購入者向けの AWS 管理ポリシーの一覧と、提供されている権限の説明については、を参照してくださ
いAWSAWS Marketplace購入者向け管理ポリシー (p. 133)。

LLicense Manager
AWS MarketplaceAWS License Managerと統合すると、購読している製品のライセンスを組織内の
アカウント間で管理および共有できます。でサブスクリプションの詳細をすべて表示するにはAWS 
Marketplace、ユーザーがからライセンス情報を一覧表示できる必要がありますAWS License Manager。

AWS Marketplaceユーザーが製品やサブスクリプションに関するすべてのデータを表示するために必要な
権限を持っていることを確認するには、次の権限を追加します。

• license-manager:ListReceivedLicenses
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権限の設定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの管理」を参照してください。

その他のリソース
IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID (ユーザー、グループ、ロール)」を参照し
てください。

IAM のアクセス権限とポリシーの管理の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSポリシーを使用し
たリソースへのアクセスの制御」を参照してください。

AWS Data Exchange のデータ製品の IAM 権限とポリシーの管理の詳細については、AWS Data Exchange
ユーザーガイドの「AWS Data Exchange の ID とアクセス管理」を参照してください。

AWSAWS Marketplace購入者向け管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ド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ターゲット範囲に含めており、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し、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、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み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。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

このセクションでは、購入者のアクセスを管理するために使用される各ポリシーを一覧表示しますAWS 
Marketplace。出品者ポリシーについては、AWSAWS Marketplace出品者ガイドの出品者向け管理ポリ
シーを参照してください。AWS Marketplace

トピック
• AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceFullAccess (p. 134)
• AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceImageBuildFullAccess (p. 136)
• AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy (p. 138)
• AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceManageSubscriptions (p. 139)
• AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess (p. 140)
• AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceReadのみ (p. 140)
• AWS管理ポリシー: AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess (p. 141)
• AWS管理ポリシー: AWSPrivateMarketplaceRequests (p. 142)
• AWS マネージドポリシー: AWSVendorInsightsAssessorFullAccess (p. 142)
• AWS マネージドポリシー: AWSVendorInsightsAssessorReadOnly (p. 143)
• AWS Marketplace マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 144)
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AWS マネージドポリシー: 
AWSMarketplaceFullAccess
AWSMarketplaceFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーにより、購入と、を経由した関連AWS Marketplaceサービスへのアクセスと、を経由した関
連サービスへのアクセスが許可される管理者権限が付与されます。これらの権限には、AWS Marketplace
ソフトウェアの購読と購読解除、AWS Marketplaceからのソフトウェアインスタンスの管理AWS 
Marketplace、アカウントでのプライベートマーケットプレイスの作成と管理、Amazon EC2、Amazon 
EC2 Systems Manager へのアクセスが含まれます。AWS CloudFormation

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:*", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:List*", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeTags", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CopyImage", 
                "ec2:DeregisterImage", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DeleteSnapshot", 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ssm:GetAutomationExecution", 
                "ssm:ListDocuments", 
                "ssm:DescribeDocument", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:CreateTopic", 
                "iam:GetRole", 
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                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListInstanceProfiles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartAutomationExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*image-build*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish", 
                "sns:setTopicAttributes" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:*:*image-build*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
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                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ssm.amazonaws.com" 
                    ], 
                    "iam:AssociatedResourceARN": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Important

AWS Marketplace2024 年 4 月にプライベートイメージビルドの配信方法を廃止します。詳細につ
いては、「プライベートイメージビルド」を参照してください。

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、AWS Marketplaceプライベートイメージビルド機能への完全なアクセスを可能にする管
理許可を付与します。プライベートイメージを作成するだけでなく、画像にタグを追加したり、Amazon 
EC2 インスタンスを起動および終了したりする権限も提供します。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListBuilds", 
                "aws-marketplace:StartBuild", 
                "aws-marketplace:DescribeBuilds" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:TerminateInstances", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/*Automation*", 
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                "arn:aws:iam::*:role/*Instance*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetAutomationExecution",                 
                "ssm:ListDocuments",                 
                "ssm:DescribeDocument", 
                "ec2:DeregisterImage", 
                "ec2:CopyImage", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DeleteSnapshot", 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetInstanceProfile" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartAutomationExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*image-build*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*::image/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
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            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:*:*image-build*" 
            ] 
        } 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ssm.amazonaws.com" 
                    ], 
                    "iam:AssociatedResourceARN": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id": "*" 
                }, 
                "StringNotEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "RunInstances" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
IAM AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy エンティティにアタッチすることはできませ
ん。このポリシーは、ユーザーに代わって AWS Marketplace がアクションを実行することを許可する、
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サービスにリンクされたロールにアタッチされます。詳細については、「AWS Marketplace のサービスに
リンクされたロールの使用 (p. 145)」を参照してください。

このポリシーは、AWS Marketplaceユーザーに代わってライセンスを管理許可する管理者許可を付与しま
す。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowLicenseManagerActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "license-manager:ListReceivedGrants", 
                "license-manager:ListDistributedGrants", 
                "license-manager:GetGrant", 
                "license-manager:CreateGrant", 
                "license-manager:CreateGrantVersion", 
                "license-manager:DeleteGrant", 
                "license-manager:AcceptGrant" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSMarketplaceManageSubscriptions
AWSMarketplaceManageSubscriptions ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、AWS Marketplace製品の購読と購読解除を許可する寄稿者権限を付与します。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
                "aws-marketplace:Subscribe", 
                "aws-marketplace:Unsubscribe" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
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        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListPrivateListings" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、組織内のアカウントの一覧表示を含む、AWS Marketplace eProcurement統合のあらゆる
側面を管理できる管理者権限を付与します。eProcurement統合の詳細については、「」を参照してくださ
いAWS Marketplace と調達システムの統合 (p. 83)。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration", 
                "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AWSMarketplaceReadのみ
AWSMarketplaceRead-only ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーでは、アカウントの商品、プライベートオファー、サブスクリプションを表示したり、アカ
ウント内のAWS Marketplace Amazon EC2 や Amazon SNS リソースを閲覧したりできる読み取り専用ア
クセス権限を付与します。AWS Identity and Access Management

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeImages", 
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                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListBuilds", 
                "aws-marketplace:DescribeBuilds", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListInstanceProfiles", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:ListTopics" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListPrivateListings" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーでは、アカウント (または組織) のプライベートマーケットプレイスを管理するためのフル
アクセスを許可する管理者権限を付与します。複数の管理者の使用方法の詳細については、「」を参照
してくださいthe section called “プライベートマーケットプレイス管理者向けのカスタムポリシーの作
成” (p. 150)。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:StartChangeSet", 
                "aws-marketplace:ListChangeSets", 
                "aws-marketplace:DescribeChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:TagResource", 
                "aws-marketplace:UntagResource", 
                "aws-marketplace:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AWSPrivateMarketplaceRequests
AWSPrivateMarketplaceRequests ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーでは、出品者権限を付与することで、プライベートマーケットプレイスへの商品の追加を
リクエストしたり、そのリクエストを閲覧したりすることができます。これらのリクエストは、非公開の
マーケットプレイス管理者によって承認または拒否される必要があります。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: 
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーでは、AWS MarketplaceAWS Marketplace資格のあるベンダーインサイトリソースの閲覧と
ベンダーインサイトのサブスクリプションの管理にフルアクセス権を付与します。これらのリクエスト
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は、管理者によって承認または拒否される必要があります。AWS Artifactサードパーティのレポートへの
読み取り専用アクセスが許可されます。

AWS MarketplaceVendor Insightsは、評価者が買い手と等しく、ベンダーが売り手と等しいと判断しま
す。

許可の詳細

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms", 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot", 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests", 
        "aws-marketplace:SearchAgreements", 
        "aws-marketplace:CancelAgreement" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws-marketplace:AgreementType": "VendorInsightsAgreement" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "artifact:GetReport", 
         "artifact:GetReportMetadata", 
         "artifact:GetTermForReport", 
         "artifact:ListReports" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:artifact:*::report/*" 
    } 
  ]
}

AWS マネージドポリシー: 
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、AWS Marketplace資格のあるベンダーインサイトリソースへのアクセスを許可する読み
取り専用アクセス許可を付与します。これらのリクエストは、管理者によって承認または拒否される必要
があります。のレポートへの読み取り専用アクセスが許可されますAWS Artifact。
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リクエストは管理者によって承認または拒否される必要があります。AWS Artifactサードパーティのレ
ポートへの読み取り専用アクセスが許可されます。

AWS MarketplaceVendor Insightsでは、このガイドの目的上、評価者は買い手であり、ベンダーは売り手
と同等です。

許可の詳細

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot", 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "artifact:GetReport", 
         "artifact:GetReportMetadata", 
         "artifact:GetTermForReport", 
         "artifact:ListReports" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:artifact:*::report/*" 
    } 
  ]
}

AWS Marketplace マネージドポリシーの AWS 更新
AWS Marketplace の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の
追跡を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、[AWS 
Marketplace ドキュメント履歴 (p. 153)] ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

AWSMarketplaceRead-のみと
AWSMarketplaceManageSubscriptions (p. 139) (p. 140)— 
既存のポリシーの更新

AWS Marketplaceプライベート
オファーページへのアクセスを
許可するように既存のポリシー
を更新しました。

2023 年 1 月 19 日

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess (p. 141)— 
既存のポリシーの更新

AWS Marketplace新しいタグ
ベースの認証機能のポリシーを
更新しました。

2022 年 12 月 9 日

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly (p. 143)AWS 
Marketplace更新されまし
たAWSVendorInsightsAssessorReadOnly

AWS 
MarketplaceAWSVendorInsightsAssessorReadOnlyAWS 
Artifactサードパーティレポート
のレポートへの読み取り専用ア
クセスを追加するように更新さ
れました (プレビュー)。

2022 年 11 月 30 日

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess (p. 142)AWS 
Marketplace更新されまし
たAWSVendorInsightsAssessorFullAccess

AWS 
MarketplaceAWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWS 
Artifact契約書検索とサードパー

2022 年 11 月 30 日
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変更 説明 日付
ティレポートへの読み取り専用
アクセス権を追加するように更
新されました（プレビュー）。

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess (p. 142)と
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly (p. 143)— 
の新機能に関するポリシーを追
加AWS Marketplace

AWS Marketplace新機能「AWS 
Marketplaceベンダーインサイ
ト」のポリシーを追加しまし
た。AWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWSVendorInsightsAssessorReadOnly

2022 年 7 月 26 日

AWSMarketplaceFullAccess (p. 134)お
よび
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess (p. 136)— 
既存のポリシーの更新

AWS Marketplaceセキュリティ
を強化するために、不要になっ
た権限を削除しました。

2022 年 3 月 4 日

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess (p. 141)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS 
MarketplaceAWSPrivateMarketplaceAdminFullAccessポ
リシー内の未使用の権限を削除
しました。

2021 年 8 月 27 日

AWSMarketplaceFullAccess (p. 134)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS 
Marketplaceec2:DescribeAccountAttributesAWSMarketplaceFullAccessポ
リシーから重複する権限を削除
しました。

2021 年 7 月 20 日

AWS Marketplace は変更の追跡
を開始しました

AWS Marketplace 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 4 月 20 日

AWS アカウントカスタマーサポートの番号を探す
あなたまたはあなたのユーザーが連絡を取る必要がある場合はAWS Support、AWS アカウントあなたの番
号が必要です。

AWS アカウント電話番号を確認するには

1. AWS Management Consoleユーザー名でにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで、[サポート]、[サポートセンター] の順に選択します。

AWS アカウントID (アカウント番号) は上部のナビゲーションバーの下に表示されます。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロー
ルの使用

AWS Marketplace は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、AWS Marketplace に直接リンクされた一意のタイプの IAM 
ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS Marketplace による事前定義済みのロールであり、
ユーザーに代わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えてい
ます。

トピック
• ロールを使用してエンタイトルメントを共有するAWS Marketplace (p. 146)
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• ロールを使用して発注書を処理するAWS Marketplace (p. 148)

ロールを使用してエンタイトルメントを共有するAWS 
Marketplace
AWS Marketplace は、AWS Identity and Access Management (IAM) のサービスにリンクされたロールを使
用します。サービスにリンクされたロールは、AWS Marketplace に直接リンクされた一意のタイプの IAM 
ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS Marketplace による事前定義済みのロールであり、
ユーザーに代わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えてい
ます。

サービスにリンクされたロールは、設定を行うAWS Marketplace必要なアクセス許可を手動で追加する必
要がなくなるため、より簡単になります。AWS Marketplace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、AWS Marketplaceがそのロールを引き受けること
ができます。定義された許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他の 
IAM エンティティにアタッチすることはできません。

で共有するにはAWS Marketplaceあなたの他のアカウントへの購読AWSで組織AWS License Manager、あ
なたは与えなければならないAWS Marketplace共有する各アカウントの権限。このためには以下を使用し
ます。AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagementロール。詳細については、AWS Marketplace 
のサービスにリンクされたロールの作成 (p. 147) をご覧ください。

サービスにリンクされたロールをサポートしているその他のサービスの詳細については、「」を参照して
ください。AWSIAM と連携するサービスをクリックし、次のサービスを探しますはいのサービスにリンク
されたロール列でロードバランサーの ID をクリックします。[] []はいサービスにリンクされたロールに関
するドキュメントをサービスで表示するためのリンクが表示されます。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの許可
AWS Marketplace では、 AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement と呼ばれるサービスにリ
ンクされたロールを使用します。この役割はAWS Marketplaceでライセンスを作成および管理する権限を
持つAWS License Managerでサブスクライブしている製品AWS Marketplace。

-AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagementサービスにリンクされたロールは、次のサービスを
信頼してユーザーに代わってLicense Manager でアクションを実行します。

• license-management.marketplace.amazonaws.com

という名前のロールアクセス権限ポリシーAWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy許可す
るAWS Marketplace指定したリソースに対して以下のアクションを完了します。

• アクション:
• "organizations:DescribeOrganization"
• "license-manager:ListReceivedGrants"
• "license-manager:ListDistributedGrants"
• "license-manager:GetGrant"
• "license-manager:CreateGrant"
• "license-manager:CreateGrantVersion"
• "license-manager:DeleteGrant"
• "license-manager:AcceptGrant"

• リソース:
• すべてのリソース ("*")
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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、次を参照してください。サービ
スにリンクされたロールのアクセス許可のIAM ユーザーガイド。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの作成
AWS Marketplaceでサービスにリンクされたロールは、との統合の設定時に自動的に作成されます。AWS 
License Manager。

次の指定できます。AWS Marketplace組織内のすべてのアカウントに対してサービスにリンクされた
ロールを一度に作成するか、一度に 1 つのアカウントに対してサービスにリンクされたロールを作成
できます。すべてのアカウントでサービスにリンクされたロールを作成するオプションは、組織がす
べての機能有効化. 詳細については、「」を参照してください。組織内のすべての機能の有効化のAWS 
Organizationsユーザーガイド。

すべてのアカウントでサービスにリンクされたロールを作成するには

1. In (イン)AWS Marketplaceコンソール、サインインして設定。
2. 左AWS Organizations統合セクションで、統合の作成。
3. リポジトリの []作成AWS Organizations統合[]、[]組織全体で信頼されたアクセスを有効にする[]、[]統

合の作成。

Note

この設定により、内部での信頼が有効になりますAWS Organizations。その結果、現在のア
クションに加えて、組織にfuture 追加されるアカウントには、サービスにリンクされたロー
ルが自動的に追加されます。

現在の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には

1. In (イン)AWS Marketplaceコンソール、サインインして設定。
2. 左AWS Organizations統合セクションで、統合の設定。
3. リポジトリの []作成AWS Organizations統合[]、[]AWS Marketplaceこのアカウントのライセンス管理

サービスにリンクされたロール[]、[]統合の作成。

Important

現在のアカウントに対してのみサービスにリンクされたロールを作成することを選択した場合、
組織全体で信頼されたアクセスは有効になりません。でライセンスを共有 (譲渡または受信) す
るアカウントごとに、これらの手順を繰り返す必要があります。AWS Marketplace。これに
は、future 組織に追加されるアカウントが含まれます。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの編集
AWS Marketplace では、サービスにリンクされたロールの編集をユーザーに許可しません。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、次を参照してください。サービスにリンクされたロールの編集のIAM ユーザーガイド。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの削除
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、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。
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Note

リソースを削除する際に、AWS Marketplace のサービス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、数分待ってからオペレーションを再試行してください。

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用し
て、AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement 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、「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。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールをサポート
するリージョン
AWS Marketplace では、このサービスが利用可能なすべての AWS リージョン で、サービスリンクロール
の使用をサポートしています。詳細については、「AWS Marketplace リージョンとエンドポイント」を参
照してください。

ロールを使用して発注書を処理するAWS Marketplace
AWS Marketplace は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、AWS Marketplace に直接リンクされた一意のタイプの IAM 
ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS Marketplace による事前定義済みのロールであり、
ユーザーに代わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えてい
ます。

サービスリンクロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、AWS 
Marketplace の設定が簡単になります。AWS Marketplace は、このサービスリンク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、AWS Marketplace のみがそのロールを引き受けること
ができます。定義される許可は、信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の 
IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンク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、リソースへの
意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Marketplace リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを
表示するには、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの許可
AWS Marketplaceでは、 と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用しま
す。AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders— この役割はAWS Marketplace発注書番号をあなた
に添付する権限AWS MarketplaceサブスクリプションAWS Billing and Cost Management。

AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けに
ついて以下のサービスを信頼します。

• purchase-orders.marketplace.amazonaws.com

ロールのアクセス許可ポリシーAWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy許可するAWS 
Marketplace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に許可します。

• アクション: "purchase-orders:ViewPurchaseOrders", "purchase-
orders:ModifyPurchaseOrders" 上で "*"
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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、アクセス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「サービス
リンクロールのアクセス許可」を参照してください。

AWS Marketplace 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。との統合をセットアップするとき
AWS Billing and Cost Management,AWS Marketplaceサービスにリンクされたロールは、するとで自動的
に作成されます。

Note

WITAWS Organizations、この設定は、管理アカウントにのみ機能します。この手順は、管理アカ
ウントから実行する必要があります。これにより、組織内のすべての取引先に対して、サービス
にリンクされた役割と発注書サポートが設定されます。

サービスにリンクされたロールを作成するには

1. 左AWS Marketplaceコンソールで、管理アカウントにサインインし、設定。
2. 左AWS請求統合セクションで、統合の設定。
3. リポジトリの []作成AWS請求統合ページ、AWS Marketplace組織の請求管理のサービスにリンクされ

たロール[]、[統合の作成。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法
でアカウントにロールを再作成できます。との統合をセットアップするときAWS Billing and Cost 
Management,AWS Marketplaceサービスにリンクされたロールは、するとで再度自動的に作成されます。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの編集
AWS Marketplace では、AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders のサービスにリンクされたロー
ルを編集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「サービスリンクロール
の編集」を参照してください。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの削除
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、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。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、AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders 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、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。

AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールをサポート
するリージョン
AWS Marketplace では、このサービスが利用可能なすべての AWS リージョン で、サービスリンクロール
の使用をサポートしています。詳細については、「AWS Marketplace リージョンとエンドポイント」を参
照してください。
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プライベートマーケットプレイス管理者の作成
管理者グループを作成して、会社のプライベートマーケットプレイス設定を管理できます (p. 62)。組織向
けの最初のプライベートマーケットプレイスエクスペリエンスが作成されたら、プライベートマーケット
プレイスの管理者は次のような多くのタスクを実行できます。

• エクスペリエンスとアカウントグループを表示および作成します。
• プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスに商品を追加します。
• プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスから商品を削除する。
• プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスのユーザーインターフェイスを設定します。
• プライベートマーケットプレイスエクスペリエンスを有効または無効にする。
• AWS Marketplace Catalog APIに電話して、プライベートマーケットプレイスのエクスペリエンスをプロ

グラム的に管理してください。

複数のプライベートマーケットプレイス管理者を作成し、各管理者が一部のタスクに限定されるようにす
るには、を参照してくださいthe section called “プライベートマーケットプレイス管理者向けのカスタムポ
リシーの作成” (p. 150)。

Note

初めてのプライベートマーケットプレイスエクスペリエンスを構築することで、組織内のプライ
ベートマーケットプレイスも可能になります。このアクションを行うのは 1 回限りのアクショ
ンです。組織に含まれているアカウントの場合に最初のエクスペリエンスの作成を行うのは、管
理アカウントの場合に必要です。詳細については、「プライベートマーケットプレイス体験の創
造 (p. 63)」を参照してください。

ユーザー、グループ、またはロールにアタッチすることで、the section called 
“AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess” (p. 141)プライベートマーケットプレイスを管理するアクセ
ス権限AWS Identity and Access Management (IAM) を付与します。グループまたはロールを使用するこ
とをお勧めします。ポリシーをアタッチする方法の詳細については、IAM User Guideの「ポリシーをユー
ザーグループにアタッチする」を参照してください。

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccessポリシー内の権限の詳細については、を参照してくださ
いthe section called “AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess” (p. 141)。で使用できるその他のポリ
シーについてはAWS Marketplace、にログインしてAWS Management Console IAM ポリシーページにア
クセスしてください。検索ボックスに「」Marketplace と入力して、AWS Marketplace関連するすべて
のポリシーを検索します。

プライベートマーケットプレイス管理者向けのカスタ
ムポリシーの作成
組織は複数のプライベートマーケットプレイス管理者を作成でき、各管理者は一部のタスクに限定されま
す。チューニングできるAWS Identity and Access Management(IAM) 条件キーとリソースを指定するポリ
シーAWS Marketplace Catalog APIにリストされているアクションアクション、リソース、条件キー:AWS 
Marketplaceカタログ。使用する一般的な仕組みAWS Marketplace Catalog APIIAM ポリシーを調整する
ためにタイプとリソースを変更する方法については、AWS Marketplace Catalog API ガイド。プライベー
トですべての変更タイプのリストについてはAWS Marketplace「」を参照してくださいプライベートマー
ケットプレイスでの作業。

カスタマー管理ポリシーを作成するには、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成。以下は、プラ
イベートマーケットプレイスでのみ商品を追加または削除できる管理者を作成するために使用できるポリ
シーJSONの例です。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:ListChangeSets", 
                "aws-marketplace:DescribeChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:StartChangeSet" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "catalog:ChangeType": [ 
                        "AllowProductProcurement", 
                        "DenyProductProcurement" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーを非公開のマーケットプレイスリソースのサブセットのみの管理に限定することもできます。以
下は、特定のプライベートマーケットプレイスのみを管理できる管理者を作成するために使用できるポリ
シーJSONの例です。この例では、次のようなリソース文字列を使用していますexp-1234exampleとし
てExperience識別子。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:ListChangeSets", 
                "aws-marketplace:DescribeChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:StartChangeSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/exp-1234example" 
            ] 
        } 
    ]
}

エンティティ識別子の取得方法と、プライベートマーケットプレイスのリソースセットを表示する方法の
詳細については、プライベートマーケットプレイスでの作業。
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ドキュメント履歴
以下の表は、本リリースの「AWS Marketplace購入者ガイド」のドキュメントを説明するものです。

このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWS Billingコンソールでの購入
注文の有無

AWS Billing購入者はコンソール
ですべての発注書を管理し、 out-
of-cycle SaaS 契約 PDF 請求書を
対応する発注書と簡単に照合でき
るようになりました。

2023 年 2 月 3 日

アジアパシフィック (メルボルン) 
のSupport

AWS Marketplaceアジアパシ
フィック (メルボルン) をサポー
トするようになりました。AWS 
リージョン

2023 年 1 月 24 日

プライベートオファーページの
ポリシーを更新しました

AWSMarketplaceRead-
only管理ポリシーを更新
し、AWSMarketplaceManageSubscriptionsプ
ライベートオファーページへのア
クセスを許可しました。

2023 年 1 月 19 日

プライベートオファーページ 認証された購入者は、AWS 
MarketplaceAWS アカウントプラ
イベートオファーページで自分
宛てに拡張されたプライベートオ
ファーを確認できるようになりま
した。

2023 年 1 月 19 日

購入者へのメール通知を更新し
ました

非公開のオファーが公開される
と、購入者に通知されるようにな
りました。

2022 年 12 月 22 日

サブスクリプションの SaaS 
無料試用版が、次の購入者に
利用可能になりましたAWS 
Marketplace

購入者はサブスクリプション型の 
SaaS 製品の無料トライアルを購
読できるようになりました。

2022 年 12 月 16 日

購入者は SaaS プライベートオ
ファー、アップグレード、また
は更新を受け入れることができ
ます。

売り手が以前の SaaS プライベー
トオファーをアップグレードまた
は更新した場合、買い手は既存の
契約をキャンセルせずに新しいプ
ライベートオファーを受け入れる
ことができます。

2022 年 12 月 13 日

AWS Marketplaceプライベー
ト・マーケット・エクスペリエ
ンスのアーカイブをサポート

バイヤーは、プライベートマー
ケットプレイスでの体験をアーカ
イブして再開できるようになりま
したAWS Marketplace。

2022 年 12 月 12 日

AWS Marketplaceタグベースの
認証機能のポリシーが更新され
ました

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccessで
タグベースの認証をサポートする
ようにポリシーを更新しました
AWS Marketplace。

2022 年 12 月 9 日
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サブスクリプションをキャンセ
ルする方法に関する情報を提供
する新しいトピックを追加しま
した

AMI、ML、SaaS 製品のサブスク
リプションをキャンセルする方
法に関する情報をに追加しました
AWS Marketplace。また、SaaS 
契約の自動更新のキャンセルに関
する情報も追加されました。

2022 年 12 月 8 日

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトの購入者向けポリシーを
更新

AWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWSVendorInsightsAssessorReadOnlyAWS 
Marketplace管理ポリシーとベン
ダーインサイトの購入者向けを更
新しました。

2022 年 11 月 30 日

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトでの購入者のアクセス制
御

AWS Marketplaceベンダーインサ
イトに、購入者が利用できるアク
ションと権限を説明する新しいト
ピックを追加しました。

2022 年 11 月 30 日

アジアパシフィック (ハイデラ
バード) リージョンをSupport

AWS MarketplaceAWS リージョ
ンサポートしているのはアジアパ
シフィック (ハイデラバード)

2022 年 11 月 22 日

欧州 (スペイン) リージョンを
Support

AWS Marketplace現在、以下をサ
ポートしていますAWS リージョ
ン:ヨーロッパ (スペイン)。

2022 年 11 月 16 日

欧州 (チューリッヒ) リージョン
をSupport

AWS Marketplace現在、以下をサ
ポートしていますAWS リージョ
ン:ヨーロッパ (チューリッヒ)。

2022 年 11 月 9 日

AWS Marketplace2022年12月ま
でにウェブサイトをIPv6にアッ
プグレード

現在 IAM ポリシーで IPv4 形式
のアドレスを使用している購入
者は、2022 年 12 月 15 日までに 
IAM ポリシーを IPv6 形式のアド
レスに更新することをお勧めしま
す。

2022 年 9 月 29 日

AWS Marketplaceプライベート
マーケットプレイスのきめ細か
い権限

購入者には、プライベートマー
ケットプレイスでの体験を管理す
るためのより詳細な権限が付与さ
れるようになりました。

2022 年 9 月 8 日

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトに 2 つのポリシーを追加
しました。

2AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
つのポリシー
と、AWSVendorInsightsAssessorReadOnlyAWS 
Marketplace Vendor Insights にソ
フトウェアリスク評価を提供する
機能を追加

2022 年 7 月 26 日

AWS Marketplace Vendor 
Insights

AWS Marketplaceベンダーインサ
イトは、ソフトウェアリスク評価
を提供する機能です。

2022 年 7 月 26 日

支払い方法の更新 AWS請求コンソールでの支払い
方法の変更方法を明確にするた
め、ドキュメントのみを更新しま
した。

2022 年 6 月 1 日
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契約用の SaaS 無料トライアル 購入者は、SaaS の無料トライア
ルを契約に登録して、有料トライ
アルに移行する前に製品を確認で
きるようになりました。

2022 年 5 月 31 日

AMI、コンテナ、SaaS 製品にベ
ンダータリングタグが追加され
ました

タグを提供する新機能によ
り、AWS Marketplaceベンダーが
提供する指標全体のリソース使用
状況を顧客が把握しやすくなりま
す。

2022 年 5 月 27 日

購入者取引にメール通知が追加
されました

締結された契約を確認する購入者
へのメール通知を可能にする新機
能AWS Marketplace。

2022 年 5 月 23 日

電子調達のお客様向けの無料/
BYOL 製品の自動承認が可能

eProcurementのお客様向けの無
料/BYOL製品の新しい自動承認に
より、お客様は製品をすぐに使用
できます。

2022 年 5 月 2 日

AMIおよびコンテナ製品契約のバ
イヤーの契約変更が可能

AMI およびコンテナ製品の契約
を変更して、追加の資格を購入し
たり、サブスクリプションの自動
更新オプションを有効にしたりで
きます。

2022 年 4 月 6 日

ライセンスの使用状況を追跡す
る機能

購入者は、AMI および SaaS 製
品の使用状況に基づくライセ
ンスメトリクスを追跡できる
ようになりましたAWS License 
Manager。

2022 年 3 月 28 日

Helm CLI バージョンのアップ
デート

Helm CLI バージョンの 3.7.0 か
ら 3.7.1 への変更に関するコンテ
ナ製品のドキュメントを更新しま
した。現時点で互換性のあるバー
ジョンはこれだけです。

2022 年 3 月 8 日

既存の管理ポリシーの更新 不要になった権限は、次の
ポリシーから削除されまし
た:AWSMarketplaceFullAccessとAWSMarketplaceImageBuildFullAccess.

2022 年 3 月 4 日

EMEA を拠点とする購入者
が、Amazon Web Services 
(EMEA SARL) を通じて製品を購
入できる

AWS Marketplaceトルコと南アフ
リカを除くヨーロッパ、中東、
アフリカ (EMEA) の国と地域
に拠点を置く購入者は、EMEA 
対象の出品者からの購入につ
いて、Amazon Web Services 
EMEA SARLAWS Marketplace を
通じて請求書を受け取ることがで
きるようになりました。AWS ア
カウント

2022 年 1 月 7 日

アジアパシフィック (ジャカルタ) 
リージョンをSupport

AWS MarketplaceAWS リージョ
ンサポートしているのはアジアパ
シフィック (ジャカルタ)

2021 年 12 月 13 日
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コンテナベースの製品のヘルム
チャート配送方法

バイヤーは、発売環境にHelm
チャートをインストールすること
で、コンテナベースの製品を発売
できるようになりました。

2021 年 11 月 29 日

コンテナベースの製品ドキュメ
ントの一般的な更新と再編成

コンテナベースの製品ドキュメン
トを更新し、コンテナベースの製
品の検索、購読、リリースに関す
る詳細と明確さを追加しました。

2021 年 11 月 29 日

のドキュメントを追加 
QuickLaunch

購入者は、 QuickLaunch Helm
チャートの配信方法でコンテ
ナベースの製品を発売する際
に使用できるようになりまし
た。 QuickLaunch は、新しい 
Amazon EKS クラスターをすば
やく作成し、AWS Marketplace
そのクラスターでコンテナベー
スのアプリケーションを起動
できるという機能です。AWS 
CloudFormation

2021 年 11 月 29 日

AMI ベースの製品およびコンテ
ナベースの製品の契約価格

購入者は、AMI ベースの製品ま
たはコンテナベースの製品を前払
い価格で購入できるようになりま
した。

2021 年 11 月 17 日

SaaS 製品の購入注文のSupport AWS Marketplaceサービスとして
のソフトウェア (SaaS) の購入契
約への注文番号の追加をサポート
します。

2021 年 10 月 28 日

SAP アリバインテグレーション
のSupport

AWS MarketplaceSAP Ariba 調達
システムとの統合をサポートしま
す。

2021 年 10 月 13 日

AMI エイリアスのSupport AWS Marketplaceリージョン間で
使用できる AMI ID のエイリアス
の使用をサポートしています。

2021 年 9 月 8 日

管理ポリシーの未使用の権限を
削除しました

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccessAWS
管理ポリシーから未使用の権限が
削除されました。

2021 年 8 月 27 日

を使用したライセンスの共有の
SupportAWS License Manager

購入する製品のライセンスを 
AWS 組織内の他のアカウントと
共有できます。

2020年12月3日

AWS Marketplaceプロフェッ
ショナルサービスの提供をサ
ポート

AWS Marketplaceプロフェッショ
ナルサービスの購入をサポートす
るようになりました。

2020年12月3日

希望通貨のサポート 希望の通貨を使用してAWS 
Marketplace購入の料金を支払う
ことができます。

2020 年 7 月 27 日
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プライベートオファーのアップ
グレードと更新を確認して受け
入れることができます

販売者は、SaaS 契約製品および
従量課金制の SaaS 契約製品の
アップグレードや更新のプライ
ベートオファーを提供する場合が
あり、これを既存の契約中に確認
して承諾できます。

2020 年 5 月 28 日

AWS MarketplaceAWS データエ
クスチェンジを通じてデータ製
品をサポートします

で AWS Data Exchange 製品を購
読できるようになりましたAWS 
Marketplace。

2019 年 11 月 13 日

AWS Marketplace時間単位の有
料コンテナをサポート

AWS MarketplaceAmazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon 
EKS) 上で稼働する、時間あたり
の有料の時間あたりのプライベー
トアクセス可能になります。

2019 年 9 月 25 日

のプライベートオファーを更新
しましたAWS Marketplace

さまざまなタイプのプライベート
オファーの受け入れに関する詳細
を提供するためにコンテンツを更
新しました。

2019 年 3 月 29 日

のセキュリティが更新されまし
たAWS Marketplace

IAM ポリシー情報を更新し、読
みやすいようにセクションを再構
成しました。

2019 年 3 月 25 日

プライベートマーケットプレイ
ス機能のコンテンツを追加しま
した

プライベートマーケットプレイ
スのリリースをサポートするコン
テンツを追加しました。

2018 年 11 月 27 日

購入者向けユーザーガイドの初
回リリース

AWS Marketplaceバイヤーガイド
の初回リリース。

2018 年 11 月 16 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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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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