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AWS Marketplace 販売者ガイド
販売者としての AWS Marketplace の使用

AWS Marketplace の概要
AWS Marketplaceは、お客様が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、ソリューションを構築してビジネスを営むために使用できる、厳選されたデジタルカタ
ログです。AWS Marketplaceには、セキュリティ、ビジネスアプリケーション、機械学習、データ製品な
ど、医療、金融サービス、通信などの特定の業界にわたるセキュリティ、ビジネスアプリケーション、
機械学習、データ製品などの人気カテゴリから何千ものソフトウェアが出品されています。お客様は、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、Software-a-Service (SaaS oftware-a-Service) 形式、およびその他の形式で選択できます。ま
た、お客様がサードパーティ製ソフトウェアを構成、導入、管理するのに役立つプロフェッショナルサー
ビスも利用できます。配信方法の完全なリストについては、「」を参照してください。製品の配信。
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使用で
きます。を持っている人なら誰でもAWS アカウント♪AWS Marketplaceを購入者として、登録して販売者
になることができます。販売者は、独立系ソフトウェアベンダー (ISV)、コンサルティングパートナー、マ
ネージドサービスプロバイダー (MSP)、または連携するものを提供する個人です。AWS製品とサービス。

Note
データ製品プロバイダーは AWS Data Exchange 資格要件を満たす必要があります。詳細につ
いては、次を参照してください。AWS Data Exchange Exchange でのデータ製品の提供のAWS
Data Exchange ユーザーガイドガイド。
有資格パートナーは、プログラムによって AWS Marketplace の外部の AWS Marketplace 製品を表示でき
ます。有資格パートナーになる方法の詳細については、AWS Marketplace事業開発パートナー。
次のビデオでは、での販売について詳しく説明します。AWS Marketplace。
AWS Marketplace の紹介

販売者としての AWS Marketplace の使用
次の図は、でのソフトウェア製品の販売プロセスを示しています。AWS Marketplace。

販売者プロセス
[Step] (ス
テップ)

[Action] (アクショ
ン)

Description

1

登録 (p. 6)

販売者は、に登録することから始めます。AWS Marketplace 管理ポー
タル(AMMP)。新しい専用のAWS アカウント既存のものと簡単にリン
クできるAWS組織。になっていることを確認します。AWSパートナー
の税務情報は、管轄区域の適格基準を満たしています。を使用する場
合AWS既存の米国の銀行口座を持たないパートナーは、ハイパーウォ
レット。

2

製品タイプを決定 販売する商品の種類を決めます。AWS Marketplace で製品タイプを作
する
成する方法の詳細については、以下を参照してください。
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料金

[Step] (ス
テップ)

[Action] (アクショ
ン)

Description
• AWS Marketplace for Desktop Applications (AMDA) (p. 64)
•
•
•
•
•

AMI ベースの製品 (p. 67)
コンテナベースの製品 (p. 128)
Machine Learning 製品 (p. 192)
SaaS) ベースの製品 (p. 238)
プロフェッショナルサービス製品 (p. 278)

• データ製品 (データ製品の詳細については、「データ製品の詳細に
ついては、」AWS Data Exchange Exchange とは何ですか?のAWS
Data Exchange ユーザーガイドガイド.)
3

製品の準
備 (p. 35)

パッケージと料金スキームを設定し、製品を出品する関連カテゴリを
決定して、製品が関連のある検索に表示されるようにキーワードを追
加します。調達プロセスを簡素化するには、公開出品とプライベート
オファーの両方で標準化されたライセンス条項を使用できます。

4

製品の送
信 (p. 288)

製品の送信プロセスを使用して、製品をで使用可能にします。AWS
Marketplace。製品は、1 つの価格構造を持つ単一の Amazon マシンイ
メージ (AMI) がその例です。または、製品が複雑で、複数の AMI があ
る場合があります。AWS CloudFormationテンプレート、複雑な価格オ
プションと支払いスケジュールなどがあります。

5

市場製
品 (p. 295)

の認識を高め、製品の成功に貢献するAWS Marketplaceの製品ページ
に直接トラフィックを誘導することでAWS Marketplace。

6

レポートとデータ 出品者として登録したら、AWS Marketplace 管理ポータルをクリック
フィードを表示す して、製品の使用状況レポートにアクセスします。AWS Marketplace
る (p. 302)
では、製品の販売に関する情報を収集して分析できます。

7

製品の管理

を使用するAWS Marketplace 管理ポータルアカウントと製品ページを
管理します。

販売者は、AWS Marketplace 管理ポータル に移動して登録します。製品の使用に対して請求する場合は、
登録の一環として税金と銀行の情報も指定する必要があります。登録時にAWS Marketplace で検出可能な
貴社のプロファイルまたは自分自身のプロファイルを作成します。AWS Marketplace 管理ポータル を使用
して製品用の製品ページを作成して管理することもできます。

料金
製品は無料で使用できるか、使用料がかかる場合があります。利用料金は購入者の一部となります。AWS
請求書、そして買い手が支払った後、AWS売り手に支払います。製品はたくさんの形式を持つことがで
きます。たとえば、製品は、購入者の Amazon マシンイメージ (AMI) として提供し、購入者の Amazon
マシンイメージ (AMI) として提供できます。AWS アカウント。製品を使用するように構成することもで
きます CloudFormation購入者に配送するためのテンプレート。製品は、ISV の SaaS ata Exchange 形
式、Web アクセスコントロールリスト (Web ACL) 形式、ルールセット、またはの条件である場合もあり
ます。AWS WAF。製品は、ISV、コンサルティングパートナー、または MSP のプロフェッショナルサー
ビスである場合もあります。
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、数年単位、BYOL (BYOL) があ
り、1 つのソースから請求されます。AWS料金の請求とお支払いはが処理し、利用料金がお客様に表示さ
れますAWS請求書。
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ソフトウェア製品は、ISV の標準のエンドユーザーライセンス契約 (EULA) を使用して出品された価格で
購入できます。さらに、ソフトウェア製品は、プライベートオファーを通じてカスタム価格設定とEULA
で提供できます。製品は、指定された時間または使用の境界がある契約範囲で購入することもできます。
商品を購読した後、購入者は商品を自分のAWS Service Catalog購入者の組織内で製品にアクセスして使用
する方法を管理できます。 料金の詳細については、「the section called “製品の料金” (p. 37)」を参照し
てください。
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販売者としての開始方法
AWS Marketplace でソフトウェアを販売する場合は、要件を確認し、手順に従って販売者として登録し
ます。お住まいの場所と、どのような製品を販売するかによって、登録要件が異なります。で販売者とし
て登録するにはAWS Marketplace、既存のAWS アカウントまたは新しいアカウントを作成します。AWS
Marketplace でのやり取りはすべて、選択したアカウントに関連付けられます。

メモ
• として登録するAWS Marketplace販売者は、AWS Data Exchangeにデータ製品を出品し、次
の場所で利用できるようにするための前提条件ですAWS Marketplace。これらの要件の詳細に
ついては、「」を参照してください。AWS Data Exchange でのデータ製品の提供()AWS Data
Exchange ユーザーガイド。
• AWS Marketplace 販売者に必要なアクセス許可については、「AWS Marketplace 販売者のポリ
シーとアクセス許可 (p. 406)」を参照してください。
• 商品の出品料について詳しくは、登録出品者が以下をご覧ください。AWS Marketplace販売者
条件()AWS Marketplace 管理ポータル。

無料のソフトウェア製品を公開するための販売者の
要件
商品を出品する際に料金を請求するかどうかに関わらずAWS Marketplace、あなたはその製品を売ってい
ます。顧客への費用は 0.00 USD ですが、販売者と顧客は製品の使用に関する相互契約に同意することに
なります。無料の製品のみを提供する場合は、AWS Marketplace に銀行情報を提供する必要はありませ
ん。AWS Marketplace で無料の製品を作成して提供するには、以下の条件を満たす必要があります。
• 全機能を使用できる一般公開版の本番環境用ソフトウェアを販売する。
• 明確なカスタマーサポートプロセスおよびサポート組織があること。
• ソフトウェアを定期的に更新し、脆弱性の影響を受けないようにする手段を提供している。
• AWS Marketplace で製品を販売するときのベストプラクティスとガイドラインに従う。
• AWS の優良取引先となり、AWS Marketplace 販売者向けの利用規約の要件を満たす。

有料製品の販売者の追加要件
製品の料金を請求する場合、またはBring Your Own License Model（BYOL）製品を提供する場合は、次の
要件も満たし、この追加情報を提供する必要があります。
• 対象となる管轄区域 (p. 5)の永住者または市民であるか、これらの区域のいずれかで組織化または法
人化された事業体である必要があります。
• 税金および銀行口座の情報を提供する必要があります。米国を拠点とする企業の場合は、W-9 フォーム
と、米国を拠点とする銀行からの銀行口座が必要です。
• 米国以外の販売者は、(i) W-8フォーム、付加価値税 (VAT)、商品・サービス税 (GST) 登録番号、および
(ii) 米国の銀行情報を提供する必要があります。米国銀行口座がない場合は、Hyperwallet から仮想米国
銀行口座を登録できます。
• データ製品を提供するには、AWS Support のケース作成ウィザードでオンボーディングをリクエストす
る必要もあります。
• 以下のお客様に商品を販売するためAWS アカウントAmazon Web Services EMEA SARL を通じて、
ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) (トルコと南アフリカを除く) の国と地域に拠点を置いている場合
は、を完了する顧客を知る処理する (p. 8)。加えて:
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• 支払いは最大2回まで受けられます（以下を通じた取引の場合）AWSInc. およびAmazon Web
Services (EMEA SARL)。
• 地域によっては、特定の取引で出品料が課税される場合があります。税金の詳細については、「」を
参照してください。AWS Marketplace 販売税ヘルプページ。出品料にかかる付加価値税 (VAT) が課税
される場合、AWS Marketplace税制上の請求書を提供します。
• Amazon Web Services EMEA SARL の詳細については、以下を参照してください。AWSEMEA
Marketplace-出品者上にAmazon Web Services ヨーロッパに関する FAQウェブサイト。
AWS GovCloud (US) Region で販売するには、販売者は AWS GovCloud (US) アカウントを持っている必
要があります。ITAR 要件の詳細については、「AWS GovCloud (US) ユーザーガイド」を参照してくださ
い。
AWS Marketplace 販売者の要件や登録プロセスに関するご質問は、AWS Marketplace Seller Operations
チームまでお問い合わせください。

有料製品の対象となる管轄区域
有料ソフトウェアを販売するにはAWS Marketplaceでは、以下のいずれかの国もしくは特別行政区の永住
者もしくは市民である、またはそれらの区域内で組織化もしくは法人化された事業体である必要がありま
す。
• オーストラリア¹
• バーレーン¹ ²
• 欧州連合 (EU) 加盟国¹
• 香港特別行政区
• イスラエル¹ ²
• 日本² ³
• ニュージーランド¹
• ノルウェー¹ ²
• カタール
• スイス¹ ²
• アラブ首長国連邦 (UAE) ¹ ²
• 英国 (UK)¹
• 米国 (US)
¹ これらの国の有料製品の販売者は、設立国の VAT 登録情報を提供する必要があります。
² 販売者が購入者と同じ国に居住している場合、税金の請求、徴収、および送金の責任を負う場合があり
ます。税務顧問にお問い合わせください。
³ 日本を拠点とする販売者は、出品料金に対する日本消費税 (JCT) を申告する義務があります。他の法域
に拠点を置く出品者も同様の義務を負う場合があります。税務顧問にお問い合わせください。
販売者としての VAT、請求、および納税義務に関する詳細については、「AWS Marketplace 販売オンアマ
ゾンウェブサービスの税務ヘルプ。

AWS Marketplace 管理ポータル
-AWS Marketplace 管理ポータルとして登録するのに使うツールですかAWS Marketplace販売者。次に、
ポータルを使用して、販売する商品を管理できます。AWS Marketplace。ポータルでは、以下のタスクを
完了できます。

5

AWS Marketplace 販売者ガイド
販売者登録プロセス

• AWS Marketplace 販売者として登録する。
• [製品] ページを使用して、新しいソフトウェア製品を送信したり、既存のソフトウェア製品を更新した
りする。
• リクエストのステータスをモニタリングする。
• 新しいソフトウェア製品を作成して管理するために必要なファイルをアップロードする。
• 次の点を活用して、ソフトウェア製品を管理してチャネル収益を増やしましょう。 go-to-market アク
ティビティ。
• ローンチから数時間以内に、使用状況およびキャンペーンを使用した収益を含め、マーケティング活動
の結果を測定する。
• カスタマーサービス担当者がリアルタイムで顧客データを取得できるようにします。
• Amazon Machine Image (AMI) スキャンを自動的に開始して、脆弱性を検出します。

Note
データ製品は AWS Data Exchange コンソールから公開および管理されます。AWS Data
Exchange プロバイダーはAWS Marketplace 管理ポータル販売者として登録するには、AWS Data
Exchange のオンボーディングをリクエストし、販売者レポートにアクセスし、払い戻しリクエ
ストを送信してください。
すべての登録済み販売者は、自分の製品の作成に使用したアカウントの AWS 認証情報を使用して AWS
Marketplace 管理ポータル にアクセスできます。使用するアカウントは、顧客が製品をサブスクライブす
るときの登録販売者として定義されます。製品の登録販売者である特定アカウントの決定に関してサポー
トが必要な場合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。
AWS Marketplace使用を強くお勧めしますAWS Identity and Access Managementサインインする (IAM)
ロールAWS Marketplace 管理ポータルルートアカウントの認証情報を使用する必要はありません。詳細に
ついては、次を参照してください。AWS Marketplace保安。

販売者登録プロセス
の出品者として登録するとAWS Marketplace、AWS Marketplace商品やサービスを他のお客様に販売する
ことができます。
出品者として登録するには、以下のステップに従います。
1. 公開プロフィールの作成 — 会社名やロゴなど、AWS Marketplace会社について説明する情報を購入者
に提供します。このプロセスを完了すると、製品を無料で販売できます。有料商品を販売するには、手
順2と3を完了する必要があります。
2. 税務情報の提供 — 支払い済みの売上に対する税金を適切に査定、報告、および (該当する場合) 源泉徴
収するには、税金と付加価値税 (VAT) の情報を提供する必要があります。
3. 銀行情報の提供 —AWS Marketplace 売り上げの支払いができるように、米国の銀行情報を入力しま
す。
4. (オプション) 米国の税額計算サービスへの登録 — このサービスに登録して、販売する商品の米国州の
売上税および使用税を計算することもできますAWS Marketplace。
各ステップについては、次のセクションで詳しく説明します。
出品者としてアカウントを登録すると、商品を作成して購入者に販売することができますAWS
Marketplace。詳細については、「製品の準備 (p. 35)」を参照してください。
AWS Identity and Access Management(IAM) を使用して、AWS アカウントさまざまな権限を持つ複数の
ユーザーがにアクセスできるようにプライマリを設定できますAWS Marketplace 管理ポータル。詳細につ
いては、「the section called “AWS Marketplace の IAM” (p. 403)」を参照してください。
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パブリックプロファイルの作成

パブリックプロファイルの作成
登録する最初のステップは、AWS アカウントAWS Marketplaceプライマリアカウントとして使用するアカ
ウントを選択し、AWS Marketplaceコンソールで潜在的な購入者に表示される情報を提供することです。
このアカウントは AWS Marketplace での製品の登録販売者となり、AWS Marketplace からの報告、支払
い、連絡に使用されます。

Note
を使用して販売者として登録し、商品を出品するとAWS Marketplace、その商品に関連付けられ
ているアカウントを変更することはできません。AWS アカウントAWS Marketplace新しいアカウ
ントを使用して販売者として登録することをお勧めします。ただし、2017 年 9 月 27 日以降に作
成されたアカウントであれば、既存のアカウントを使用できます。

パブリックプロファイルを作成するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータル(AMMP) から [今すぐ登録] を選択し、AWS アカウント選択した販売
者にサインインします。

2.

「公開プロフィールを追加」を選択して、出品者情報を入力します。

公開プロフィールを作成したら、無料の製品を公開して販売できます。有料製品を販売するには、税金お
よび銀行情報を提供する必要があります。

税務情報の提供
AWS Marketplace商品の売上に対する税金を正確に報告および源泉徴収できるように、税および該当する
場合は付加価値税 (VAT) の情報を提供する必要があります。

税務情報を提供するには
1.
2.
3.

にサインインしAWS Marketplace 管理ポータル、[設定] を選択します。
「支払い情報」セクションで「税務情報を入力する」を選択します。
税に関する情報を入力したら、[設定] ページに戻り、[VAT 情報を入力する] を選択します (表示されて
いる場合)。

Note
VAT 情報セクションは、VATAWS リージョン に対応している国に居住している場合にのみ表示
されます。

米国の銀行口座情報の提供
有料商品の販売を希望するすべての出品者には、米国の銀行口座が必要ですAWS Marketplace。 AWS
Marketplace米国の銀行口座にのみ支払われます。

Note
AWS Marketplace で有料製品を提供できる国のリストについては、「有料製品の対象となる管轄
区域 (p. 5)」を参照してください。

米国の銀行情報を提供するには
1.

にサインインしAWS Marketplace 管理ポータル、[設定] を選択します。

2.
3.

「支払い情報」セクションで「銀行情報を入力する」を選択します。
米国の銀行口座に関する必要な情報を入力してください。
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Note
税務情報 (および該当する場合は付加価値税情報) をまだ提供していない場合、銀行情報を提供す
ることはできません。
米国の銀行口座をすでにお持ちでない場合は、Hyperwallet を通じて取得できる可能性がありま
す。Hyperwalletは、AWS MarketplaceAWS Marketplace支払い時に提供できる米国のアカウントを提供で
きます。
Hyperwallet は、資金を他の銀行口座にサポートされている通貨で送金することを可能にする、独立した
サービスプロバイダーです。期間限定で、AWS Marketplace の支払いに対する特定の Hyperwallet サービ
ス料金を支払うことは要求されません。
• Hyperwallet アカウント詳細を AWS Marketplace 販売者アカウントに追加することで、AWS
Marketplace が AWS Marketplace 販売者としてのステータスを確認するために、お客様の氏名、E メー
ルアドレスおよび口座番号を、Hyperwallet と共有することに同意および承認したものとみなします。
• Hyperwallet サービス (資金を現地の通貨に送金するために必要な送金手数料および為替手数料を含みま
す) の使用に加え、為替レートに追加料金が適用される場合があります。Hyperwallet のサービス料金は
期間限定で、AWS Marketplace から Hyperwallet アカウントへの有料製品の収益に対する支払いに関し
てのみ、免除されます。詳細について、および適用される料金を確認するには、Hyperwallet サイトの料
金セクションを参照するか、Hyperwallet までお問い合わせください。Hyperwalletのサポートサイトに
アクセスして、サービスの詳細を確認してください。

Hyperwallet への登録を開始し、米国の銀行口座情報を取得するには
1.

にサインインして [設定] を選択し、[支払い情報] セクションで [銀行情報を入力する] を選択しま
す。AWS Marketplace 管理ポータル

2.

Hyperwalletアカウントを持っておらず、そのアカウントをで使用する必要がある場合はAWS
Marketplace、「米国の銀行口座を持っていますか？」というメッセージで「いいえ」を選択してくだ
さい また、ハイパーウォレットに登録していますか？ Hyperwalletにサインアップするための個人識
別番号 (PIN) とリンクが提供されます。

3.

Hyperwallet アカウントを有効にしたら、Hyperwallet 登録ポータルに記載されているステップに従っ
て登録を完了し、預金口座情報を受け取ります。

4.

Hyperwalletからアカウントを取得したら、にサインインして、AWS Hyperwalletのアカウント情報を
アカウントに追加しますAWS Marketplace 管理ポータル。次に、「設定」を選択し、「支払い情報」
セクションで「銀行情報を入力する」を選択します。

「顧客確認」プロセスの完了
Know Your Customer（KYC）は、金融機関やオンラインビジネスが顧客の身元を確認するために使用する
コンプライアンス要件です。この要件は、銀行やその他の決済機関などの金融機関に適用される、改訂さ
れた支払いサービス指令（PSD 2）および欧州連合のマネーロンダリング防止指令によるものです。
AWS MarketplaceAmazon Web Services EMEA SARL による取引は、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. (APE) によって処理されます。支払いサービスを利
用するには、本人確認が必要です。
出品者がAmazon Web Services EMEA SARL を通じて取引を行うには、KYC プロセスを完了する必要が
あります。このプロセスには、会社に関する追加情報、主要な連絡先、実質的所有権、および補足文書の
提供が含まれます。

KYC プロセスを完了するには
1.

AWS Marketplace管理ポータルで、[設定] を選択します。

2.

アカウント概要セクションで、表示されている国が正しいことを確認します。
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Note
国を変更する方法を確認するには、情報リンクを選択してください。
3.

「KYC情報を見る」を選択するか、「顧客確認 (KYC)」タブを選択し、「KYCコンプライアンスを開
始」を選択すると、KYC登録ポータルにリダイレクトされます。
情報の使用方法と共有方法の詳細についてはAWS Marketplace、Amazon Payments ヨーロッパのプ
ライバシー通知をご覧ください。

4.

[KYC 概要に移動] を選択します。

5.

Know Your Customer（KYC）の概要で、必要な情報とドキュメントのリストを読み、必要なドキュ
メントを収集します（まだ行っていない場合）。次に、「KYCコンプライアンスを続行」を選択しま
す。

6.

指示に従って基本情報を入力します。Amazon Payments ヨーロッパの利用規約を確認したら、「同
意する」を選択して続行してください。
KYCプロセスの次のページまたは次のステップに進むと、Amazon Payments ヨーロッパの利用規約
に同意したことになります。
質問がある場合は、コンソールの右側にある「よくある質問 (FAQ)」を参照してください。

7.

指示に従って必要なビジネス情報を入力し、[次へ] を選択します。

Note
情報は、[次へ] を選択して次のステップに進むたびに保存されます。
8.

指示に従って必要な連絡先情報を入力し、[次へ] を選択します。

9.

受益者が連絡先と同じかどうかを選択し、必要に応じて受益者を 4 人まで追加し、追加内容を確認し
て、[次へ] を選択します。

10. その他の書類については、営業許可証、身分証明書、承認書（該当する場合）をアップロードしてく
ださい。
11. [確認して送信] で、入力したすべての情報を確認して確認します。
必要に応じて [編集] を選択して前のセクションに戻ることができます。
12. 確認のため [送信] を選択します。
KYC コンプライアンスの状況を確認します (通常は 24 時間以内)。審査が完了すると、電子メールメッ
セージで通知されます。KYCプロセス全体には通常約2週間かかります。
[設定] タブに戻ると、アカウントサマリーカードでKYCコンプライアンスのステータスを確認できま
す。KYC ステータスの詳細については、アカウント概要カードの下にある「顧客確認 (KYC)」タブを選択
してください。レビューが完了するまで [レビュー中] と表示されます。
KYCが確認されたら、APEを通じて支払いを受け取る前に、「支払い情報」タブに銀行取引明細書を提出
する必要があります。

銀行口座確認プロセスの完了
Amazon Payments Europe（APE）からの支払いを受け取るには、の「支払い情報」タブに記載されてい
る支払い銀行口座を確認するための追加情報を提供する必要がありますAWS Marketplace 管理ポータル。

追加の銀行情報の提供
追加の銀行情報を提供するには
1. にサインインしAWS Marketplace 管理ポータル、[設定] を選択します。
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(オプション)「顧客確認」手順に
セカンダリユーザーを追加する

2. 「支払い情報」セクションで「銀行情報の更新」を選択します。
3. 適切な支払いアカウントを選択します。
検証ステータスには「未確認」と表示されます。
4. [検証] を選択します。
5. 銀行取引明細書をアップロードして送信できる銀行口座確認登録ポータルにリダイレクトされます。
Hyperwalletの仮想銀行口座ソリューションを使用している場合は、を参照してくださいthe section
called “ハイパーウォレットから銀行取引明細書をダウンロードする” (p. 10)。
6. ポータルで [銀行書類をアップロード] を選択し、[送信] を選択します。

ハイパーウォレットから銀行取引明細書をダウンロードする
Hyperwalletの仮想銀行口座ソリューションを使用する販売者は、以下の手順を使用してHyperwalletの銀行
取引明細書をダウンロードできます。その後、指示に従って銀行文書をアップロードできます銀行口座確
認プロセスの完了 (p. 9)。
Hyperwalletから銀行取引明細書をダウンロードするには
1. ハイパーウォレットアカウントにサインインします。
2. 預金口座情報ページに移動します。
3. 銀行口座確認書をダウンロードしてください。

(オプション)「顧客確認」手順にセカンダリユーザー
を追加する
Note
IAM ユーザーは、支払い情報を更新するためにMulti-Factor Authentication (MFA) を有効にする必
要があります。MFA の詳細については、IAM のMulti-Factor Authentication (MFA) を参照してくだ
さい。
セカンダリユーザー (IAM ユーザー) とは、KYC 情報の修正、資金の流れや返金の管理、銀行口座情報など
の財務情報の変更ができる個人です。
前述の更新を行うことができるのは、KYC 認証を受けたセカンダリユーザーのみです。これらのセカンダ
リユーザーには、ルートアカウントの所有者と同じ継続的なスクリーニング管理が適用されます。
KYC 認証を受けるには、セカンダリユーザーがで手順を完了する必要があります「顧客確認」プロセスの
完了 (p. 8)。

Know Your Customer プロシージャにセカンダリユーザーを追加するには
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IAM ユーザーに、へのサインインを依頼しますAWS Marketplace 管理ポータル。
[設定] タブに移動します。
「顧客確認 (KYC)」タブを選択し、「二次ユーザー情報」のセクションを参照してください。
[セカンダリユーザー情報を入力する] を選択します。
セカンダリユーザー登録ポータルにリダイレクトされます。
セカンダリユーザー登録ポータルで、必須フィールドに入力し、[次へ] を選択します。
「確認と送信」ページで、身分証明書のコピー（パスポートのアップロード）と住所の証明（書類の
アップロード）をアップロードします。
「確認用に送信」 を選択します。
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KYC コンプライアンスの状況を確認します (通常は 24 時間以内)。審査が完了すると、電子メールメッ
セージで通知されます。KYCプロセス全体には通常約2週間かかります。

AWS Marketplace 税額計算サービスへの登録
AWS Marketplace Tax Calculation Service を使用すると、既存製品や新規製品に対する米国の消費税と使
用税を計算できます。一部の州では、Tax Calculation Service を利用できません。これらの州を拠点とす
る顧客に対する製品の課税売上に適用される消費税については、AWS Marketplace が徴収して納付するこ
とが法で義務付けられているためです。サービスを使用するには、販売者プロフィールの税を設定し、製
品税コードを製品に割り当てます。

Note
このプロセスを完了する前に、AWS Marketplace 税手法および AWS Marketplace 製品税コード
ガイダンス を全体的に確認することを推奨します。

税金ネクサスを設定する
1.

AWS Marketplace 管理ポータル を開きます

2.

[Settings] (設定) タブで、該当する税金ネクサスを設定します。

3.

を使用して製品税コード (PTC) を商品に割り当てますAWS Marketplace 管理ポータル。

4.

「製品」タブの提出プロセスでサポートされていない製品タイプの場合は、「アセット」タブから
「ファイルアップロード」を選択して製品ロードフォームをダウンロードしてください。更新された
製品ロードフォームを編集してアップロードする必要があります。

以上のステップを完了すると、米国の売上税および使用税の計算が有効になります。

Note
• タックスネクサス設定の有効化には 5 ～ 48 時間かかります。
• 税ネクサス設定は、PTC を割り当てる前に設定する必要があります。
• PTC の割り当ては、AWS Marketplaceチームが製品を承認して公開してから 24 時間後に行わ
れます。これには、製品変更リクエストを送信してから 3 ～ 5 日かかる場合があります。
• 税額計算が開始されると、推定売上税額が顧客請求書に含まれます。売上税は、顧客の請求先
住所、商品の税コード、タックスネクサス設定などの要素に基づいて計算されます。発生した
売上税は、該当する場合は顧客の請求書に含まれ、貴社が販売する特定の製品に基づく米国の
売上税として識別されます。顧客請求書には、AWS Marketplace出品者登録時に入力した会社
の正式名称が記載されています。
• 徴収された売上税資金は、毎月の支払いと共に送金されます。その月の15日に、徴収された税
金の詳細が記載された米国売上税および使用税レポートが発行されます。ご自身の税を軽減す
るのはお客様の責任です。
AWS Marketplace Tax Calculation Service に登録する場合、Amazon 非課税プログラム (ATEP) にも登
録することを推奨します。このサービスの使用は必須ではありません。ただし、Tax Calculation Service
を利用する AWS Marketplace のすべての販売者は ATEP に参加することをお勧めします。参加する
と、ATEP に登録している対象顧客に対して処理する必要がある税のみの返金の回数を減らすことができ
ます。
の税金計算サービス設定ページで、税金ネクサス情報を編集または削除できますAWS Marketplace 管理
ポータル。
詳細については、Amazon Web Service Tax Help の AWS Marketplace Selers をご覧ください。売上に対
する売上税、VAT、または GSTAWS を徴収し、その税金を地方税務当局 (, Inc.) に送金する場所について
詳しくは、Amazon Web Service Tax Help をご覧ください。AWS
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支払いと購入者への請求

Note
税額計算サービスのご利用には、AWS Marketplace米国の徴税Support 利用規約が適用されま
す。

支払いと購入者への請求
AWSユーザーに代わって請求メカニズムとして機能します。購入者が利用できる最も一般的な支払い方法
は、クレジットカードと請求書発行の 2 つです。
AWS Marketplaceサブスクリプションの請求に関する情報は次のとおりです。
• 前払いでの購入は、サブスクリプション後すぐに請求されます。
• プライベートオファーの請求スケジュールは、買い手と売り手の間で合意されます。
• 請求書の支払い条件（請求書の期日を含む）は、購入者との間で合意されていますAWS。条件はベン
ダーには開示されていません。
• フレキシブル支払いスケジューラーを使用するプライベートオファーは、支払いオプションとして請求
書に記載する必要があります。
• を使用して請求書を検証できます月別請求済み収益レポート (p. 360)。このレポートには、AWSお客
様に代わって行われた請求がまとめられています。このレポートには、請求書の作成日と請求書の期日
を照合して確認できるようにするトランザクション参照キーが含まれています。
以下は、出品者が支払いを受け取る方法に関する情報です。
• 支払いには、有効な支払い方法、登録された米国の銀行口座、および提出された W9 フォームが必要で
す。
• 有料商品の出品者は、W-8、付加価値税 (VAT) または物品およびサービス税 (GST) の登録番号、および
米国の銀行口座情報を提供する必要があります。Hyperwallet が用意した米国の銀行口座を利用でき、こ
れを AWS Marketplace に提示して、AWS Marketplace からの支払いを受けることができます。
• AWS は毎月、販売者アカウントに関連付けられた銀行口座に、AWS Marketplace サービス料金を引い
た額の支払いを直接行います。
• AWS購入者が請求書を支払った後、ACH送金で支払いを行います。
• AWS支払いは毎月1回、その月の7日から10日の間に行われます。出品者は毎月同じ日付になります。支
払いレポート (p. 355)支払い日が反映されます。
• AWS支払いは (出品用アカウントが作成された時点から) 毎月継続して行われます。
• 資金は、顧客から回収されたあとにのみ支払われます。
• 支払いが支払い日から販売者の銀行に届くまでに約1〜2営業日かかります。正確なタイミングは、銀行
とタイムゾーンによって異なります。
• 支払いレポートは、AWS Marketplace 管理ポータル支払い後3～5日で更新されます。
• 未払資金と未回収資金の詳細は、未払いの売掛金を含め、毎月の支払いレポートで確認できます。
• AWS Marketplace Tax Calculation Service に参加されている場合、顧客から徴収した米国の消費税およ
び使用税は、月別の支払いに含まれます。

すでに販売者ですか?
go-to-market で提供されているアクティビティを活用して、AWS Marketplace 管理ポータル製品をチャネ
ル収益の増加につなげましょう。活動は次のとおりです。
• キャンペーンでもたらされた使用量や収益の増加など、マーケティング活動の結果を数時間で測定しま
す。
• カスタマーサービス担当者がリアルタイムで顧客データを取得できるようにします。
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苦情処理ポリシー — Amazon Payments ヨーロッパ

• 製品を作成して管理するために必要なファイルをアップロードし、処理の進行状況をモニタリングしま
す。

苦情処理ポリシー — Amazon Payments ヨーロッパ
Amazon Payments ヨーロッパ（APE）が提供するサービスに問題がある場合は、お知らせください。お
客様からのフィードバックは、お客様だけでなく、すべての購入者と販売者にとってより良い体験を提供
するのに役立ちます。

Note
特定の苦情のみが、AWS Marketplace以下の手順で対処されます。Amazon Payments Europe
S.C.A. が提供するサービスには、支払い取引の処理、手数料に含まれる可能性のあるエラーの検
証、資金の支払いなどが含まれます。

苦情の提出
Amazon Payments ヨーロッパS.C.A.AWS Marketplace のアカウントをお持ちの場合、苦情はAmazon
Payments ヨーロッパS.C.A. が処理します。

苦情を申し立てるには
1.
2.

AWS Marketplace出品用アカウントにログインします。
「お問い合わせ」に移動します。

3.
4.

「コマーシャルMarketplace」、「出品用アカウント」、「登録」を選択します。
苦情の詳細を入力し、[送信] を選択します。

Amazon ペイメントヨーロッパでの苦情解決の時間枠
Amazon Payments ヨーロッパS.C.A.（APE）は、苦情を受け取った日から15営業日以内に、お客様の苦
情に関する最新情報をお知らせします。APEの制御が及ばない例外的な状況では、苦情の解決は、APEが
最初に苦情を受け取った日から最大35営業日以内に延長される場合があります。

クレームエスカレーション
当社の対応にご満足いただけない場合は、以下の連絡先に連絡して苦情を申し立てることができます。
• Amazon Payments ヨーロッパ上級管理職
苦情を申し立てるには、<ape-management@amazon.lu ########################>。お客様
のコメントを慎重に検討し、上級管理職が苦情を受領した日から15営業日以内に回答します。Amazon
Payment Europeの管理が及ばない例外的な状況では、上級管理職が最初に苦情を受け取った日から最大
35営業日以内に苦情の解決が延長される場合があります。
• 金融セクター監視委員会 (CSSF)
CSSFは、ルクセンブルクの金融セクターにおける企業の健全性監督を担当する機関です。110 Route
d'Arlon L-2991 ルクセンブルクでCSSFに連絡するか、https://www.cssf.lu/contacts/ のお問い合わせペー
ジを使用してください。CSSF に関する詳細情報および連絡方法については、CSSF Web サイトの「お
客様からの苦情」を参照してください。
• オンライン紛争解決
EUでオンラインで口座を開設した場合は、オンライン紛争解決プラットフォームを使用して苦情を
CSSFに照会することもできます。このオプションを利用できるのは、Amazon Payments Europe
S.C.A. が金融サービスを提供しており、CSSF がそのライセンスの責任を負う機関であるためです。詳
細については、欧州委員会ウェブサイトのオンライン紛争解決プラットフォームを参照してください。
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販売者ツールキット
AWS Marketplace 管理ポータル は、AWS Marketplace で製品を販売するための主要ツールです。以下の
追加のツールは、顧客ベースのニーズをより詳しく分析し、販売の理解を深めるのに役立ちます。
• AWS MarketplaceCommerce Analytics Service (p. 14)
• AWS Marketplace フィールドデモストレーションプログラム (p. 25)
• Product Support Connection (p. 26)
• 販売者レポート、データフィード、ダッシュボード (p. 302)
• その他のリソースも使用できます。AWS Marketplace 管理ポータル (p. 34)

AWS MarketplaceCommerce Analytics Service
-AWS Marketplace Commerce Analytics Serviceを通じて製品および顧客データにプログラムでアクセスで
きます。AWS Marketplace。サービスに登録すると、AWS SDK を通じてご利用状況、サブスクリプショ
ン、およびに請求レポートアクセスできます。

SDK ツールを使用してリクエストしたデータは、データセットとして AWS アカウントに配信されます。
ほとんどのデータセットは、AWS Marketplace 管理ポータル で利用可能なテキストベースのレポートと同
じデータに対応します。特定の日付のデータセットをリクエストできます。データは提供された Amazon
S3 バケットに配信されます。データ配信の通知は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) に
よって提供されます。

利用規約
これらAWS Marketplace Commerce Analytics Service規約CAS 用語」) には、お客様による本サービス
の使用およびアクセスに固有の利用規約が記載されています。AWS Marketplace Commerce Analytics
Service(」CA Service」) であり、「承認する」ボタンまたはこれらの CAS 規約を提示するチェッ
クボックスをクリックした日付、あるいはそれ以前の場合は、CA サービスオファーを使用した日
付の時点で効力を発します。これらの CAS 規約は、お客様と Amazon Web Services, Inc. (「AWS
MarketplaceAWS」、「AWS Marketplace私たち」、「私たち」または「私たちの」 (これらの用語はこれ
によって統合されます)) の間のお客様と 販売者の規約 (「 販売者規約」) への付録です。これらの CAS 規
約と AWS Marketplace 販売者規約の間に競合が発生した場合は、当該の競合の範囲内で、およびお客様の
CA サービスの使用に関してのみ、これらの CAS 規約が適用されます。ここで使用されるがここで定義さ
れていない大文字の用語は、AWS Marketplace 販売者規約に記述されている意味を持ちます。
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1.

2.

CA サービスおよび CAS データ。CA サービスにアクセスする資格を持つには、既存の AWS
Marketplace 販売者規約に縛られている AWS Marketplace 販売者である必要があります。CA サービ
ス (「CAS データ」) に関連して受信する情報またはデータ、あるいはアクセス可能な情報またはデー
タは、サブスクライバー情報を含み、AWS Marketplace 販売者規約に記述されている制約および義務
の対象です。(a) CAS データをいずれかのサードパーティーに開示せず、(b) 適用されるプライバシー
ポリシーまたは法律に反する方法で CAS データを使用せず、(c) AWS Marketplace 外で代替購入を行
うようサブスクライバーに連絡せず、(d) 弊社、弊社の関連会社、あるいは関連会社または弊社の製品
の評判を落とさず、(e) 意図される受信者が AWS Marketplace サブスクライバーであることにもとづ
いてあらゆる種類の通信をターゲットしない限り、CAS データを内密の取り扱いで使用して、AWS
Marketplace Content に関連するマーケティングおよびその他の促進活動を改善してターゲットするこ
とができます。
CA サービスの制限とセキュリティ。CA サービスドキュメントに記載されている方法によっての
み、CA サービスにアクセスします (またはアクセスを試みます)。CA サービスを使用中に自身のア
イデンティティまたは顧客のアイデンティティを偽ったり、隠したりしてはなりません。いずれかの
期間において CA サービスへのアクセスを許可された接続、通話、またはサーバーの数に関して、こ
れを含みますが限定されず、CA サービスに使用を設定または制限する権利を単独裁量にて保有しま
す。当該の制限に同意し、迂回することを回避しようとしません。これらの CAS 規約に違反してい
る、または CA サービスを悪用していると確信した場合、CA サービスにアクセスする権利を制限、停
止または終了する権利を保有します。

3.

CA サービス認証情報の機密性とセキュリティ。CA サービス認証情報 (パスワード、キー、およびク
ライアント ID など) は、お客様が API クライアントを識別するために使用されることが目的です。認
証情報を秘匿する全責任はお客様が負い、少なくとも同様の性質の機密情報を保護するために取る措
置を含め、当該認証情報の開示、流布、または不正使用を避けるための合理的な措置を取ります。CA
サービス認証情報をオープンソースプロジェクトに埋め込むことはできません。お客様の認証情報で
の CA サービスへのあらゆるアクセスの全責任はお客様が負います。

4.

変更。AWS サイトに改訂版を掲載する、または AWS Marketplace 販売者規約にしたがった通知を提
供することによって、CAS 規約を随時変更することができます。変更された規約は、掲載時に、また
は、E メールによって通知した場合、E メールメッセージに記載されているとおりに、発行します。
これらの CAS 規約への変更の発行日後に CA サービスの使用またはアクセスを継続することで、変更
された規約に縛られることに同意したものと見なされます。

5.

ターミネーション。これらの CAS 規約およびここに付与される CAS データを使用する権限は、あら
ゆる理由による AWS Marketplace 販売者規約の終了により、通知の有無に関わらず、終了します。さ
らに、あらゆるときにあらゆる理由で CA サービスの提供を停止するか、CA サービスへのアクセスを
終了する場合があります。

オンボーディングガイド
設定する必要がありますAWSアカウントとAWS services to use the AWS Marketplace Commerce
Analytics Service。

を使用するにはAWS MarketplaceCommerce Analytics Service
1.

Set up your AWSアクセス許可のあるアカウント (p. 15).

2.

送信先の Amazon S3 バケットを作成する (p. 16).

3.
4.
5.

レスポンス通知用の Amazon SNS トピックを設定する (p. 16).
Commerce Analytics Service プログラムに登録する (p. 16).
設定を確認する (p. 16).

Set up your AWSアクセス許可のあるアカウント
AWS Marketplace 強くの使用を推奨するAWS Identity and Access Management(IAM) ロールにサインイン
するにはAWS Marketplace 管理ポータルroot アカウント認証情報を使用するのではなくなります。「」を
参照してください。the section called “AWS Marketplace 販売者のポリシーとアクセス許可” (p. 406)特定
の IAM アクセス許可についてAWS MarketplaceCommerce Analytics Service 詳細については、「IAM ユー
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ザーを作成する」を参照してください。お客様のアカウントにアクセスする人に対して個別 IAM ユーザー
を作成することにより、各 IAM ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を設定することができます。さら
に、各 IAM ユーザーにそれぞれ異なるアクセス許可を付与することもできます。必要な場合には、いつで
も IAM ユーザーのアクセス許可を変更または無効化できます。

送信先の Amazon S3 バケットを作成する
Commerce Analytics Service により、リクエストしたデータが、指定した Amazon S3 バケットに配信さ
れます。既に Amazon S3 バケットをお持ちで使用できる場合は、次のステップに進みます。
Amazon S3 バケットがない場合、または配信データ専用の新しい Amazon S3 バケットを作成する場合
は、「」を参照してください。S3 バケットを作成する方法。

レスポンス通知用の Amazon SNS トピックを設定する
-Commerce Analytics Serviceは Amazon SNS を使用してレスポンス通知を配信します。このサービスで
は、データセットが利用可能になったり、エラーが発生したりしたときに、このトピックにメッセージを
発行して通知します。このサービス用の Amazon SNS トピックが既にある場合は、次のステップに進みま
す。
このサービスに対して Amazon SNS トピックを設定していない場合は、この時点で設定します。手順につ
いては、以下を参照してください。トピックの作成。
作成したトピックのトピック Amazon Resource Name (ARN) はサービスの呼び出しで必要になるため、
メモしておきます。

Commerce Analytics Service プログラムに登録する
トピックの ARN およびバケットの名前を使用してサービスを設定すると、Commerce Analytics Service
はその Amazon S3 バケットおよび Amazon SNS トピックにアクセスします。

そのアクセスを有効にするには
1.
2.
3.

AWS Marketplace 管理ポータル に、AWS Marketplace 製品を管理するために使用する AWS アカウ
ントでログインします。
Ensure you have the 必要な IAM アクセス許可 to enroll in the AWS MarketplaceCommerce Analytics
Commerce Analytics Service 登録ページに移動します。

4.
5.

Amazon S3 バケット名および Amazon SNS トピック ARN を入力し、登録。
[permissions (権限)] ページの [Allow (許可)] を選択します。

6.

AWS Marketplace 管理ポータル で、成功メッセージである [Role Name ARN] を記録します。サービ
スを呼び出すには ARN が必要です。

Note
Commerce Analytics Service へのオンボーディングにより、AWS アカウント。IAM ロールで
は、AWS Marketplaceをクリックして Amazon S3 バケットに書き込み、Amazon SNS トピック
に通知を発行します。AWS Marketplaceは、アカウント 452565589796 を使用して、この IAM
ロールに関連するアクションを実行します。

設定を確認する
最後のステップは、設定が正常に動作しているかどうかを確認することです。

設定をテストするには
1.
2.

AWS Command Line Interface (AWS CLI) をダウンロードして、インストールおよび設定します。
AWS CLI を使用して、このコマンドを実行します。
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aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \
--data-set-publication-date "{TODAY'S-DATE}" \
--role-name-arn "{YOUR-ROLE-NAME-ARN}" \
--destination-s3-bucket-name "{YOUR-S3-BUCKET}" \
--destination-s3-prefix "test-prefix" \
--sns-topic-arn "{YOUR-SNS-TOPIC-ARN}"

• --data-set-publication-date で、{TODAY'S DATE} を ISO-8601 形式を使用して現在の日付
YYYY-MM-DDT00:00:00Z に置き換えます。YYYY は 4 桁の年、MM は 2 桁の月、DD は 2 桁の日を表し
ます。
• を使用する場合--role-name-arn、置換{YOUR-ROLE-NAME-ARN}の登録プロセスで受け取ったロー
ルの ARN を使用します。Commerce Analytics Service プログラムに登録する (p. 16)。
• を使用する場合—destination-s3-bucket-name、置換{YOUR-S3-BUCKET}で作成したAmazon S3 バケッ
トを使用して送信先の Amazon S3 バケットを作成する (p. 16)。
• を使用する場合–sns-topic-arn、置換{YOUR-SNS-TOPIC-ARN}で作成した Amazon SNS トピックレスポ
ンス通知用の Amazon SNS トピックを設定する (p. 16)。
を含む応答を受け取った場合dataSetRequestIDサービスからの応答で、オンボーディングプロセスが完了
しています。正常な応答は次のようになります。
{
}

"dataSetRequestId": "646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"

技術的な実装ガイド
-AWS Marketplaceコマース分析サービスは、AWS SDK。このガイドでは、AWS CLI および AWS SDK
for Java を使用してサービスを操作する方法を説明します。

IAMポリシーCommerce
IAM ユーザーがCommerce Analytics Serviceに以下の行をアタッチするポリシーあなたのユーザーに。
以下の IAM アクセス権限ポリシーを使用して、AWS MarketplaceCommerce Analytics
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"aws-marketplace-management:viewReports"
],
"Resource": "*"
}
]
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次の IAM アクセス権限ポリシーを使用して、IAM ユーザーがAWS MarketplaceCommerce Analytics
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
"Resource": "*"
}
]

詳細については、次を参照してください。IAM コンソールでのポリシーの作成のIAM ユーザーガイド。

AWS CLI によるリクエストの作成
開始するには、AWS CLIをダウンロードします。次の AWS CLI の例では、2017 年 10 月 1 日の時間単位
または月単位のサブスクリプションのデータセットをリクエストします。このデータセットはデモバケッ
トプレフィックスを使用する Amazon S3 バケットデモプレフィックス、通知メッセージはデモトピッ
クAmazon SNS トピック
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \
--data-set-publication-date "2017-10-01T00:00:00Z" \
--role-name-arn "arn:aws:iam::123412341234:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole" \
--destination-s3-bucket-name "demo-bucket" \
--destination-s3-prefix "demo-prefix" \
--sns-topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123412341234:demo-topic"

このリクエストは、リクエストごとに一意の識別子を返します。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックに発行された通知に関連付けることができます。以下は、この識別子の例です。
{
}

"dataSetRequestId": "646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"

AWS SDK for Java によるリクエストの作成
開始するには、AWS Java SDK をダウンロードします。次の AWS SDK for Java の例では、2015 年 10 月
1 日の時間単位または月単位のサブスクリプションのデータセットをリクエストします。このデータセッ
トはデモバケットプレフィックスを使用する Amazon S3 バケットデモプレフィックス、通知メッセージ
はデモトピックAmazon SNS トピック
/*
* Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License.
* A copy of the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0
*
* or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
* on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
* express or implied. See the License for the specific language governing
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* permissions and limitations under the License.
*/
import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Region;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import
com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient;
import com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.model.GenerateDataSetRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.model.GenerateDataSetResult;
/**
* This sample demonstrates how to make basic requests to the AWS Marketplace Commerce
* Analytics service using the AWS SDK for Java.
* <p>
* <b>Prerequisites:</b> Follow the on-boarding guide: {URL OR SOMETHING}
* <p>
* Fill in your AWS access credentials in the provided credentials file
* template, and be sure to move the file to the default location
* (~/.aws/credentials) where the sample code will load the credentials from.
* <p>
* <b>WARNING:</b> To avoid accidental leakage of your credentials, DO NOT keep
* the credentials file in your source directory.
* <p>
* http://aws.amazon.com/security-credentials
*/
public class MarketplaceCommerceAnalyticsSample {
public static void main(String[] args) throws ParseException {
/*
* The ProfileCredentialsProvider will return your [default]
* credential profile by reading from the credentials file located at
* (~/.aws/credentials).
*/
AWSCredentials credentials = null;
try {
credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
} catch (Exception e) {
throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from the credential profiles "
+ "file. Make sure that your credentials file is at the correct "
+ "location (~/.aws/credentials), and is in valid
format.", e);
}
AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient client = new
AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient(credentials);
Region usEast1 = Region.getRegion(Regions.US_EAST_1);
client.setRegion(usEast1);
System.out.println("===============================================================");
System.out.println("Getting Started with AWS Marketplace Commerce Analytics Service");
System.out.println("===============================================================\n");
// Create a data set request with the desired parameters
GenerateDataSetRequest request = new GenerateDataSetRequest();
request.setDataSetType("customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions");
request.setDataSetPublicationDate(convertIso8601StringToDateUtc("2014-06-09T00:00:00Z"));
request.setRoleNameArn("arn:aws:iam::864545609859:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole");
request.setDestinationS3BucketName("awsmp-goldmine-seller");
request.setDestinationS3Prefix("java-sdk-test");
request.setSnsTopicArn("arn:aws:sns:us-west-2:864545609859:awsmp-goldmine-seller-topic");
System.out.println(
String.format("Creating a request for data set %s for publication date %s.",
request.getDataSetType(), request.getDataSetPublicationDate()));
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try {
// Make the request to the service
GenerateDataSetResult result = client.generateDataSet(request);
// The Data Set Request ID is a unique identifier that you can use to correlate the
// request with responses on your Amazon SNS topic
System.out.println("Request successful, unique ID: " + result.getDataSetRequestId());
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.out.println("Caught an AmazonServiceException, which means your request made it "
+ "to the AWS Marketplace Commerce Analytics service, but was rejected with an "
+ "error response for some reason.");
System.out.println("Error Message: " + ase.getMessage());
System.out.println("HTTP Status Code: " + ase.getStatusCode());
System.out.println("AWS Error Code: " + ase.getErrorCode());
System.out.println("Error Type: " + ase.getErrorType());
System.out.println("Request ID: " + ase.getRequestId());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.out.println("Caught an AmazonClientException, which means the client encountered "
+ "a serious internal problem while trying to communicate with the AWS Marketplace"
+ "Commerce Analytics service, such as not being able to access the "
+ "network.");
System.out.println("Error Message: " + ace.getMessage());
}
}
private static Date convertIso8601StringToDateUtc(String dateIso8601) throws ParseException
{
TimeZone utcTimeZone = TimeZone.getTimeZone("UTC");
DateFormat utcDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssX");
utcDateFormat.setTimeZone(utcTimeZone);
return utcDateFormat.parse(dateIso8601);
}
}

正常な結果はこの例に似たものとなります。
===============================================================
Getting Started with AWS Marketplace Commerce Analytics Service
===============================================================
Creating a request for data set customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions for
publication
date Sun Jun 08 17:00:00 PDT 2014.
Request successful, unique ID: c59aff81-6875-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab

技術ドキュメント
このサービスは 1 つのメソッドを公開します。GenerateDataSetこれにより、Amazon S3 バケットに発
行されるデータセットをリクエストできます。次の表に GenerateDataSet のパラメータの一覧を示しま
す。

データセットのパラメータ
フィールド

説明

Data Set Type

このデータセットはリクエストの結果として返さ
れます。

Data Set Publication Date

データセットの発行日。
日別データセットでは、該当日の日付が日単位の
粒度で提供されます。
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フィールド

説明
月別データセットでは、該当月の日付が月単位の
粒度で提供されます。日付の値は無視されます。

Role Name ARN

ロールの ARN の後に、リソースへのアクセス権を
持つサービスを提供するアクセス権限ポリシーが
続いています。

送信先の Amazon S3 バケット名

送信先 Amazon S3 バケットの名前 (ARN ではなく
フレンドリ名)。データセットはこの場所に発行さ
れます。

Destination Amazon S3

(オプション) 発行されるデータセットの Amazon
S3 プレフィックス。標準ファイルシステムのディ
レクトリパスに似ています。
たとえば、バケットの名前が mybucket であり、
プレフィックスが myprefix/mydatasets の
場合、出力ファイルは s3://DOC-EXAMPLEBUCKET/myprefix/mydatasets/outputfile
に発行されます。
プレフィックスのディレクトリ構造が存在しない
場合は作成されます。
プレフィックスを指定しないと、データセットは
Amazon S3 バケットのルートに発行されます。

SNS トピックの ARN

データセットが発行されたとき、またはエラーが
発生した場合に通知の送信先となる Amazon SNS
トピックの ARN。

レスポンス
-AWS Marketplace Commerce Analytics Service2 つのレスポンスが返されます。1 つ目は同期で即座に返
され、2 つ目は非同期でこれは Amazon SNS を使用して返されます。同期のレスポンスは次の例のように
なります。

データセットパラメータ
フィールド

説明

Data Set Request ID

サービスに対する特定のリクエストを表す一意の
識別子。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックへの通知と関連付けること
ができます。

非同期レスポンスが JSON 形式のドキュメントとして Amazon SNS トピックに書き込まれ、次の例のよ
うになります。

データセットのパラメータ
フィールド

説明

Data Set S3 Location

配信されたデータセットのバケット名とキー。
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フィールド

説明

Data Set Meta Data S3 Location

配信されたデータセットのメタデータファイルの
バケット名とキー。

Data Set Request ID

サービスに対する特定のリクエストを表す一意の
識別子。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックへの通知と関連付けること
ができます。

成功

オペレーションが成功した場合は「true」、それ以
外の場合は「false」。

Message

(オプション) エラーが発生した場合 (「Success」
が「false」の場合など)、このメッセージは失敗に
関する情報を示します。

JSON 形式の非同期レスポンスの例
{

"dataSetS3Location":{
"bucketName":"demo-bucket",
"key":"demo-prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.csv"
},
"dataSetMetaDataS3Location":{
"bucketName":"demo-bucket",
"key":"demo-prefix/
customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.meta.json"
},
"dataSetRequestId":"f65b7244-6862-11e5-80e2-c5127e17c023",
"success":true
}

[Outputs] (出力)
リクエストが成功すると、リクエストされたデータセットは、.csv ファイルとして Amazon S3 バケット
に配信されます。JSON 形式のメタデータファイルは、データセットファイルと同じ場所に発行されま
す。メタデータファイルは、データセットや元のリクエストのパラメータに関する有用な情報を提供しま
す。メタデータファイル名は、データセットファイル名と同じですが、拡張子が .meta.json となります。
次の表は、.csv ファイルのメタデータフィールドの一覧です。

メタデータフィールド
フィールド

説明

Data Set Request ID

サービスに対する特定のリクエストを表す一意の
識別子。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックへの通知と関連付けること
ができます。

Data Set Coverage Range

データ範囲の開始日時と終了日時を定義します。
これらの日時は ISO 8601 形式です。

Data Set Request Parameters

への元のリクエストパラメータ GenerateDataSet
方法。

Data Set S3 Location

配信されたデータセットのバケット名とキー。

22

AWS Marketplace 販売者ガイド
AWS Marketplace Commerce Analytics Service

フィールド

説明

Data Set Meta Data S3 Location

配信されたデータセットのメタデータファイルの
バケット名とキー。

JSON 形式のメタデータコンテンツの例を次に示します。

{
"dataSetRequestId": "43d7137b-8a94-4042-a09d-c41e87f371c1",
"dataSetCoverageRange": {
"startDateTime": "2014-06-08T00:00:00.000Z",
"endDateTime": "2014-06-08T23:59:59.000Z"
},
"dataSetRequestParameters": {
"sellerAccountId": "123412341234",
"dataSetType": "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions",
"dataSetPublicationDate": "2014-06-09T00:00:00.000Z",
"roleNameArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole",
"destinationS3BucketName": "demo-bucket",
"destinationS3Prefix": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions",
"snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123412341234:demo-topic"
},
"dataSetS3Location": {
"bucketName": "demo-bucket",
"key": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.csv"
},
"dataSetMetaDataS3Location": {
"bucketName": "demo-bucket",
"key": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.meta.json"
}
}

利用可能な日付も含む利用可能なデータセットの詳細な一覧については、AWS SDK ドキュメントを参照
してください。

トラブルシューティング
このセクションでは、の使用時に発生する可能性のある問題の解決策について説明します。AWS
Marketplace Commerce Analytics Service。
許可リストの問題のため、サービスにアクセスできません。
AWS Marketplace で販売者として登録されていない場合は、AWS Marketplace 管理ポータル から登録し
ます。AWS Marketplace に販売者として登録済みの場合は、AWS Marketplace Seller Operations チームま
でお問い合わせください。
過去の日付のデータセットをリクエストできません。ただし、SDK ドキュメントでは、この日付のデータ
が利用可能となっています。
過去の特定の日付に関するデータセットが利用可能であると記載されていても、利用できるのは
AWS Marketplace に参加した時点以降のデータのみです。エラーが発生したと思われる場合は、AWS
Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。
このサービスを呼び出すと、「Could not connect to the endpoint URL: https://
marketplacecommerceanalytics.eu-central-1.amazonaws.com/」というエラーメッセージが表示されま
す。
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-AWS Marketplace Commerce Analytics Serviceは、米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用でき
ます。You must make all calls to the Commerce Analytics Serviceにus-east-1エンドポイントにする必
要があります。
AWS CLI を使用している場合は、次の例に示すように、各呼び出しに --region フラグを追加し、AWS
リージョンを us-east-1 として指定します。
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \
--data-set-publication-date "2016-04-21T00:00:00Z" \
--role-name-arn "arn:aws:iam::138136086619:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole" \
--destination-s3-bucket-name "marketplace-analytics-service" \
--destination-s3-prefix "test-prefix" \
--sns-topic-arn "arn:aws:sns:eucentral-1:138136086619:Marketplace_Analytics_Service_Notice" \
--region us-east-1

オンボーディングプロセスで選択したのとは別の Amazon S3 バケットまたは別の Amazon SNS トピック
を使用するにはどうすればいいですか。
When enrolling in the AWS Marketplace Commerce Analytics Serviceでは、Amazon S3 バケットと
Amazon SNS トピックを指定しています。オンボーディングプロセスでは、サービスがこれらの特定のリ
ソースのみにアクセスできるように IAM 権限を設定します。別のリソースを使用するには、IAM ポリシー
を変更する必要があります。
1.
2.

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。
IAM コンソールの左側にある [ロール] を選択します。

3.
4.

選択MarketplaceCommerceAnalyticsRole。
[Inline Roles (インラインロール)] セクションが展開されていない場合は展開します。

5.

で始まる名前のポリシーを見つけて選択するOneClick_MarketplaceCommerceAnalyticsRoleそして選
ぶポリシーの編集。

6.

そのポリシードキュメントで、変更するサービスに関連するアクションが指定されているセクション
を見つけます。たとえば、Amazon S3 バケットを変更するには、で始まるアクションが含まれている
セクションを見つけます。s3それぞれを変えてリソースを選択し、新しい Amazon S3 バケットを指
定します。

IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/
UserGuide/access_policies.html
GenerateDataSet アクションを呼び出すと、AccessDeniedException エラーが表示される
これは、を呼び出すために必要なアクセス許可が IAM ユーザーにない場合に発生することがありま
す。GenerateDataSet。次の手順では、IAM コンソールを使用して IAM ポリシーを更新し、これらのア
クセス許可を追加するために必要なステップを示します。

To get the GenerateDataSet 許可
1.
2.
3.
4.

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。
右側のナビゲーションペインで、Users。
認証情報を使用する IAM ユーザーを選択します。marketplacecommerceanalytics AWS CLIコマ
ンドを実行して概要ページで.
[アクセス許可] タブから、[インラインポリシーの追加] を選択します。
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5.

を開くJSONタブを付けて、以下のコードを貼り付けます。
{

}

6.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
"Resource": "*"
}
]

選択ポリシーの確認で、インラインポリシーにわかりやすい名前 (GetPolicy など) を付けま
す。GenerateDataSetPolicyを選択し、ポリシーの作成。

権限を更新したら、AWS CLIコマンドを再度この IAM ユーザーと同じ認証情報を使用してアクションを完
了します。
詳細については、次を参照してください。IAM コンソールでのポリシーの作成のIAM ユーザーガイド。
ここに記載されていない問題。
AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。

AWS Marketplace フィールドデモストレーションプロ
グラム
-AWS Marketplaceフィールド・デモンストレーション・プログラム（FDP）では、AWSフィールドチーム
(内部承認済み)AWS従業員) を通じていくつかの製品やソリューションを使用するAWS Marketplace料金は
発生しません。
承認された例AWS従業員としては、ソリューションアーキテクト、営業やマーケティングの専門家などが
あります。FDP により、これらの従業員は、教育のための製品機能と、顧客のワークロードに組み込む可
能性を実証することができます。
次の製品タイプがサポートされています。
• Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 67)
• コンテナ (p. 128)
• 機械学習アルゴリズムとモデルパッケージ (SageMaker) (p. 192)
• データセット (AWS Data Exchange)

Note
AWS Data Exchange 製品の場合、FDP は公開オファーが 0 ドル (無料) の製品にのみ適用され
ます。
サブスクリプション検証が有効になっている AWS Data Exchange 製品の場合、プロバイダー
はサブスクリプションリクエストを承認する必要があります。サブスクリプション検証の詳
細については、を参照ください。サブスクライバーのサブスクリプション検証のAWS Data
Exchange ユーザーガイド。
FDPプログラムに登録すると、自動的にFDPプログラムに登録されますAWS Marketplace販売者。オプト
アウトするには、サポートリクエストをマネージドカタログ業務 (MCO) チーム。
このプログラムでの製品の使用量に関する情報を表示するには、AWSフィールドデモ使用量 (p. 364)の
セクション月別請求済み収益レポート (p. 360)。
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Product Support Connection
Note
AWS Marketplace製品Support 2022 年 11 月 30 日以降、コマース分析サービスを使用した接続お
よび顧客連絡先情報の共有はサポートされなくなりました。AWS Marketplace製品リストの登録
が削除されますAWS Marketplace2022 年 11 月 30 日の製品Support 接続。
AWS Marketplace製品Support 接続 (PSC) は、以下を可能にする機能です。AWS Marketplaceお客様が連
絡先情報を提供してくださいAWS Marketplace製品サポートの取得とアクセスを目的としたウェブサイト
AWS Marketplace販売者。AWS Marketplaceは提供されたデータを API 経由で参加販売者に提供し、より
良いサポート体験を実現します。顧客は、PSC 対応の AWS Marketplace 製品の購入中または購入後に連
絡先の詳細を追加できます。販売者は、プルベースの API を呼び出すことによって、顧客の連絡先データ
を関連製品のサブスクリプションの詳細とともに取得できます。
スタッフはカスタマーSupport 資格ツールを使用してアクセスできます near-real-time製品に対するお客様
のサブスクリプションに関する情報を提供し、高速でパーソナライズされたサービスを提供します。AWS
Marketplace 管理ポータル簡単に始めることができます: お客様の情報を入力してくださいAWS アカウン
トアカウントからサブスクリプションや使用状況情報を取得するための ID。
また、製品を登録することもできますAWS MarketplacePSC。PSCに登録されている製品について
は、AWS Marketplace顧客は、連絡先情報 (名前、組織、E メールアドレス、電話番号など) を提供するこ
とができますAWS Marketplace製品サポートの取得とアクセスを目的としたウェブサイト。PSCに入学す
ると、AWS Marketplaceは、提供されたデータを API 経由で共有し、よりシームレスなサポート体験を可
能にします。

Note
データ製品はこの機能をサポートしていません。

技術的な実装ガイド
このセクションでは、API 仕様の詳細および PSC 機能のオンボーディング方法について説明しま
す。PSCstart-support-data-exportAPI オペレーションはAWS MarketplaceCommerce Analytics
Service (CAS)。PSC API と統合するには、まず CAS に登録する必要があります。CAS に登録済みの場合
は、同じ CAS を使用しますAWS Identity and Access Managementオンボーディング時に作成した (IAM)
ロール。

PSC 用の IAM ポリシー
IAM ユーザーがAWS MarketplacePSC 機能では、次のインラインポリシーをユーザーにアタッチする必要
があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "marketplacecommerceanalytics:StartSupportDataExport",
"Resource": "*"
},
]

詳細については、次を参照してください。IAM コンソールでのポリシーの作成のIAM ユーザーガイド。

AWS CLI によるリクエストの作成
AWS CLI または AWS Software Development Kits (SDK) のいずれかを使用して、PSC データのエクス
ポートをリクエストできます。
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CAS を既に使用して電話をかけてきた場合はgenerate-data-set操作、両方に同じ IAM ロールを使用
する必要がありますgenerate-data-setそしてstart-support-data-export。
Product Support Connection プログラムを介して利用可能な顧客の連絡先データのセキュリティを確保
するために、用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットはstart-support-dataexport用の S3 バケットとは別にしてくださいgenerate-data-set。IAM ロールでのアクセス許可
で、使用するすべての S3 バケットへのアクセスが許可されていることを確認します。
aws marketplacecommerceanalytics start-support-data-export
--data-set-type "test_customer_support_contacts_data" \
--from-date “{START-DATE}” \
--role-name-arn "{YOUR-ROLE-NAME-ARN}” \
--destination-s3-bucket-name “{YOUR-S3-BUCKET}” \
--destination-s3-prefix “test-prefix” \
--sns-topic-arn “{YOUR-SNS-TOPIC-ARN}”

このサービスからの正常なレスポンスでは、dataSetRequestIdリクエストの。

Example
{
"dataSetRequestId":
"646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"
}

API のリクエストパラメータとレスポンス
StartSupportDataExport方法
StartSupportDataExport メソッドを使用すると、顧客が PSC 対応製品に対して送信した連絡先の詳
細をリクエストできます。リクエストで指定した開始日から、リクエスト時刻の 15 分前までのデータが
エクスポートされます。正常なリクエストでは、指定した Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
バケットに発行されます。
API をクエリしてリクエストできますtest_customer_support_contacts_datadataSetは、実際の
顧客データに該当しないデータを含む静的なテストデータセットをエクスポートします。このテストデー
タは、テストおよび統合に使用します。-customer_support_contacts_dataオプションを使用する
と、PSC 対応製品の実際の顧客の連絡先データが返されます。

パラメータのリクエスト
入力

説明

Data Set Type

エクスポートをリクエストするデータセットのタ
イプ。データセットで有効なオプションは次のと
おりです。
test_customer_support_contacts_data
customer_support_contacts_data

開始日

エクスポートするデータの最も早い日付。エクス
ポートされるデータには、指定した From Date か
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入力

説明
ら、リクエストの時刻の最大 15 分前までのデータ
が含まれます。
From Date は、ISO 8601 の日付/時刻文字列として
表現されている必要があります。
更新されたデータではなく完全なデータセットを
受け取る場合は、プログラムに登録した日付より
前の日付を指定します。前回のリクエスト以降の
増分データのみを受け取るには、 endDateTimeか
らの dataSetCoverage前回のリクエストの結果と
して受け取ったメタデータ JSON ファイルの範囲
を指定します。メタデータ JSON ファイルの詳細
については後述します。

Role Name ARN

IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の後
に、リソースへのアクセス権を持つサービスを提
供するアクセス権限ポリシーが続いています。

Destination S3 Bucket Name

送信先 Amazon S3 バケットの名前 (ARN ではなく
フレンドリ名)。この場所にデータセットが発行さ
れます。

Destination S3 Prefix

(オプション) データセットAmazon S3 先であるの
プレフィックス。標準ファイルシステムのディレ
クトリパスに似ています。
たとえば、バケット名「outfile」を指定すると、出
力ファイル「outfile」は「outfile」を指定すると、
出力ファイル「outfile」は「outfile」が「outfile」
は「outfile」が「outfile」は「outfile」は「outfile」
がDOC-EXAMPLE-BUCKET/myprefix/mydatasets/
outputfile」。
プレフィックスのディレクトリ構造が存在しない
場合は作成されます。
プレフィックスが指定されていない場合、データ
セットは Amazon S3 バケットのルートに発行され
ます。

SNS トピックの ARN

データセットが発行されたとき、またはエラー
が発生した場合に通知の送信先となる、Amazon
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。

レスポンス
この API を呼び出すと、Data Set Request ID が含まれているレスポンスがすぐに返されます。
フィールド

説明

Data Set Request ID

サービスに対する特定のリクエストを表す一意の
識別子。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックへの通知と関連付けること
ができます。
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メタデータが含まれている追加のレスポンスは、元のリクエストで指定されている Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) トピックに送信されます。送信される内容を次の表に示します。
フィールド

説明

Data Set S3 Location

配信されたデータセットのバケット名とキー。

Data Set Meta Data S3 Location

配信されたデータセットのメタデータファイルの
バケット名とキー。

Data Set Request ID

サービスに対する特定のリクエストを表す一意の
識別子。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックへの通知と関連付けること
ができます。

成功

オペレーションが成功した場合は「true」、それ以
外の場合は「false」。

Message

(オプション) エラーが発生した場合 (「Success」
が「false」の場合など)、このメッセージは失敗に
関する情報を示します。

メタデータファイルは JSON 形式で、次のフィールドが含まれています。
フィールド

説明

Data Set Request ID

サービスに対する特定のリクエストを表す一意の
識別子。この識別子を使用して、リクエストを
Amazon SNS トピックへの通知と関連付けること
ができます。

Data Set Coverage Range

データ範囲の開始日時と終了日時を定義します。
これらの日時は ISO 8601 形式です。

Data Set Request Parameters

GenerateDataSet メソッドへの元のリクエスト
パラメータ。

Data Set S3 Location

配信されたデータセットのバケット名とキー。

Data Set Meta Data S3 Location

配信されたデータセットのメタデータファイルの
バケット名とキー。

Request Received Date Time

リクエストを受信した日時 (ISO 8601 形式)。

Request Completed Date Time

リクエストを完了した日時 (ISO 8601 形式)。

Example JSON 形式のメタデータコンテンツ
{

"dataSetRequestId": "c3c84ee0-5aba-11e6-8d9c-235dc080841d",
"dataSetCoverageRange": {
"startDateTime": "2016-08-18T00:00:00.000Z",
"endDateTime": "2016-08-05T03:14:50.334Z"
},
"dataSetRequestParameters": {
"fromDate": "2016-08-18T00:00:00.000Z",
"dataSetType": "test_customer_support_contacts_data",
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"roleNameArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole",
"destinationS3BucketName": "mybucket",
"destinationS3Prefix": "mydata",
"snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:mynotification"

},
"dataSetS3Location": {
"bucketName": "mybucket",
"key": "mydata/
test_customer_support_contacts_data_2015-01-18T00-00-00Z_to_2016-08-05T03-14-50Z.csv"
},
"dataSetMetaDataS3Location": {
"bucketName": "mybucket",
"key": "mydata/
test_customer_support_contacts_data_2015-01-18T00-00-00Z_to_2016-08-05T03-14-50Z.meta.json"
},
"requestReceivedDateTime": "2016-08-05T03:14:50.108Z",
"requestCompletedDateTime": "2016-08-05T03:14:50.334Z"
}

出力データ形式
出力データには、顧客の連絡先レコード、製品コード、製品 ID、サブスクリプションの開始日、AWS ア
カウント顧客のID。フィールドの概要を次の表に示します。各出力ファイルには、カンマ区切りのヘッ
ダーに続いて、顧客データおよびサブスクリプション情報のレコードが含まれています。各レコードに
は、API リクエストで指定された「From Date」以降にそのレコードが新規作成、更新、または削除された
ことを表す「Create」、「Update」、「Delete」のいずれかのオペレーションタイプが含まれています。
ファイル全体の形式は RFC4180 標準に準拠しています。
API リクエストの「from-date」パラメータで指定された期間内にレコードに対して複数のオペレーション
が行われていた場合は、最新のデータのみが反映またはエクスポートされます。たとえば、顧客がレコー
ドを作成した後に更新した場合、返されるレコードは、指定された「from-date」に応じて異なります。
「from-date」が、レコードの作成日付より前である場合は、CREATE レコードのみが出力データセット
に渡され、そのレコードには最後に入力された詳細情報が反映されます。「from-date」が、レコードの作
成日付より後であり、更新される前である場合は、UPDATE レコードのみが出力データセットに渡され
ます。「from-date」がレコードの更新より後である場合は、レコードは渡されません。同様に、顧客がレ
コードを作成した後に削除した場合は、出力ファイルには DELETE レコードのみが存在します。
更新されたデータのセットだけではなく、データセット全体を受け取る場合は、プログラムに登録した日
付より前の日付を指定します。前回のリクエスト以降の増分データのみを受け取るには、前回のリクエス
トの結果として受け取ったメタデータ JSON ファイルの dataSetCoverageRange の endDateTime を
指定します。
フィールド

[Format] (形式)

説明

製品 ID

36 文字の 16 進文字列。

AWS Marketplace における製品
の一意の識別子 (GUID)。
必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

製品コード

25 文字の英数字の文字列。

請求に関連付けられてい
て、Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スメタデータで利用可能な、製
品の一意の識別子。
必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

30

AWS Marketplace 販売者ガイド
Product Support Connection

フィールド

[Format] (形式)

説明

Customer Guid

36 文字の 16 進文字列。

顧客の連絡先データレコードを
識別する一意の GUID。この値
は、出力ファイル内の各レコー
ドで一意です。
必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

Subscription Guid

36 文字の 16 進文字列。

顧客の製品サブスクリプション
に対応する一意の GUID。顧客
は、1 つの製品に対して複数のサ
ブスクリプションを持つことが
できます。
必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

サブスクリプション開始日

組織

ISO 8601 形式の日時 (UTC タイ
ムゾーン)。

顧客の製品サブスクリプション
の開始日付。

「YYYY-MMDDTHH:mm:ss.nnnZ」の形
式です。ここで、YYYY は
年、MM は月、DD は日、HH
は時間 (00～23)、mm は分 (00
～59)、ss は秒 (00～59)、nnn
はミリ秒 (000～999) です (例:
"2016-04-07T14:05:15.275Z")。

必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

255 文字以内の文字列

顧客が指定した組織名。
オペレーションタイプが
「Update」または「Create」
のレコードには必ず存在しま
す。オペレーションタイプが
「Delete」のレコードには存在し
ません。

AWS カスタマー ID

12 桁の数値文字列 (12 桁未満の
場合は先頭にゼロが入っている)

製品をサブスクライブしている
顧客の AWS カスタマー ID。
必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

[Given Name] (名)

100 文字以内の文字列

顧客が指定した連絡先の名前。
オペレーションタイプが
「Update」または「Create」
のレコードには必ず存在しま
す。オペレーションタイプが
「Delete」のレコードには存在し
ません。
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フィールド

[Format] (形式)

説明

姓

100 文字以内の文字列

顧客が指定した連絡先の姓。
オペレーションタイプが
「Update」または「Create」
のレコードには必ず存在しま
す。オペレーションタイプが
「Delete」のレコードには存在し
ません。

Telephone Number

Email(メール)

25 文字以内の文字列。国際電話
番号が含まれている場合があり
ます。

顧客が指定した電話番号。

254 文字以内の文字列

顧客が指定したメールアドレ
ス。

オペレーションタイプが
「Update」または「Create」
のレコードには必ず存在しま
す。オペレーションタイプが
「Delete」のレコードには存在し
ません。

オペレーションタイプが
「Update」または「Create」
のレコードには必ず存在しま
す。オペレーションタイプが
「Delete」のレコードには存在し
ません。
[Title] (タイトル)

255 文字以内の文字列

顧客が指定した役職名。
オプションのフィールド。オペ
レーションタイプが「Update」
または「Create」のレコードに
は存在することがあります。オ
ペレーションタイプが「Delete」
のレコードには存在しません。

国コード

2 文字の ISO 3166 国コード

顧客が指定した国コード。
オプションのフィールド。オペ
レーションタイプが「Update」
または「Create」のレコードに
は存在することがあります。オ
ペレーションタイプが「Delete」
のレコードには存在しません。

ZIP コード

5 桁の文字列

顧客が指定した郵便番号 (米国の
みに適用)。
オプションのフィールド。オペ
レーションタイプが「Update」
または「Create」のレコードに
は存在することがあります。オ
ペレーションタイプが「Delete」
のレコードには存在しません。
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フィールド

[Format] (形式)

説明

Operation Time

ISO 8601 形式の日時 (UTC タ
イムゾーン)。「YYYY-MMDDTHH:mm:ss.nnnZ」の形
式です。ここで、YYYY は
年、MM は月、DD は日、HH
は時間 (00～23)、mm は分 (00
～59)、ss は秒 (00～59)、nnn
はミリ秒 (000～999) です (例:
"2016-04-07T14:05:15.275Z")。

このレコードを顧客が作成、更
新、または削除した直近の日時
を表します。

文字列。この値は
「CREATE」、「UPDATE」、
「DELETE」のいずれかです

作成: このレコードが、API リク
エストで指定した from-date 以降
に新しく作成されたことを表し
ます。

オペレーションのタイプ

必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。

更新: このレコードが、API リク
エストで指定した from-date 以降
に更新されたことを表します。
削除: このレコードが、API リク
エストで指定した from-date 以降
に削除されたことを表します。
必須フィールドであり、各レ
コードに必ず含まれています。
出力ファイル形式の例を次に示します。
Product Id,Product Code,Customer Guid,Subscription Guid,Subscription Start Date,Organization,AWS
Customer Id,Given Name,Surname,Telephone Number,Email,Title,Country Code,ZIP Code,Operation
Time,Operation Type
4b898955-84fa-4cfb-8f43-98287ad69c06,4gzp2symm0v9zidfrn9f854w6,ba1d75cc-d984-4f07-bb14ae04b952afbc,cad371fb-6f2c-4537-a054-1a7afc6312fd,2016-05-27T00:00:00.000Z,Example Inc -- Service
Division,000011112222,Eugene,Thietmar,555-947-8228,eugethi@example.org,,,,2016-05-12T03:54:46.143Z,CREATE

4b898955-84fa-4cfb-8f43-98287ad69c06,4gzp2symm0v9zidfrn9f854w6,1b4a2b5f-2c5d-4779b0c7-2878b0f45cfc,cad371fb-6f2c-4537-a054-1a7afc6312fd,2016-05-19T00:00:00.000Z,Example Inc -Service
Division,000011112222,Angela,Doe,555-294-4528,adoe@example.com,,US,02201,2016-05-19T18:21:06.834Z,CREATE
cade58ff-ff82-4770-b84b-0bd399bf1c6d,c0dcyyqczbk5uc62acmp6450t,6c83ff14-5167-43ccbb9f-24865a78db72,c2f40319-8fc2-409a-884b-2f85adf9e29c,2015-12-01T00:00:00.000Z,Example
Inc -- European Sales Division,111122223333,Ravi,Smith,555-111-1010,ravis@example.com,Head of
IT,ES,,2016-04-07T14:05:15.145Z,CREATE
4b898955-84fa-4cfb-8f43-98287ad69c06,4gzp2symm0v9zidfrn9f854w6,1b4a2b5f-2c5d-4779b0c7-2878b0f45cfc,cad371fb-6f2c-4537a054-1a7afc6312fd,2016-05-01T00:00:00.000Z,,000011112222,,,,,,,,2016-04-22T14:36:24.054Z,DELETE

3f4300eb-bfa0-4610-8d68d8xyxldrj8c5jyldy1lqo、91c72621-6cf4-4c72621-6cf4-4c72621-6cf4-4d69-8ebe-04c7c7c4cE-9c7c5j-9c4cE.9c7c5j-9c7c7c
00:00:00 .000Z、Example Inc — デザイン部門、ネイサン、鎮
元、555-22-1010、nathanz@example.com、シニアプログラムマネージャー、シニアプログラムマ
ネージャー、シニアプログラムマネージャー、米国、98109、シニアプログラムマネージャー、米
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国、98109、2016-1010、、シニアプログラムマネージャー、シニアプログラムマネージャー、米
国,98109、作成
3f4300eb-bfa0-4610-8d68-d8ba71baaa50,3qtu9xydxldrj8c5jyldy1lqo,2ae0be12-7397-4fdb-a1c7ead17967002c,d118eb96-55ce-4752-909c-eedcfdcd6647,2016-05-01T00:00:00.000Z,Example Inc -Design
Division,333344445555,Abdul,Alves,555-676-8989,abdal@example.com,,,,2016-05-11T05:26:51.000Z,UPDATE
...

Note
顧客が PSC プログラムから連絡先情報を削除すると、出力の .csv ファイルに「DELETE」オペ
レーションタイプを示すレコードが表示されます。顧客がデータを削除すると、API は連絡先
情報 (名前、電話番号、メールアドレスなど) を送信しなくなります。各 DELETE レコードは、
削除するレコードを一意に識別するのに必要なデータで構成されています。DELETE レコード
には、製品 ID、製品コード、顧客 GUID、サブスクリプション GUID、サブスクリプション開始
日、AWS カスタマー ID、オペレーション時刻、オペレーションタイプが含まれています。
顧客が連絡先情報を削除することで Product Support Connection をオプトアウトした場合は、お
客様のレコードから連絡先情報を削除する必要があります。顧客の連絡先データは DELETE レ
コードには含まれないため、システムでレコードを検索するには一意の顧客 GUID を使用する必
要があります。
DELETE レコードは、顧客がサブスクリプションを終了した場合にも送信されます。
AWS Marketplace Product Support Connection に関する不明点や詳細については、AWS Marketplace
Seller Operations チームまでお問い合わせください。

その他のリソースも使用できます。AWS Marketplace
管理ポータル
ここでは、その他のリソースも使用できます。AWS Marketplace 管理ポータル。開くとAWS Marketplace
管理ポータルにログインすると、ホームページの追加リソースへのリンクがMarketplace リソースセク
ションに追加します。
たとえば、発売前の 90 日間、および発売後の 90 日間に製品をマーケティングするためのサポートを受け
るには、180日GTMアカデミー (p. 295)それはからリンクされていますAWS Marketplace 管理ポータル
ホームページMarketplace リソース。
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製品の準備
に製品を公開する準備をしていますAWS Marketplaceパッケージの設定、価格設定スキームの設定、商品
を出品する関連カテゴリーの決定、関連検索に商品が表示されるようにキーワードを追加することが含ま
れます。
トピック
• 製品の配信 (p. 35)
• 製品の料金 (p. 37)
• のリージョンおよび国AWS Marketplace製品 (p. 43)
• プライベートオファー (p. 44)
• の標準化された契約AWS Marketplace (p. 57)
• カテゴリとメタデータ (p. 58)
• AMI とコンテナ製品の使用方法 (p. 60)
• 検索エンジンの製品の最適化 (p. 62)

製品の配信
各製品の配送方法には、梱包、価格設定、配送に関するいくつかのオプションがあります。一部の方法
は、出品者としてご利用いただけませんAWS Marketplaceそれをサポートするプログラムに登録するま
で。
製品の作成には、標準の表示価格とエンドユーザーライセンス契約 (EULA) を使用できます。また、カス
タム価格やEULAを使用して、個々の顧客向けのプライベートオファーを作成することもできます。契約
条件に追加の変更が必要な場合は、AWS Marketplace チームと連携してプライベートオファーをカスタマ
イズできます。

Tip
調達プロセスを簡素化するには、公開出品とプライベートオファーの両方で標準化されたライセ
ンス条項 (p. 57)を使用できます。
次の表に、ソフトウェア製品の配信に使用できるAWS Marketplace購入者は各タイプの納品物をAWS
Marketplaceコンソール。

製品の配信方法
製品の配信方法

コンソールの配信方法フィル
ター

説明

シングル AMI

Amazon マシンイメージ (AMI)

製品のカスタム Amazon
Machine Image (AMI) を配信し
ます。AMI は Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
インスタンスを起動するために
必要な情報を提供します。
購入者は単一の AMI を使用し
て、製品がインストール済みで
すぐに使用できる状態で Amazon
EC2 インスタンスを作成できま
す。
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製品の配信方法

コンソールの配信方法フィル
ター

説明
詳細については、「AMI ベース
の製品 (p. 67)」を参照してく
ださい。

AMI の配信AWS CloudFormation
テンプレート

CloudFormation テンプレート

配送先の AMI ベースの商品を出
品できますAWS Marketplace購
入者による使用 CloudFormation
テンプレート。
購入者は、その製品に含まれる
すべての AMI を利用できる単一
のソリューションを購入できま
す。
AMI の配信の詳細については
CloudFormation テンプレー
ト、を参照してくださいAMI
ベースの配信を使用してAWS
CloudFormation。
の詳細については
CloudFormation テンプレー
ト、を参照してくださいAWS
CloudFormationコンセプ
ト()AWS CloudFormationユー
ザーガイド。

Private Image Build

プライベートイメージのビルド

購入者がオペレーティングシス
テム構成に関する社内基準を満
たすベースゴールドイメージに
製品をインストールできるよう
に製品を提供しています。
詳細については、「プライベー
トイメージ (p. 94)」を参照し
てください。

コンテナベースの製品またはア
プリケーション

コンテナ

コンテナイメージにパッケージ
された製品を納品します。コン
テナ製品は、連携して動作する
コンテナイメージとデプロイメ
ントテンプレートのセットであ
るオプションで構成されていま
す。
詳細については、「コンテナ
ベースの製品 (p. 128)」を参照
してください。
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製品の配信方法

コンソールの配信方法フィル
ター

説明

データ製品

AWS Data Exchange

AWS Data Exchange を使用して
データ製品を作成します。
AWS Data Exchange によるデー
タ製品およびオファーの公開と
管理については、を参照してく
ださい。AWS Data Exchange で
のデータ製品の提供()AWS Data
Exchange ユーザーガイド。

機械学習アルゴリズムとモデル
パッケージ

SageMaker Model

アマゾンを使っている
SageMaker アルゴリズムまたは
モデルパッケージを作成して公
開するにはAWS Marketplace。
機械学習アルゴリズムとモデル
パッケージの提供について詳
しくは、Machine Learning 製
品 (p. 192)。
の詳細については SageMaker...
を参照してくださいとは
SageMaker?()アマゾン
SageMaker デベロッパーガイ
ド。

Software as a Service (SaaS)

SaaS

SaaS 製品は、サブスクリプショ
ンベース、契約ベース、または
消費価格モデルの契約で提供で
きます。
詳細については、「SaaS) ベー
スの製品 (p. 238)」を参照して
ください。

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

他の人をサポートしたり、他の
人と協力したりするプロフェッ
ショナルサービスを提供できま
すAWS Marketplace製品。

製品の料金
このトピックでは、のソフトウェア製品に関する一般的な料金情報を提供します。AWS Marketplace。す
べての料金は、米ドル (USD) に基づいています。
有料商品の場合、AWS Marketplaceはお客様にソフトウェア料金を請求します。
無料のソフトウェア、または無償で提供されるオープンソースのソフトウェアにはサービス料はかかりま
せん。
返金については、「」を参照してください。商品の払い戻しAWS Marketplace (p. 41)。
トピック
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• 料金モデル (p. 38)
• 料金モデルの変更 (p. 40)
• 料金の変更 (p. 41)
• プライベートオファー (p. 41)
• 商品の払い戻しAWS Marketplace (p. 41)

料金モデル
以下のトピックでは、で利用可能な料金モデルに関する一般的な情報を提供します。AWS Marketplace。
トピック
• 年間料金 (p. 38)
• 使用料金 (p. 39)
• 契約価格 (p. 40)
• 自分のライセンスを使用する (p. 40)
特定の製品配送方法の価格モデルについては、以下を参照してください。
• AMI 製品の価格設定 (p. 97)
• コンテナ製品の料金 (p. 146)
• Machine Learning Inference (p. 194)
• SaaS 製品の料金設定 (p. 251)
• プロフェッショナルサービスの製品価格 (p. 286)

年間料金
年間価格モデルでは、12 か月のサブスクリプションを購入するお客様に製品を提供できます。たとえば、
サブスクリプション価格は、同じ製品を 1 時間ごとに長期間実行する場合に比べて、最大 40% 節約でき
ます。サブスクリプション契約時に全額請求されます。年間サブスクリプションがお客様に提示される方
法の詳細については、「」を参照してください。AMI サブスクリプションまたは有料コンテナ製品の料金
モデル。
年間サブスクリプションを使用する際の考慮事項には、以下のようなものがあります。
• 年間料金は、インスタンスタイプごとに定義されます。すべての Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) インスタンスタイプで同じ場合や、インスタンスタイプごとに異なる場合があります。
• すべての年間インスタンスタイプには、時間単位のインスタンスタイプも定義されている必要がありま
す。AWS Marketplace では、同じ製品に対して年間のみの料金または年間なしの時間単位は提供されま
せん。年間料金を提供する製品では、時間単位の料金も指定する必要があります。
• 時間料金が 0 USD で、0 USD 以外の年間インスタンスタイプが定義されている場合は、特定のインス
タンスタイプで年間料金を 0 USD に設定することができます。
• 年間サブスクリプション期間の終了時、時間単位の請求が開始されます。
• お客様が年間サブスクリプション X を購入したが Y インスタンスで Y ソフトウェアを実行している場
合、年間サブスクリプションの対象外である (Y-X) インスタンスの時間単位のソフトウェア料金で請求
されます。そのため、年間料金のインスタンスタイプには必ず、時間レートを含める必要があります。
• 販売者のプライベートオファーを使用すると、複数年 (最大 3 年) またはカスタム期間 AMI を前払い
料金で提供したり、柔軟な支払いスケジュールを提供したりできます。複数年契約とカスタム期間
契約の詳細については、プライベートオファー (p. 44)およびthe section called “Flexible Payment
Scheduler” (p. 48)を参照してください。

38

AWS Marketplace 販売者ガイド
料金モデル

年間商品をAWS Marketplaceで、あなたはにある年間製品の特定の返金ポリシーに同意したものとみなさ
れます。ファイルのUploader (の「文書」セクションAWS Marketplace 管理ポータル。

料金の変更
必要に応じて、年間価格 (USD 値 (例:1,000USD/年～1,200USD) に変更することができます。ただし、既
存の顧客には年間価格を90日前に通知する必要があります。新しい価格は新しいサブスクリプションに適
用されますが、既存のサブスクリプションには影響しません。
価格の変更は、自動更新日より少なくとも 90 日前に変更された場合にのみ有効です。自動更新前に、新
しい価格が記載されたメールメッセージがお客様に送信されます。

エンドユーザーライセンス契約
AnAWSのお客様による、年間サブスクリプションの 12 か月間のソフトウェア使用は、の製品詳細ページ
に記載されている EULA の対象となります。AWS Marketplace。

使用料金
使用料金モデル。別名従量制で支払う価格設定を使用すると、使用した分だけ支払う顧客に製品を提供で
きます。
販売者は、以下のいずれかの使用カテゴリを選択できます。
• ユーザー
• ホスト
• 帯域幅
• データ
• 階層
• 単位(カスタムカテゴリ用)
また、製品に対して最大 24 の分析を定義できます。料金は、ソフトウェアによって API が呼び出された
ときに測定され、報告されます。販売者は、ユースケースに応じて、ベストプラクティスとして API を 1
時間に 1 回呼び出すように設定することをお勧めします。使用量はすべて、既存の AWS Marketplace ソ
フトウェアと同じメカニズムを使用して、毎月計算し、請求されます。
AWS Marketplace Metering Service では、新しい料金シナリオをいくつか使用することができます。

Example ホストごとに請求する
ソフトウェアがホストを監視する場合は、監視されるホストごとに請求し、ホストサイズに基づき異なる
料金を設定することができます。

Example ユーザーごとに請求する
お客様のソフトウェアで、組織における複数のユーザーの使用を許可している場合は、ユーザー単位で請
求することができます。1 時間ごとに、プロビジョニングされたユーザーの合計数が請求されます。

Note
製品ロードフォーム (PLF) では、関連する列の前に「FCP」(フレキシブル消費価格) が付きま
す。例: FCP カテゴリ (カスタム価格カテゴリ)。
を使用する場合AWS Marketplace Metering Service製品の場合は、以下に留意してください。
• ソフトウェアが既に AWS Marketplace に登録されている場合は、別の使用のディメンションを有効にす
るために製品を作成する必要があります。AWS Marketplace Metering Service を使用するように標準製
品を変換することはできません。新製品が公開されたら、古い製品を削除するか、いずれも Web サイ
トに維持することができます。

39

AWS Marketplace 販売者ガイド
料金モデルの変更

• AWS Marketplace Metering Service では、ソフトウェアが 1 時間ごとに使用状況を報告し、1 時間の
顧客使用状況を記録する必要があります。Metering Service のレコードの送信または受信に失敗した場
合、AWS はそれらの使用に対して請求できません。計測レコードを正常に受け取ったことを確認する必
要があります。
• AWS Marketplace Metering Service を使用する製品では 1-Click はサポートされていません。購入者
は、ソフトウェアをAWS Identity and Access Management(IAM) ロールには特定のアクセス許可があ
り、インターネットゲートウェイが必要です。
• 無料トライアルと年間料金は AWS Marketplace Metering Service と互換性がありません。
• ディメンション (ユーザー、ホスト、帯域幅、およびデータ) またはディメンション名の変更はサポート
されていません。新しい製品を作成する必要はありません。

契約価格
契約料金モデルを使用すると、お客様に前払い料金を提供して、1 か月、12 か月、24 か月、36 か月のラ
イセンスを購入することができます。
契約価格は以下の製品で利用できます。
• シングル AMI ベースの製品と AMI ベースの製品 AMIAWS CloudFormationテンプレートベースの製品。
詳細については、次を参照してください。AMI 製品の契約価格 (p. 107)
• コンテナベースの製品。詳細については、「コンテナ製品の契約料金 (p. 148)」を参照してください。
• Software as a Service (SaaS) ベースの製品。詳細については、「SaaS 契約の料金 (p. 253)」を参照
してください。

Note
AMI およびコンテナベースの製品の契約価格は、新製品のみを対象としています。
既存の AMI またはコンテナベースの製品があり、契約価格を使用する場合は、新しいリストを作
成し、Product Load Form（PLF）を使用して契約価格モデルを適用し、さまざまなディメンショ
ンを追加し、AMI またはコンテナベースの製品をAWS License Managerをクリックし、AMI また
はコンテナベースの製品を公開します。
顧客が契約価格で製品を購入すると、ライセンスはAWS Marketplaceの顧客にAWS アカウントソ
フトウェアがLicense Manager APIを使用して確認できること。AMI またはコンテナベースの製品
のインスタンスを起動するには、IAM ロールが必要です。

自分のライセンスを使用する
AWS Marketplace では、自分のライセンス使用 (BYOL) 製品のサービス料はかかりません。
お客様の選択を保証するために、すべての BYOL 製品に対し有料オプションが必要です。これにより、既
存のライセンスがないお客様が製品を購入して使用することもできるようになります。
BYOL 製品の場合、ソフトウェアをオンラインで購入できるようにすることは、事業内容から逸脱する企
業もあると当社では認識しています。そのため、ソフトウェアにはでの購入が可能なバージョンがあるべ
きとする要件を、起動後 90 日間は緩和します。AWS Marketplace。この期間中、のAWS Marketplaceア
カウント管理チームはお客様と協力して課題に対処します。チームは、ソフトウェアを購入できるかどう
か、またその購入方法を決定します。AWS Marketplace。

料金モデルの変更
料金モデルの変更は、肯定的なカスタマーエクスペリエンスを保証し、すべての関係者のリスクを抑えら
れるように、AWS Marketplace の審査および承認が必要です。料金モデルの変更を行いたい場合は、に連
絡して、相談してください。AWS Marketplaceマネージドカタログ業務 (MCO)チーム。
料金モデルの変更に関するリクエストは、処理とレビューに 30〜90 日ほどかかります。
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料金の変更
AWS Marketplace 管理ポータル で価格とメタデータを更新できます。

価格を変更するには
1.
2.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。
左製品タブでは、作成した現在出品中の製品のリストが表示されます。ここで商品リストを編集する
か、変更をリクエストします。

Note
新規加入者の場合、価格変更はすぐに有効になります。既存の購読者の場合、価格変更は、価格
変更通知が送信された日から始まる 90 日間の翌月の初日に有効になります。たとえば、3 月 16
日に価格変更通知を送信するとします。6月16日は3月16日から約90日後です。価格変更は 90 日
の次の月の初日に行われるため、変更の発効日は 7 月 1 日です。

プライベートオファー
左AWS Marketplaceセラープライベートオファープログラム、AWS Marketplace売り手は個人とカスタ
ム価格設定とEULAを交渉できるAWS Marketplace顧客 (バイヤー)。詳細については、プライベートオ
ファー (p. 44)を参照してください。

商品の払い戻しAWS Marketplace
のすべての有料製品にはAWS Marketplace、価格モデルに関係なく、ソフトウェア料金の払い戻しポリ
シーが明記されている必要があります。返金ポリシーには、返金の条件と、出品者に連絡して払い戻しを
リクエストする方法を含める必要があります。返金ポリシーの詳細は出品者次第です。ただし、製品の使
用に対して何らかの方法で払い戻しを行うことをお勧めします。お客様は、掲載した返金ポリシーを遵守
する必要があります。このトピックでは、AWS Marketplace製品の返金リクエストの種類、関連するポリ
シーと承認プロセス、およびカスタマーへの返金リクエストを送信する方法について説明します。

AWS Marketplace商品の返金リクエストタイプ
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。お客様からソフトウェアの返金を直接リクエ
ストされた場合はAWS、掲載されている問題の製品のサポート連絡先情報を使用して販売者に連絡するよ
うお客様に指示します。AWS インフラストラクチャ料金の返金は AWS の判断で行われ、ソフトウェアの
返金とは別に処理されます。
商品が第三者によって販売されている場合、購入者は商品詳細ページで返金ポリシーを確認するように指
示されます。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 Tax Calculation Service を使用している場合、顧客から税金のみ返金をリクエストする
ための問い合わせがある可能性があります。顧客より税金のみ返金がリクエストされた場合は、お客様の
判断で、税金のみの返金、または完全なソフトウェア返金 + 税金のいずれかを選択することができます。

AWS Marketplace製品返金ポリシーと承認
以下のリストは、AWS Marketplace返金ポリシーとお客様の承認が必要かどうかをまとめたものです。
• 無料トライアル
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ソフトウェアを無料トライアル製品として出品する場合、AWS は、無料トライアルから有料サブスク
リプションに変換してから 7 日間以内に発生するソフトウェア代金の返金をお客様に代わって行うこと
ができます。返金が無料トライアルの変換に関連して行われる場合、お客様によるアクションは不要で
す。製品の無料トライアルを有効にすると、このポリシーに同意したものとみなされます。
• プライベートオファー
プライベートオファーの払い戻しは、AWSすべてお客様の承認を得てからでないと処理できません。
• ソフトウェアメータリングの払い戻し
を使用してソフトウェアの使用量を計測する場合AWS Marketplace Metering Service、は、AWSソフ
トウェアメータリングエラーによるソフトウェア料金の払い戻しをお客様に代わって行うことができ
ます。これらのエラーが複数の顧客に共通する場合、AWS は顧客ごとに適切な返金を決定し、それを
顧客ごとに直接適用する権利を留保します。に関連して行われる返金は、AWS Marketplace Metering
Service出品者に一度だけ確認する必要がありますが、出品者が個々の払い戻しを確認する必要はありま
せん。AWS Marketplace Metering Serviceを製品と一緒に使用することにより、このポリシーに同意し
たものとみなされます。
• 購入後48時間以内のサブスクリプションキャンセル
非公開オファーの購入から 48 時間以内に購入者がサブスクリプションをキャンセルした場合、AWSは
全額返金します (キャンセルすると 100% 返金されます)。購入後48時間以内のキャンセルによる払い戻
しは、お客様側で何もする必要はありません。48 時間経過後は、購入者からのリクエストはお客様の判
断に委ねられます。商品を出品することでAWS Marketplace、このポリシーに同意したものとみなされ
ます。
• サブスクリプションアップグレード
購入者が既存の非公開プランのサブスクリプションをより高額なサブスクリプションまたは同額のサブ
スクリプションに置き換えた場合、AWS購入者が代わりに下位プランの払い戻しを行うことができま
す。これは購入者が行う2段階のプロセスです。新しいサブスクリプションを購入し、古いサブスクリプ
ションのキャンセルと払い戻しをリクエストします。
• サブスクリプションダウングレード
ダウングレードサブスクリプションの払い戻しリクエストはすべて、AWS処理する前にユーザーの承認
が必要です。
AWS承認された払い戻しはすべて自動的に処理され、お客様側で何もする必要はありません。

AWS Marketplace製品の払い戻しプロセス
返金申請フォームを送信すると、製品ソフトウェアの使用に対する返金を開始できます。AWS
Marketplace 購入者サポートチームが受領すると、関連するサポートケースが AWS Support Center コン
ソールで作成され、件名欄に返金のステータスが記載されます。返金関連のサポートは、これらのケース
を通じて直接促進されます。詳細については、「AWS Support へのアクセス」を参照してください。
次の手順では、外部顧客または内部テストアカウントへの返金をリクエストする方法の概要を示します。

顧客にソフトウェアの返金を開始するには
1.

顧客についての以下の情報を収集します。

2.

• お客様に関連付けられているお客様のメールアドレスAWS アカウント。
• AWS アカウント製品の購読に使用されたアカウントの顧客番号。顧客が組織の支払い者である場合
は、製品を購読している連結アカウントのAWS アカウント ID を提供する必要があることを顧客に
伝えます。
• 顧客が返金を希望する請求期間。
AWS アカウントにサインインして、返金リクエストフォームに移動します。
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3.

フォームに顧客の情報を入力します。

4.

購入者が返金をリクエストしている商品の製品 ID を入力します。製品 ID は、毎日の顧客登録者レ
ポートで確認できます (p. 353)。
カスタマーが返金リクエスト、アップグレード、ダウングレードを要求する年間製品については、以
下のタスクを実行する必要があります。

5.

6.
7.

a.

毎日の顧客購読者レポートを使用して、顧客が年間サブスクリプションを購入したことを確認し
ます（24 時間遅れる場合があります）。

b.

コメントフィールドにサブスクリプションのキャンセルの日付を入力します。

c.

コメントフィールドに、承認中 (返金、アップグレード、ダウングレード) の変更の説明を入力し
ます。

フォームを送信します。その旨が通知され、返金の処理とお客様への発行が開始されます。
返金リクエストのステータス情報を含むアウトバウンドケースが AWS Support Center コンソールで
作成されます。件名には、次のいずれかが含まれます。
• 完了 — 払い戻しは処理されました。これ以上の操作は必要ありません。
• 保留中 — 払い戻しは、現在の請求サイクルが終了した時点で処理されます。
• アクションが必要です — リクエストを処理できませんでした。お客様からの追加情報が必要です。
サポートケースに直接対応することもできますが、新しい返金リクエストフォームを送信する必要
もあります。

8.

返金処理が完了すると、24 ～ 48 時間以内にお客様のアカウントに反映されます。ただし、資金が顧
客の金融口座に表示されるまでに最大5営業日かかる場合があります。

のリージョンおよび国AWS Marketplace製品
で製品を作成するときAWS Marketplace、選択内容AWS利用可能なリージョン。また、購入者が商品を購
入できる国も選択します。この 2 つのプロパティは似ていますが、同じではありません。たとえば、購入
者が米国に所在し、米国から購入しているが、ヨーロッパ (フランクフルト) 地域に製品をインストールし
ているとします。この購入者が商品を購入するには、国のリストに米国、地域のリストにヨーロッパ（フ
ランクフルト）地域の両方を含める必要があります。

AWS リージョン
サーバーまたは機械学習の製品情報を作成または編集する場合、製品を特定のものに限定できますAWS
ユーザーが製品をインストールして使用できる地域。
Amazon マシンイメージ (AMI)-、コンテナ、およびを含むサーバー製品の場合AWS CloudFormationベー
スの製品では、製品が提供されている特定の地域を選択できます。また、新しい米国地域、米国以外の地
域、またはすべての地域で商品が利用可能になったときに自動的に販売するように選択することもできま
す。
機械学習製品の場合、特定のリージョン、またはfuture リージョンが利用可能になったときにそのリー
ジョンを含むすべてのリージョンを選択できます。
の詳細AWSリージョン、を参照してくださいAWSサービスエンドポイント「AWS 全般のリファレンス」
の

Countries (国)
デフォルトでは、以下のすべての国の購入者が商品を購入できます。AWS Marketplaceが利用可能です。
新規および既存のサーバーおよびサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品については、税務、コンプ
ライアンス、サポート、またはマーケティングの目的で、特定の国での製品の可用性を制御できます。
この機能には例外があります。
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• 以前の購入— 新しい国のリストで製品を更新した後も、すでに製品を購読している購入者は、サブスク
リプションが有効な間もアクセスできます。
• プライベートオファー—製品を特定の国の購入者に限定する場合、非公開オファーは制限されません。
特定の購入者への非公開オファーを作成すると、その購入者が指定した国に含まれていない国であって
も、その購入者が利用できます。

Note
お客様の適格性は、AWS連結アカウントレベル。詳細については、次を参照してください。AWS
はお客様のアカウントの場所をどのように決定しますか?
エンタイトルメントを共有する顧客は、許可したリージョンでのみエンタイトルメントをアク
ティブ化できます。エンタイトルメントの管理の詳細については、「」を参照してください。組
織内でのサブスクリプションの共有のAWS Marketplace購入者ガイド。

プライベートオファー
プライベートオファーは、販売者と購入者が AWS Marketplace でのソフトウェア購入のカスタム料金とエ
ンドユーザー使用許諾契約 (EULA) の条件を交渉できる購入プログラムです。

Tip
プライベートオファーごとに EULA の条項を交渉することも、標準化されたライセンス条
項 (p. 57)を使用または修正して調達プロセスを簡素化することもできます。

プライベートオファーの仕組み
プライベートオファーはすべてから作成および管理できます。オファーのページAWS Marketplace 管理
ポータル。オファーの対象となる製品を指定し、AWS アカウントオファーを作成する対象の購入者の
ID（またはID）。AWS Marketplace 管理ポータルオファーのユニークな ID と URL を生成します。プライ
ベートオファーを作成する手順については、コンサルティングパートナーが作成します。
プライベートオファーを作成すると、オファーを最大 25 のアカウントまで拡張できます。オファーは、
オファーを作成したアカウントにのみ表示されます。連結アカウントまたは管理アカウントのいずれかに
オファーを拡張しない限り、購入者はオファーを見ることができません。オファーにサービス制限を強制
することはできません。そのため、商品にすでに制限が設定されている場合を除き、購入者は交渉価格で
商品を好きなだけ使用できます。
AWS Marketplace買い手は、プライベートオファーの第三者融資を受けることができます。詳細について
は、次を参照してください。カスタマーファイナンスがで利用可能になりましたAWS Marketplace。

Note
購入者がプライベートオファーを作成したことは対象の顧客には通知されません。カスタムオ
ファーの URL を購入者に提供することも、AWS Marketplace から製品に移動することもできま
す。
顧客が購入者のサブスクリプションページに移動すると、プライベートオファーが利用可能であることを
示すバナーが表示されます。購入者がオファーを承諾すると、AWS Marketplace のすべての取引に使用さ
れる同じポータルツールを通じて顧客の購入に対する請求が行われます。承諾されたオファーは契約とな
り、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。
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 契約と消費型製品の SaaS 契約については、購入者がプライベー
トオファーを受け入れたときに締結された契約のアップグレードと更新を提供できます。これにより、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。詳細については、「プライベートオ
ファーのアップグレードと更新 (p. 55)」を参照してください。
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プライベートオファーは販売者レポートで追跡されます。詳細については、次を参照してください。プラ
イベートオファーのレポート (p. 48)そして販売者レポートガイド。

プライベートオファーの購入者エクスペリエンス
プライベートオファーを作成し、購入者になる可能性がある相手に通知すると、相手にはオファーを受け
入れるために実行する必要があるステップが表示されます。プライベートオファーでの購入者エクスペリ
エンスについて詳しくは、プライベートオファー()AWS Marketplace購入者ガイド。
オファーの条件を受け取るには、購入者はオファーの有効期限前にオファーを受け入れる必要がありま
す。オファーが期限切れになると、その条件は無効になります。購入者が条件に同意するには、プライ
ベートオファーを再作成する必要があります。販売者は、そのオファーの受理ページへのリンクを顧客に
送信できます。また、顧客は AWS Marketplace から製品のページに移動し、バナーのリンクを選択して、
プライベートオファーを表示することも可能です。

コンサルティングパートナーによるプライベートオ
ファー
コンサルティングパートナーは、ISV と特別な条件を交渉して、購入者に製品を提供することができま
す。このタイプのオファーでは、次のように表示されます seller-of-record。
詳細については、「コンサルティングパートナーのプライベートオファー (p. 49)」を参照してくださ
い。

プライベートオファーに関する注意事項
プライベートオファーを使用する場合は、次の制限事項に注意してください。
• を使用して、セカンドパーティ、Amazon マシンイメージ (AMI) の月次配信、またはマルチ AMI ベース
の配信のプライベートオファーを作成することはできませんAWS CloudFormation製品、または顧客の
使用を制限するため。
• 柔軟な支払いスケジューラーによるプライベートオファーの場合、購入者が次の条件で請求条件を満た
している場合、前払い金を時間の経過とともに複数の支払いに分割することができますAWS。
• 非公開商品の購入者アカウントが非公開のマーケットプレイスで管理されている場合は、購入者のアカ
ウントとプライベートマーケットプレイスの管理者を含むアカウントの両方を出品に含める必要があり
ます。
• プライベートオファーでは、個人所有ライセンス持ち込みモデル (BYOL) や BYOL 製品タイプはサポー
トされていません。

サポートされる製品タイプ
AMI、コンテナ、プロフェッショナルサービス、SaaS 製品は、プライベートオファーでサポートされてい
ます。

AMI 製品のプライベートオファー
AMI 製品のプライベートオファー、価格を設定できます。
オファーは以下の期間を任意にカスタマイズできます。
• AMI 時間単位または時間単位の AMI（年間プライベートオファーあり）：最長 3 年間（1,095 日）。柔
軟な支払いスケジューリングをサポートするのは、年間プライベートオファー付きの時間単位の AMI ま
たは AMI 契約のみです。
• AMI 契約プライベートオファー:最長 5 年 (60 か月)
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AMI 契約の場合、プライベートオファーは使用状況を監視しません。AMI 契約のアップグレードは、階
層化されていない価格設定を使用している場合にのみ可能です。
購入者はいつでも手動で新しい契約レベルにアップグレードできます。ただし、契約階層を定義し、
サービス制限を適用し、より多くのユニットを使用して契約を手動でアップグレードするよう購入者に
アドバイスするのは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) 次第です。現時点では、階層化されていない
価格ベースの契約のみがアップグレードをサポートしています。プライベートオファーの契約期間は、
公開商品リストと同じにすることも、月単位のカスタム期間（最大60回）にすることもできます。
ライセンス使用権限は、購入者がプライベートオファーを承諾した日付から始まります。
支払いスケジュールが柔軟な AMI プライベートオファーの場合、契約期間中、契約で合意される年間イン
スタンスタイプの数を設定できます。

Note
プライベートオファーは、月次請求契約ではご利用いただけません。

コンテナ製品のプライベートオファー
コンテナベースの製品契約には、プライベートオファーの価格を提示できます。
オファーは以下の期間を任意にカスタマイズできます。
• コンテナ時間単位またはコンテナ時間単位の長期プライベートオファー — 最長3年間（1,095日）。柔
軟な支払いスケジューリングをサポートするのは、長期のプライベートオファーまたはコンテナ契約が
あるコンテナ時間単位のコンテナのみです。
• コンテナ契約のプライベートオファー — 最長5年（60か月）
コンテナ契約の場合、プライベートオファーは使用状況を監視しません。コンテナ契約のアップグレー
ドは、階層化されていない価格設定を使用している場合にのみ可能です。
購入者はいつでも手動で新しい契約レベルにアップグレードできます。ただし、独立系ソフトウェアベ
ンダー（ISV）は契約レベルを定義し、サービスの制限を強制し、購入者にはより多くのユニットを使
用して契約を手動でアップグレードするようアドバイスします。現時点では、階層化されていない価格
ベースの契約のみがアップグレードをサポートしています。プライベートオファーの契約期間は、公開
商品リストと同じにすることも、月単位のカスタム期間（最大60か月）にすることもできます。
ライセンス使用権限は、購入者がプライベートオファーを承諾した日付から始まります。柔軟な支払いス
ケジュールのコンテナプライベートオファーの場合、契約期間中の契約で合意されたユニット数を設定で
きます。また、購入者がそれ以上使用する場合は、同じユニットに対して独自の時間単価を定義すること
もできます。

Note
プライベートオファーは、月次請求契約ではご利用いただけません。

プロフェッショナルサービス製品のプライベートオファー
プロフェッショナルサービス製品の提供はすべて、プライベートオファーを通じて行われます。詳細につ
いては、「プライベートオファーを作成する (p. 280)」を参照してください。

SaaS 製品のプライベートオファー
SaaS（サービスとしてのソフトウェア）のプライベートオファー製品では、特定の価格帯の価格レベル
をタイミングに基づいて変更することはできません。 たとえば、あるオファーで 3 か月間は 1 時間あた
り 0.80 USD を請求し、その後、同じ料金帯の価格を 1 時間あたり 0.60 USD に変更することはできませ
ん。SaaS 契約の場合、プライベートオファーによって、使用状況が監視されることはありません。
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購入者はいつでも手動で新しい契約レベルにアップグレードできます。ただし、独立系ソフトウェアベン
ダー (ISV) は契約レベルを定義し、サービスの制限を強制し、必要に応じて手動で上位契約レベルにアッ
プグレードするよう購入者にアドバイスします。プライベートオファーの契約期間は、公開商品リストと
同じにすることも、月単位のカスタム期間（最大60か月）にすることもできます。

オファーの送信プロセス
を使用して簡単なプライベートオファーを作成できますAWS Marketplace 管理ポータル次の手順に従いま
す。

プライベートオファーを作成する
1.

AWS Marketplace 管理ポータル にサインインして [オファー] を選択します。

2.

[Manage Private Offer (プライベートオファーの管理)] ページで [CREATE AN OFFER (オファーの作
成)] を選択します。

3.

にプライベートオファーを作成するページで、ドロップダウンリストから製品を選択し、AWS アカウ
ントの ID (または ID)AWS Marketplaceバイヤー。購入者が商品の代金を分割払いで支払う場合は、購
入者にこの商品の分割払いを許可する。入力した情報を確認してから、次へ進みます。

Note
[Allow buyers to pay for this product in installments (ISV only)] を選択すると、支払いスケ
ジュールとして、均等分割ではない年払い、複数年での複数回の支払い、または四半期ごと
の支払いを購入者に提供できます。購入者は以下の条件を満たす必要がありますAWSプライ
ベートオファーの柔軟な支払いスケジュールを受け取ることができます。詳細については、
「the section called “Flexible Payment Scheduler” (p. 48)」を参照してください。
4.

[Create an Offer (オファーの作成)] ページで、製品名と購入者 ID が正しいことを確認します。

5.

を指定します。契約期間:
a.

提供されている製品が AMI 時間単位または AMI 年間価格モデルの場合は、所要時間オプション
を選択するか、カスタム期間を日数で入力します。

Note
AMI 時間単位または AMI 年間価格モデルの場合、プライベートオファーの期間は最大
1,095 日です。
b.

提供されている製品が SaaS 契約価格モデル、AMI 契約価格モデル、またはコンテナ契約価格モ
デルを対象としている場合は、所要時間オプションを選択するか、カスタム期間を月数で入力し
ます。

Note
SaaS契約価格モデル、AAMI 契約価格モデル、またはコンテナ契約価格モデルの場合、
プライベートオファーの期間は最大60か月です。
6.

[Input Offer price (オファー価格の入力)] で、顧客と交渉した料金情報を入力します。プライベートオ
ファーの分割払いがある場合は、契約期間の単位数と支払いスケジュールを指定します。分割払い
の詳細については、「the section called “Flexible Payment Scheduler” (p. 48)」を参照してくださ
い。

7.

In (イン)エンドユーザーライセンス契約をアップロードで、利用可能なオプションから選択する
か、EULA.pdfファイルをアップロードします。

8.

[Offer Expiration and Acceptance Date (オファーの有効期限と承諾日時)] にオファーが有効である日数
を入力します。

Note
これは、契約の条件が有効であるオファーを顧客が承諾した後の日数です。この日数を経過
すると、価格も EULA もパブリックオファーで指定されている条件に戻ります。
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9.

[Buyer needs to accept the offer by (購入者がオファーを受け入れる期限)] に、承諾しない場合にオ
ファーが利用できなくなる日付を入力します。

Note
これは、オファーが null および無効になる日付です。その日に、購入者は、指定したカスタ
ム条件の下でオファーを受け入れることができなくなります。
10. [REVIEW OFFER (オファーを確認)] を選択します。
11. にオファーの確認ページで [オファーの情報] と [.pdf] ファイルを確認してから、次のいずれかの操作
を行います。
•

オファーが正しい場合は、[EXTEND OFFER (オファーの拡張)] を選択します。

•

オファーが正しくない場合は、[EDIT OFFER (オファーの編集)] を選択して必要な変更を加えま
す。

オファーは 45 分ほどで [Manage Private Offer (プライベートオファーの管理)] ページに表示されます。オ
ファーを表示するには、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインして[Private Offer (プライベートオ
ファー)]を選択します。これにより、[Manage Private Offer (プライベートオファーの管理)] ランディング
ページが開きます。

プライベートオファーのレポート
プライベートオファーは、既存の販売者レポートとオファーに関連するレポートに表示されます。-月別請
求済み収益レポート (p. 360)は毎月生成され、オファーの可視性とオファー ID 情報が含まれます。購入
者宛の請求書が作成されると、該当する請求期間のレポートに表示されます。詳細については、『』を参
照してください。販売者レポートガイド。
[Offer ID (オファー ID)] フィールドには、プライベートオファー用に生成された一意のオファー ID が記
載されています。このレポートのエントリがプライベートオファー用でない場合、このフィールドは空
白になります。[Offer Visibility (オファーの可視性)] フィールドには、レポートのエントリがパブリックオ
ファーかプライベートオファーかが表示されます。プライベートオファーの場合はすべて、エントリがプ
ライベートと記載されます。

Flexible Payment Scheduler
Flexible Payment Scheduler を使用すると、カスタム支払いスケジュールを使用してプライベートオ
ファーを拡張できます。スケジュールは最大5年間に分散でき、顧客は定期的に分割して支払いを行いま
す。お客様はサブスクライブすると、スケジュールおよび AWS 請求書ですべての支払いを確認できるた
め、支出を追跡するのに役立ちます。フレキシブルな支払いスケジューラーは、特定の製品および価格タ
イプのプライベートオファーで利用できます。詳細については、「プライベートオファー対象となる製品
タイプ
請求期間中 (たとえば 30 日前や 60 日前) のすべての顧客は、Flexible Payment Schedule を使用してプラ
イベートオファーをサブスクライブできます。AWSクレジットカードを使用して請求書を支払うお客様
は、柔軟な支払いスケジュールのプライベートオファーを購読することはできません。カスタム支払い
スケジュールによるプライベートオファーを、請求期間中ではない顧客に対して作成しようとすると、エ
ラーになります。

支払いスケジュールの作成
Flexible Payment Scheduler を使用してカスタム支払いスケジュールを作成するプロセスは、プライベー
トオファーを作成するプロセスの一部です。プライベートオファーを作成する際に製品および購入者アカ
ウント情報を追加するときに、[Allow Buyers to pay for this product in installments (この製品の分割払いを
購入者に許可する)] を選択します。これにより、Flexible Payment Schedule を使用したプライベートオ
ファーを作成できるようになります。[次へ] を選択して続行すると、フレキシブル支払いスケジューラ機
能により、AWS アカウント追加したものが請求書条件のアカウントであることを検証します。お支払い
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Note
アカウントが AWS Organizations 請求ファミリーにある場合、ターゲットアカウントは、AWS
との純支払条件に基づく任意のアカウントにすることができます。詳細については、AWS Billing
and Cost Managementユーザーガイドの「一括請求」を参照してください。AWS Organizations
AWS アカウントまたはアカウントの確認が完了したら、次のページでオファーの詳細をカスタマイズしま
す。このオファーの契約期間を選択し、それに応じてオファーの詳細を指定します。

Note
Flexible Payment Scheduler を備えたプライベートオファーの場合、複数年およびカスタム期間
の Amazon Machine Image (AMI) 製品では、オファーに含まれる各インスタンスタイプのインス
タンス数と、追加の起動インスタンスの時間料金を設定します。お客様が指定された数のインス
タンスを起動した後、起動された追加のインスタンスには、プライベートオファーで指定された
時間料金で課金されます。
[Payment schedule (支払いスケジュール)] で、顧客が行うすべての分割払いの請求書日付と請求金額を追
加します。最大 60 個の分割 分割払いを追加するごとに、[Total amount due from buyer (購入者の合計支
払い金額)] が更新されます。

Note
最初の分割払いの請求書日付は、プライベートオファーに対して顧客に初回請求書が送付される
日付です。販売者は、AWS Marketplace が顧客からの支払いを受け取った後に、その初回請求書
への支払いを受け取ります。
Flexible Payment Scheduler 機能によって、請求書日付が契約期間内に収まっていることが検証されま
す。最終請求書日付が契約期間より後である場合は、エラーメッセージが表示されます。
請求書日付と請求金額をすべて追加したら、[Total amount due from buyer (購入者の合計支払い金額)] が、
プライベートオファーの期間にわたって顧客が支払う必要がある金額と一致していることを確認します。
プライベートオファーの作成を完了するには、顧客用のエンドユーザー使用許諾契約 (EULA) にアップ
ロードし、オファー受諾日付を設定します。

Note
顧客に対して拡張しているオファー受諾日付前に設定できる請求書日付は 1 つだけです。
販売者が定義しているスケジュールに基づいて顧客に請求され、顧客がオファーを受諾した後に請求が開
始されます。初回請求日付はオファーが受諾される前にスケジュールされていて、その請求書はオファー
が受諾された直後に処理されます。

Note
拡張済みであり購入者がサブスクライブ済みのプライベートオファーの支払いスケジュールを変
更することはできません。支払いスケジュールを変更するには、新しいオファーを作成する必要
があります。

Flexible Payment Scheduler のレポート
柔軟な支払いスケジュールを持つプライベートオファーのレポートは、月次請求収益レポートの セクショ
ン 4: Flexible Payment Sched (p. 365) にあります。

コンサルティングパートナーのプライベートオファー
AWS Marketplaceコンサルティングパートナーのプライベートオファーを使用すると、コンサルティン
グパートナーは独立系ソフトウェアベンダー (ISV) の製品をAWS Marketplace。コンサルティングパート
ナーと ISV は、ISV の製品の 1 つ以上の再販契約を締結し、その製品のプライベートオファーを購入者に
提供します。
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次の図は、ISV、コンサルティングパートナー、および購入者の間のこの関係を示しています。

Note
ISVとしてコンサルティングパートナーの再販機会を創出する方法の詳細については、ISVとして
コンサルティングパートナーにオポチュニティを作成するには (p. 51)。
コンサルティングパートナーとしての購入者のためのプライベートオファー作成の詳細について
は、コンサルティングパートナーとしてプライベートオファーの作成 (p. 52)。
各コンサルティングパートナーのプライベートオファーは、1 人の購入者にのみ、その購入者のニーズ
を満たすためにカスタマイズされた価格設定と独自の商用条件とともに表示されます。プライベートオ
ファーを作成するときは、ISV によって設定された卸売コストから開始します。次に、その価格をマーク
アップして購入者のオファー価格を作成します。卸売コストは、次の 2 つの方法のいずれかで決定されま
す。
• 経常discount— ISV は、コンサルティングパートナーが、繰り返しの機会がある場合に、定価から同意
されたdiscount 価格で製品を再販することを許可します。この割引により、コンサルティングパート
ナーは、ISV との価格交渉をそれ以上行わずに、引き続き製品を再販できます。このdiscount は、指定
された日付まで、またはISVまたはコンサルティングパートナーのいずれかによって終了するまで無期
限に継続するように設定できます。
• 臨時discount— ISV がコンサルティングパートナーに提供する機会は、特定の購入者とのみ使用するこ
とを目的とした 1 回限りのdiscount です。
どちらの場合も、買い手がプライベートオファーの支払いをした後、AWS Marketplaceは標準プロセスを
使用し、同意された価格設定に基づいて資金をコンサルティングパートナーと ISV に分配します。

Tip
ISVまたはコンサルティングパートナーは、パートナーのメニューAWS Marketplace 管理ポータ
ル。
プライベートオファー作成の詳細については、コンサルティングパートナーが作成。
プライベートオファーに対するサードパーティーファイナンスの詳細については、顧客融資がで利用可能
にAWS Marketplace。
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追加情報
追加情報が必要な場合やご不明な点がある場合、ISV およびコンサルティングパートナーは、AWS
Marketplaceチャネルチーム。具体的な問い合わせ先が不明な場合は、まで E メールを送信してくださ
い。aws-mp-channel@amazon .comを選択し、1 営業日以内にご連絡を差し上げます。

ISVとしてコンサルティングパートナーにオポチュニティを作成
するには
ISVは、再販を行うことで、コンサルティングパートナーが自社の製品を再販することを承認できま
す。機会そのパートナーのために。製品分析コードごとにdiscount 率またはカスタム価格を指定して、コ
ンサルティングパートナーの卸売価格を作成できます。パートナーは、購入者向けのコンサルティング
パートナーのプライベートオファーを作成するときに、卸売価格をマークアップできます。コンサルティ
ングパートナーのプライベートオファーの詳細については、「」機会に基づくプライベートオファーの提
供 (p. 53)。

Note
作成する権限の特定の条件がAWS Marketplace 管理ポータル、あなたは記入することがで
きます AWS Marketplaceリセラー作成者フォーム。フォームをリクエストして返送するに
は、AWS Marketplaceチャネルアカウントマネージャーまたはにメールメッセージを送信しま
すmpcustdesk@amazon.com。
次の手順では、ISV がコンサルティングパートナーにオポチュニティを作成する方法の概要を示します。
この機能を使用するには、パートナータブのAWS Marketplace 管理ポータル。詳細については、「AWS
Marketplace 販売者のポリシー (p. 406)」を参照してください。

ISVとしてコンサルティングパートナーにオポチュニティを作成するには
1.

にサインインしますAWS Marketplace 管理ポータルとAWS Marketplace販売者アカウント。

Tip
別のユーザーからサインアウトしていることを確認してくださいAWS アカウントでサインイ
ンする前にAWS Marketplace販売者アカウント。
2.
3.

[パートナー] タブを選択してから、[Create opportunity (オポチュニティの作成)] を選択します
リポジトリの []オポチュニティページで、オポチュニティのそしてオポチュニティ。

Note
入力する情報オポチュニティのそしてオポチュニティ販売者レポートでコンサルティング
パートナーに表示されます。
4.

を使用する場合リセラーで、ドロップダウンリストから承認するチャネルパートナー (リセラー) を選
択します。リセラーは名前またはアカウント ID で選択できます。

Note

5.

リセラーがリストに表示されていない場合は、最初に登録する必要があります。登録された
再販業者のみがオポチュニティーの承認を受けることができます。詳細については、「コン
サルティングパートナーとしてプライベートオファーの作成 (p. 52)」を参照してくださ
い。
あなたの中からどれを選ぶ製品この機会の一部です。

Tip
を長押ししますCtrlキーを押すと、複数の製品を一度に選択できます。
6.

[Discount適用するもの。
割引タイプ複数の方法で発行できます。
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• 割引割引— 選択したすべての商品に 1 つのdiscount 率 (パーセンテージ) を適用します。
• 個別料金表— 特定の商品に特定の割引を適用します。
• Flexible Payment— チャネルパートナーのオポチュニティに対して柔軟な支払いスケジュールを設
定します。
7.

を選択しますDuration (期間)機会の。
オポチュニティの説明複数の方法で発行できます。
• シングルユース— 1 つの商談に適用され、チャネルパートナーが非公開オファーを作成した後は適
用されなくなります。
• 特定の期間— ISVが選択した日付以降は適用されなくなった特定の期間持続します。
• 期間が設定されていません—関係者の1人が終了するまで続きます。

8.

(オプション) SaaS 契約製品の場合は、カスタムを追加または削除します製品のディメンションと変
更します追加利用料機会をカスタマイズします。

9.

(オプション) 1 つ以上の設定購入者アカウント IDをクリックして、オポチュニティーがそれらの購入
者だけを対象とすることを指定します。

10. (オプション)エンドユーザーライセンス契約 (EULA)オポチュニティーに含めるEULAをバージョン
アップするか、アップロードします。
11. (オプション)AWS Marketplace リセラー契約 (RCMP)または、オポチュニティーに含めるカスタム契
約をアップロードします。
12. Selectオポチュニティ] に入力し、情報が正しいことを確認してください。
13. Selectオポチュニティ機会を確定し、コンサルティングパートナーを承認します。
-オポチュニティのテーブルが更新され、関連するオポチュニティーの詳細が表示されます。オポチュ
ニティの,製品名,リセラー名,Discount,作成日, およびステータス。
商談が作成された後は、その日付を延長することはできません。ただし、オポチュニティはいつでも取り
消して再作成できます。オポチュニティを取り消すと、新しいオファーではそのdiscount を利用できませ
ん。既存のオファーは影響を受けず、オポチュニティのdiscount が保持されます。
商談を複製するには、商談を選択し、クローン。これにより、すべてが事前入力され、フィールドを編集
できます
チャネルパートナーが再販承認を使用したときに通知を受け取るには、最大 10 個のメールアドレスを追
加できます。メール通知を設定するには、「」を参照してください。の通知の管理 (p. 301)。

コンサルティングパートナーとしてプライベートオファーの作成
コンサルティングパートナーにプライベートオファーを作成するには、AWS Marketplace 管理ポータル を
通じて AWS Marketplace 販売者として登録する必要があります。以下のトピックは、「」として開始する
際に役立ちます。AWS Marketplace販売者名:
• 販売者としての開始方法 (p. 4)
• 製品の準備 (p. 35)
• 掲載のための製品の送信 (p. 288)
• 販売者レポート、データフィード、ダッシュボード (p. 302)
AWS Marketplace で製品を初めて提供する場合は、次のトピックを参照すると、利用可能な製品の種類を
よりよく理解できます。
• AMI ベースの製品 (p. 67)
• SaaS) ベースの製品 (p. 238)
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以下のトピックでは、コンサルティングパートナーとしてプライベートオファーを作成する方法について
説明します。
トピック
• ISV との契約締結 (p. 53)
• 機会に基づくプライベートオファーの提供 (p. 53)
• 購入者に非公開オファーを送る (p. 54)
• 受け入れ済みのオファー (p. 54)

ISV との契約締結
コンサルティングパートナーである貴社が製品のプライベートオファーを作成する前に、ISV は貴社製品
を再販することを承認する必要があります。ISV は、これを機会お前のために。詳細については、「ISVと
してコンサルティングパートナーにオポチュニティを作成するには (p. 51)」を参照してください。オポ
チュニティを創出するために、ISV は以下を提供する必要があります。
• 再販を許可する 1 つ以上の製品。
• 彼らがあなたに提供したい値下げ。
• -AWSとして登録するために使用したアカウント IDAWS Marketplace販売者名.
機会が作成されたら、その製品の認可されたリセラーとなります。その後、ISV から提供された価格から
値上げされた非公開オファーを延長できます。

機会に基づくプライベートオファーの提供
経常割引プライベートオファーの場合、ISV は AWS Marketplace の 1 つ以上の製品を再販することをコン
サルティングパートナーに許可します。卸売価格と呼ばれるdiscount は、製品の定価からの同意された値
discount 率、または値引き率 (%) です。コンサルティングパートナーは、任意の数の購入者で割引を使用
できます。
次の手順では、コンサルティングパートナーが経常割引に基づいてプライベートオファーを提供する方法
の概要を示します。

経常割引に基づいてプライベートオファーを提供するには
1.
2.

オファー価格を決定します。
にサインインします。AWS Marketplace 管理ポータルあなたとAWS Marketplace販売者アカウント.

Tip

3.
4.

別のユーザーからサインアウトしていることを確認してくださいAWS アカウントでサインイ
ンする前にAWS Marketplace販売者アカウント.
選択パートナー画面の上部にあるメニューから.
[] からの機会[] リストで、購入者に提供する製品およびdiscount のオポチュニティーの横にあるオプ
ションボタンを選択し、[] を選択します。オファーを作成する。
に表示される金額Discount各商談の列は、プライベートオファーを作成するページで.

5.

リポジトリの []プライベートオファーを作成するページで:
a.
b.

オポチュニティーにリセラー契約が添付されている場合、リセラー契約に同意するセクションが
表示されます。契約を表示して再販業者契約に同意しますまたはAWS Marketplace (RCMP) のリ
セラー契約に同意します、契約によって異なります。
を使用する場合購入者、1人以上の購入者を入力してくださいAWS アカウントID.
最大 25 個の購入者アカウント ID を入力できます。
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6.

c.

シナリオがフレキシブル支払いスケジュール (FPS) の場合は、固定単位を有効にし、購入者がこ
の製品の分割払いを許可する] チェックボックスをオンにします。

d.

[Next] (次へ) を選択します。

左価格調整[] セクションで、以下のいずれかのオプションを選択します。
• を選択します[マークアップ]卸売価格から顧客価格を引き上げるオプションを選択し、マークアップ
額 (%)。
• を選択しますDiscount公開価格から顧客価格を引き下げるオプション。
AMI 製品および消費製品を含む SaaS 契約の場合、価格は卸売価格からの値上げ、または定価からの
discount として表されます。

7.

フレキシブルペイメントのオプションを選択した場合、購入者支払いスケジュールセクションで、顧
客が行う各支払いの金額と請求日を入力します。金額ISV 支払いスケジュール追加情報があれば自動
入力されます。

8.

左エンドユーザーライセンス契約セクションで、ISV が提供する EULA を確認します。ISV EULA を
修正するために、最大 5 つの文書をアップロードすることもできます。

9.

左有効期限の情報を設定[] セクションで、[オファーの有効期限そしてサブスクリプション終了日。

10. 選択オファーのレビュー。
オファーを調整する必要がある場合は、オファーを改訂。
11. オファーを確認し、[Extend Offer (オファーを提供)] を選択します。
このオファーの公開プロセスは、完了までに最大 45 分かかる場合があります。完了すると、オファー
はオファー。これで「」を実行できます。プライベートオファーを購入者に送る (p. 54)。

購入者に非公開オファーを送る
プライベートオファーが発行されたら、購入者に送信できます。

プライベートオファーを購入者に送信するには
1.

選択オファー画面の上部にあるメニューから.

2.

作成したオファーを強調表示します。

3.

選択オファーURLをコピー。

4.

URLを購入者に送信します。

プライベートオファーが承認されたときに通知を受け取るには、最大10個のメールアドレスを追加できま
す。メール通知を設定するには、「」を参照してください。の通知の管理 (p. 301)。

受け入れ済みのオファー
購入者がコンサルティングパートナーからのプライベートオファーを受け入れると、オファーと資金の支
払いは同じ方法で行われます。
1. AWS Marketplace は、プライベートオファーの条件に従い、購入者に既存の AWS 請求書に対する請求
を行います。プライベートオファーを連結アカウントに適用すると、請求額は、その連結アカウントに
関連付けられているその支払者アカウントに表示されます。
2. 購入者は、AWS との同意した純支払条件に従って AWS 請求書の支払いを行います。プライベートオ
ファープロセスでは、各取引の条件はカスタマイズできますが、純支払条件はカスタマイズできませ
ん。
3. 購入者からの支払いが AWS で受領されると、AWS は販売者と ISV に対して支払いを行います。ISV
は、卸売コストから AWS Marketplace 料金を差し引いた額を受け取ります。販売者は、利幅から AWS
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Marketplace 処理料金を差し引いた額を受け取ります。すべての料金は、表示された取引金額に割合
(%) を適用した額です。料金の割合 (%) を確認する必要があり、この情報を見積りの目的で使用する場
合は、AWS Marketplace チャネルアカウントマネージャーにお問い合わせください。それが誰なのかわ
からない場合は、AWS Marketplaceチャネルチームaws-mp-channel@amazon、24 時間以内にご連絡を
差し上げます。
4. AWS Marketplace は、AWS Marketplace 管理ポータル を使用して ISV と販売者に電子レポートを提供
します。これらのレポートは、プライベートオファーのタイプに応じて、次のような違いがあります。
• 経常discount プライベートオファーの場合、ISV は貴社を購入者と見なし、貴社はサブスクライバー
を購入者と見なします。
• 臨時discount プライベートオファーの場合、ISV とコンサルティングパートナーはサブスクライバー
をバイヤーとみなします。
の詳細AWS Marketplaceレポート作成、参照販売者レポート。

プライベートオファーのアップグレードと更新
従量課金制の SaaS 契約製品および従量課金制の SaaS 契約製品については、有効な契約に対するプライ
ベートオファーを使用することで、アップグレードや更新を提供できます。これにより、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 (p. 57)を使用できます。ユニット数や支払いスケジュールを変更
したり、カスタム終了日を追加したりすることもできます。
オファーと契約の違いは、購入者がその条件を承諾済みであるかどうかです。
• オファーは、購入者による製品の使用に関する一連の条件です。オファーは、パブリックまたはプライ
ベートのいずれかです。
• 契約は、購入者が承諾したオファーです。契約には、販売者がパブリックオファーまたはプライベート
オファーを通じて利用可能にした有料製品と無料製品が含まれます。
この機能は、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) やコンサルティングパートナーを含む、AWS
Marketplace のすべての販売者が利用できます。契約を修正して、元の契約の登録販売者とは異なる登録
販売者を指定することはできません。
この機能を使用するには、契約タブのAWS Marketplace 管理ポータル。詳細については、「AWS
Marketplace 販売者のアクセス許可 (p. 407)」を参照してください。

サポートされる製品タイプ
プライベートオファーの更新とアップグレードをサポートしている製品タイプは次のとおりです。
• SaaS 契約
• SaaS 契約 (追加使用量あり)

アップグレードと更新の提示プロセス
次の手順を使用して、AWS Marketplace 管理ポータル からプライベートオファーのアップグレードと更新
を作成できます。

プライベートオファーのアップグレードと更新を作成するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータル にサインインし、[Agreements (契約)] を選択します。

2.

[Agreements (契約)] ページで、次のいずれかの方法でアップグレードまたは更新のプライベートオ
ファーを作成します。
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• 契約の横にあるチェックボックスをオンにし、[Create agreement-based offer (契約ベースのオ
ファーの作成)] を選択します。
• 契約 ID を選択して契約の詳細を表示します。[Agreement summary (契約の概要)] ページで契約の
既存の情報と条件に目を通し、これが修正対象の契約であることを確認して、[Create agreementbased offer (契約ベースのオファーの作成)] を選択します。
3.

[Agreement offer details (契約オファーの詳細)] ページで、カスタムオファー名を入力します。

Tip
わかりやすいカスタムオファー名を入力すると、[Offers (オファー)] ページで有効なオファー
間の区別に役立ちます。カスタムオファー名は購入者にも表示されます。
AWS では、独自の ID や発注番号など、追加の識別情報を含むカスタムオファー名を指定す
ることをお勧めします。upgrade や renewal などの概要、カスタム社名などの使用もお勧
めします。個人を特定できるデータ (姓名、電話番号、住所など) は使用しないでください。
このフィールドには最大 150 文字を入力できます。
4.

変更する日付、分析コード、支払いスケジュール、EULA の情報を編集します。続いて、[Next] (次へ)
を選択します。

5.

[Review and create (確認と作成)] ページで、情報を確認します。準備が整ったら、[Create
agreement-based offer (契約ベースのオファーの作成)] を選択します。

新しいプライベートオファーは、約 45 分で [Manage Private Offer (プライベートオファーの管理)] ページ
に表示されます。オファーを表示するには、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインし、[Offers (オ
ファー)] を選択して [Manage Private Offer (プライベートオファーの管理)] ページを開きます。
プライベートオファーを作成するプロセスと同様に、新しいプライベートオファーを作成したことは購入
者に通知されません。代わりに、新しいプライベートオファーの URL を購入者に提供します。これによ
り、購入者は新しいオファーを承諾するか、引き続き元の契約に従うかを選択できます。
• 購入者がプライベートオファーのアップグレードまたは更新を受け入れると、新しい契約は直ちに有効
になり、契約は契約ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。以前の契約の残存する支払いスケジュー
ルはキャンセルされます。
購入者は、プライベートオファーを承諾するのと同じ方法で、契約ベースのプライベートオファーを承
諾します。プライベートオファーの購入者エクスペリエンスの詳細については、「」プライベートオ
ファーのAWS Marketplace購入者ガイド。
• 購入者がプライベートオファーのアップグレードまたは更新を期限前に承諾しない場合、元の契約が変
更なしで有効に存続します。

アップグレードと更新に関するレポート
アップグレードと更新のプライベートオファーは、既存の販売者レポートとオファーに関連するレポー
トに表示されます。日別顧客サブスクリプションレポート (p. 353) レポートと 日別ビジネスレポー
ト (p. 346) レポートは毎日生成されます。月別請求済み収益レポート (p. 360) レポートは毎月生成さ
れます。
日別顧客サブスクリプションレポートの [Subscrption intent (サブスクリプションの目的)] フィールドは、
レポートエントリが新しいプライベートオファーであるかどうかを示します。[Previous offer ID (以前のオ
ファー ID)] フィールドは、新しいオファーに先立つ以前のオファーの ID (存在する場合) を表示します。
プライベートオファーの場合はすべて、エントリが「プライベートオファー」と記載されます。
契約データはデータフィードに表示されません。
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の標準化された契約AWS Marketplace
製品を準備する際には (p. 35)、どのエンドユーザー使用許諾契約 (EULA) が製品の使用に適用される
かを決定する必要があります。独自の EULA を適用するか、標準契約AWS Marketplace (SCMP) を使用
できます。SCMPは、調達ワークフローの合理化と取引のスピードアップに役立つ契約テンプレートで
す。AWS Marketplaceまた、ISV が使用できる標準化されたリセラー契約テンプレートであるリセラー契
約AWS Marketplace (RCMP) も利用できます。
このセクションでは、AWS Marketplace で使用できる 2 つの標準化された契約について概説します。
トピック
• の標準契約AWS Marketplace (p. 57)
• のリセラー契約AWS Marketplace (p. 58)

の標準契約AWS Marketplace
AWS Marketplace買い手と売り手のコミュニティと協力して、標準契約AWS Marketplace（SCMP）を開
発しました。SCMPは、デジタルソリューションの使用方法を管理し、購入者と販売者の義務を定義し
ます。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。
SCMPは、使用、保証、補償、準拠法などの主要な契約条項にわたる共通点を積極的に定義しています。
売り手は、セルフサービス取引のEULAとしてSCMP条件を提示できます。これにより、購入者はソリュー
ションを検索して購入し、迅速に展開できます。プライベートオファーの場合 (p. 44)、買い手は売り手
にSCMPテンプレートを要求でき、当事者が合意したカスタム取引要件に対応するように条件を修正でき
ます。
セルフサービスまたはプライベートオファーの場合は、SCMP で以下のオプション付録を使用することも
できます。
• セキュリティ補遺の強化 — データセキュリティ要件が高いトランザクションをサポートします。
• HIPAA、Business Insurance Portability and Accountability Insurance Portability and Accountability
Accountability Accountability Accountability Accountability Accountability Accountability Accountability
Accountability Accountability Accountability Accountability

免責事項
EULA はお客様と購入者の間で締結されます。SCMP を EULA として使用することは、お客様の
自由裁量に任されています。商品リストにSCMPを適用すると、SCMPプログラムへの参加が許
可されます。このプログラムでは、AWS SCMPテンプレートを定期的に更新し、条件が記載され
た製品リストを最新バージョンで更新する場合があります。SCMP テンプレートを独自の EULA
に置き換えることで、いつでも SCMP プログラムから脱退できます。

SCMP の使用開始
EULA を SCMP に更新して、新規および既存の単一の Amazon マシンインスタンス (AMI) およびサービス
としてのソフトウェア (SaaS) 製品の購入者に提供できます。更新をリクエストする手順は、商品がセル
フサービスリスト (SSL) で出品されているかどうかによって異なります。
質問がある場合は、AWS Marketplaceaws-mp-standardcontract@amazon.com標準契約チームに電子メー
ルメッセージを送信してください。
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SSL 経由でリストされている AMI および SaaS 製品の SCMP の EULA を更新するには
1.

AWS Marketplace の標準契約の条件を確認してください。

2.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

3.

製品の場合は、製品タイプを選択し、契約を更新する製品リストを選択します。

4.

[変更をリクエスト] を選択し、[地域と価格の更新] を選択します。

5.

EULA の AWS Marketplace の標準契約がまだ選択されていない場合は、選択してください。

6.

[メモと通知] に、次のように入力しますPlease update this product to SCMP V2。

7.

変更を確認し、[レビュー用に送信] を選択します。

SSL でリストに記載されていない AMI および SaaS 製品の EULA を SCMP に更新するには
1.

の [お問い合わせ] ページを開きますAWS Marketplace 管理ポータル。

2.

AWS Marketplace出品用アカウントにログインします。

3.

以下の手順に従ってフォームに入力します。
• 質問の件名として、[Commercial Marketplace] を選択します。
• カテゴリとして、[Product Listing] を選択します。
• サブカテゴリとして、[Standard Contract Request] を選択します。
• 説明に、Please update these products to SCMP V2 SCMPで更新する製品タイトルとIDを
入力して指定します。

のリセラー契約AWS Marketplace
リセラー契約AWS Marketplace (RCMP) は、ISVAWS Marketplace 製品をバイヤーに再販することをコ
ンサルティングパートナーに許可する際に、ISV が使用できる標準化されたリセラー契約テンプレート
です。この契約は、ISVとコンサルティングパートナーがリセラー関係を締結したり、コンサルティング
パートナーのプライベートオファー（CPPO）にリセラー条件を使用したりする際の法的契約レビューの
重複を減らし、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。CPPOを作成すると、ISVは契約をオポ
チュニティーにアップロードし（再販承認）、コンサルティングパートナーは契約を確認して承諾できま
す。 AWS MarketplaceバイヤーはRCMP を表示できません。

免責事項
RCMP は ISV 向けのオプション契約です。ISVがコンサルティングパートナーを通じて製品を再
販することを決定した場合、オポチュニティを創出する際に、RCMP、または独自にカスタマイ
ズした契約条件（既存または事前に交渉済み）を添付できます。

RCMP の使用開始
このセクションでは、用語を確認してRCMP を使用する方法について説明します。

AWS Marketplaceオポチュニティーを作成する際に RCMPを使用するには
1.

AWS Marketplace のリセラー契約の条件を確認してください。

2.

RCMP ガイドを参考にしながら、コンサルティングパートナーに再販の機会を設けます。

カテゴリとメタデータ
ここでは、製品メタデータの提供に関するベストプラクティスと情報を示します。AWS Marketplace は品
質保証とエラー訂正のためだけに製品メタデータを改訂します。
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製品の名前付けと説明
販売者が製品について提供する情報は、購入者に表示されます。潜在的な購入者が製品に関して十分な情
報を得たうえで購入の決定ができるようにしてください。

製品名の決定
製品名を作成する際は、次のガイドラインに注意してください。
• タイトルケースを使用する (重要語それぞれの最初の文字が大文字になっている)
• 購入者が製品を名前のみで識別できるようにする
• ブランドまたは製造元の名前を使用する
• 説明的なデータや誇張を避ける
製品名の例: スマートソリューションLoad Balancer-プレミアムエディション

製品説明を書く
製品の説明では、製品の機能、利点、使用方法を示します。その他、製品固有の関連情報も提供できま
す。説明は最大 350 文字とすることができます。
製品説明を記述する際は、次のガイドラインに注意してください。
• 不必要な大文字を避ける
• 不要な句読点を避ける
• リダイレクト情報を含めない
• スペルと文法を確認する
• 重要で有益な情報のみを含める
製品ソリューションの例: スマートソリューションでは、受信したアプリケーショントラフィックを複数
の Amazon EC2 インスタンスに自動的に分散します。これにより、アプリケーションの着信トラフィッ
クに応じて必要な量の負荷分散能力を提供し、アプリケーションの耐障害性をさらに高めることができま
す。Smart Solution はプール内の異常なインスタンスを検出すると、この異常なインスタンスが回復する
まで、自動的にトラフィックを正常なインスタンスに振り分けます。Smart Solution を単一の AWS アベ
イラビリティーゾーンまたは複数のアベイラビリティーゾーンで有効にすることで、アプリケーションの
パフォーマンスをより安定させることができます。

製品ハイライトを書く
製品情報ページは、最大 3 つの製品ハイライトの箇条書きを表示します。これらの箇条書きを使用して、
製品の主なセールスポイントを簡単に説明します。
製品ハイライトの例: 予測コスト: Spaces の場合、お支払いいただくのは実際に使用した分の料金のみで
す。Smart Solution が実行されている 1 時間 (または 1 時間未満) ごとに請求されます。

カテゴリとキーワードの選択
製品を出品するとき、製品に最大で 3 つのソフトウェアカテゴリと、対応するサブカテゴリを選択できま
す。これにより、購入者が AWS Marketplace で製品を参照または検索するときに、製品を見つけやすくな
ります。製品に関連するカテゴリのみを選択してください。ほとんどの場合、該当するカテゴリは 1 つの
みです。製品ロードフォームおよび [製品] タブに、カテゴリの完全なリストが含まれます。
カテゴリはキーワードと同一ではありません。使用可能なカテゴリとサブカテゴリは AWS Marketplace 向
けに事前に定義されており、製品リクエストプロセス中にリストから選択することで、どのカテゴリとサ
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ブカテゴリがお客様の製品に適用されるかを決定します。キーワードは事前定義されていません。プロセ
ス中に作成されます。カテゴリをキーワードとして追加する必要はありません。

検索キーワードの作成
製品リクエストプロセス中に、購入者がサイトを検索して製品を見つけやすくするために、最大 3 つの
キーワード (単語またはフレーズ) を入力できます。キーワードのフィールドには最大 250 文字含めること
ができます。
次のヒントを活用して、関連する一連の検索キーワードを作成します。
• 関連する用語を使用します。
• 他の販売者が公開している製品名を使用したり、他の販売者の名前を使用したりしないでください。
• 購入者のボキャブラリーからキーワードを選択します。つまり、この種の製品について購入者が考える
ときに使用する可能性が高い単語やフレーズを選択します。
• 製品の具体的な特徴にもとづいてキーワードを作成する.
• 製品タイトルをキーワードとして使用しない。製品タイトルは検索のインデックスに登録済みです。
[Note:] (メモ:) キーワードはソフトウェアカテゴリと同一ではありません。キーワードは、製品に関連す
る、より具体的な用語です。

AMI とコンテナ製品の使用方法
製品の使用説明書を作成する際には、次の情報を含める必要があります。
• 顧客によって保存されたすべての機密情報の場所
• すべてのデータ暗号化設定を説明してください
• Step-by-step プログラムによるシステム認証情報と暗号鍵のローテーションに関する指示 -the section
called “AMI ベースの製品要件” (p. 124)認証情報と暗号鍵を使用する出品情報の基本要件を説明してく
ださい。
• アプリケーションで何らかの暗号化技術が使用されている場合に、ユーザーがアプリケーションを操作
して必要なデータを復号化する方法について詳しく説明してください。
• Step-by-step アプリケーションの正常性と適切な機能を評価および監視する方法に関する説明書 例:
• に移動しますAmazon EC2 コンソール適切なリージョンにいることを確認します。
• 選択してくださいインスタンス起動したインスタンスを選択します。
• メタデータページを表示するサーバーを選択し、ステータスチェックページの下部にあるタブを使用
して、ステータスチェックが成功したか失敗したかを確認します。

リリースノートを書く
製品を更新するたびに、リリースノートに変更内容の説明を入力する必要があります。リリースノートに
は、ユーザーが更新をインストールするかどうかを判断できる具体的な情報を記載する必要があります。
セキュリティ更新には「重大」、または他の種類の更新には「重要」や「オプション」といった、明確な
ラベルを使用します。

使用手順を書く
購入者がソフトウェアを正常に設定して実行するために役立つ使用手順を提供します。入力した使用手順
は、構成プロセス中に表示されます。
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効果的な使用手順を記述するには、次のガイドラインに従ってください。
• 新規または適度に技術的な読者を対象に作成してください。
• 製品、コンピュータのオペレーティングシステム、エンジニアリング、IT オペレーションについて、
ユーザーに使用経験や幅広い知識があるとは想定しないでください。
• アプリケーションを実行するための設定や特別なステップも含め、製品の起動から使用までの手順を示
します。
使用方法の例:
1.

1-Click を使用して製品を起動します。

2.

ウェブブラウザを使用して https://<EC2_Instance_Public_DNS>/index.html からアプリケーションにア
クセスします。

3.

次の認証情報を使用してサインインします。
• ユーザー名: user
• パスワード: インスタンスのインスタンス ID

アップグレード手順を書く
製品を旧バージョンからアップグレードする方法について購入者に詳しく説明します。別のインスタンス
の作成時にデータと設定を保存する方法についての情報を含めます。アップグレードパスがない場合は、
このフィールドを編集して具体的に説明してください。
アップグレード手順の例:
1.

**** を実行してから、**** します。

2.

*** を実行することによって、プロジェクトで使用されるすべてのプラグインが、バージョン *.* と互
換性があることを確認します。互換性がない場合は *** を実行します。
*** を実行して、データのバックアップを作成します。

3.

CloudFormation 配送
を使用する場合 CloudFormation 配達には、以下のものも含める必要があります。
• それぞれの目的AWS Identity and Access Managementによって作成された (IAM) ロールと IAM ポリ
シーAWS CloudFormationテンプレート
• によって作成された各キーの目的と場所AWS CloudFormationテンプレート
• 複数の要素を含むデプロイメントにおけるネットワーク構成の詳細
• アプリケーションの起動方法と、デプロイに複数のアプリケーションが含まれる場合の通信方法に関す
る詳細なガイドAWSリソース
• ランニングコストを含む料金の内訳AWS標準制限を超えてリソースが追加されました。管理に関する規
範的なガイダンスを提供するAWSサービス制限。
• すべてのデータ暗号化設定。例: Amazon S3 サーバー側の暗号化、Amazon Elastic Block Store (Amazon
EBS) の暗号化)、Linux ユニファイドキーセットアップ (LUKS) など)

アプリケーション機能の監視と評価
アプリケーションの機能を監視および評価するため
1.

に移動しますAmazon EC2 コンソール適切なリージョンにいることを確認します。
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2.

選択してくださいインスタンス起動したインスタンスを選択します。

3.

メタデータページを表示するサーバーを選択し、ステータスチェックページの下部にあるタブを使用
して、ステータスチェックが成功したか失敗したかを確認します。

Note
データストアのいずれかが専有データストアである場合は、 step-by-step 構成、バックアップ、
およびリカバリの手順

プログラムによるシステム認証情報と暗号鍵のロー
テーション
-the section called “AMI ベースの製品要件” (p. 124)認証情報と暗号鍵を使用する出品情報の基本要件を説
明してください。

プログラムによるシステム認証情報と暗号鍵のローテーションには、以下を含めてください。
• 管理に関する規範的ガイダンスAWSサービスクォータ 詳細については、「」を参照してくださ
い。AWS 全般のリファレンスガイド。
• ランニングコストを含む料金の内訳AWS標準クォータを超えてリソースが追加されました。これは、製
品の使用説明書に含めたり、リンクさせたりできますドキュメンテーションサービスクォータの管理と
増加のリクエストに関する詳細情報が含まれています。

検索エンジンの製品の最適化
-AWS Marketplace業界全体でも使用されているような検索最適化手法を使用して、ウェブサイトでは検索
クエリの結果をランク付けします。AWS Marketplace が検索結果をランク付けして返す方法を理解するこ
とによって AWS Marketplace 検索エンジン用に最適化された製品の詳細を作成できます。製品詳細ページ
を作成するときは、このガイダンスを考慮することをお勧めします。

[Keywords] (キーワード)
製品作成プロセス中に、顧客がサイト検索を通じてお客様の製品を見つける手助けをするため、最大 3 つ
のキーワード (単語またはフレーズ) を送信できます。キーワードテキストボックスに最大 250 文字を含め
ることができます。
検索キーワードを作成するために以下のヒントを使用します。
• 顧客が簡単にお客様の製品を見つけられるよう、関連する用語を使用する.
• 顧客のボキャブラリーにあるキーワード、つまり、製品タイプのことを考えるときに使用する可能性が
高い単語やフレーズを選択する。
• 製品の具体的な特徴にもとづいてキーワードを作成する.
• 送信する用語に製品タイトルを含めない。製品タイトルは検索用にすでにインデックス化されていま
す。

Note
キーワードはソフトウェアカテゴリと同一ではありません。キーワードは、製品に関連する、よ
り具体的な用語です。
商品を作成した後、商品のメタデータを編集してキーワードを編集できます。製品ロードフォーム (PLF)
を使用して作成した製品については、PLF を使用してそれらの製品に変更を加えることもできます。を使
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用して作成した製品の場合製品タブインAWS Marketplace 管理ポータルについては、また、を使用するよ
うにできます製品タブをクリックして変更を加えることができます。詳細については、「製品の変更と更
新 (p. 291)」を参照してください。
-AWS Marketplaceマネージドカタログ業務チームにより、似た響きの単語や似ている意味の単語のクエリ
にリダイレクトできます。たとえば、顧客が自動車彼らが検索することを期待する時車。

ソフトウェアカテゴリ
製品を出品するとき、製品に最大で 3 つのソフトウェアカテゴリと、対応するサブカテゴリを選択できま
す。これにより、顧客が AWS Marketplace で製品を閲覧または検索するときに、お客様の製品を見つける
手助けとなります。製品に関連するカテゴリのみを選択します。多くの場合、該当するのは 1 つのカテゴ
リのみです。Product Load Form および [製品] ページの両方に、カテゴリの完全なリストが含まれます。

Note
カテゴリはキーワードと同一ではありません。使用可能なカテゴリとサブカテゴリが AWS
Marketplace にあらかじめ定義されています。リストからカテゴリを選択して、製品に適用する
カテゴリの種類を決定します。キーワードは事前定義されていません。プロセス中に作成されま
す。

ハイライトセクション
製品詳細ページでは、最大 3 つの製品ハイライトを箇条書きで表示します。顧客はハイライトで製品を検
索できるため、製品を作成するときにハイライトを含めます。ハイライトは、製品の主なセールスポイン
トを簡潔にわかりやすい言葉で記述する必要があります。

Example ハイライト
• 予測コスト: と AnyCompanyの製品の場合、お支払いいただくのは実際に使用した分の料金のみです。
実行されている 1 時間 (または 1 時間未満) ごとに請求されます。

簡単な説明
製品説明は、製品の特徴、利点、使用方法を一覧表示し、他の関連する特定の製品情報を提供します。製
品説明を作成する際は、次のガイドラインに注意してください。
• 必要以上に大文字や句読点を使わない
• リダイレクト情報を含めない
• スペルと文法を確認する
• 重要で有益な情報のみを含める

Example 簡単な説明
AnyCompanyの製品は、アプリケーションへの着信トラフィックを複数の Amazon EC2 インスタンスに自
動的に分散します。これにより、アプリケーションへの受信トラフィックに応じて必要なロードバランシ
ング容量がシームレスに確保され、アプリケーションの耐障害性を高めることが可能です。 AnyCompany
の製品は、プールに正常ではないインスタンスを検出すると、その異常なインスタンスが回復するまで、
自動的にトラフィックを正常なインスタンスに振り分けます。顧客はそれを一回で有効にできるAWSア
ベイラビリティーゾーンまたは複数のアベイラビリティーゾーンにより、安定したアプリケーションパ
フォーマンスを実現できます
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AWS Marketplace for Desktop
Applications (AMDA)
AWS Marketplacefor Desktop Applications (AMDA) は、Amazon で実行される仮想化デスクトップアプリ
ケーションのカタログです。 WorkSpaces。AMDA を使用すると、11 のソフトウェアカテゴリ全体で無料
および有料のアプリケーションを見つけてサブスクライブできます。アプリケーションは、仮想化コンテ
ナ内でネイティブにインストールされたアプリケーションのように動作し、購入者は毎月ユーザー単位で
課金されます。
買い手はAmazonを使う WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) コンソールを使用して、
WorkSpaces。アプリケーションはそれぞれに配信されます WorkSpace Amazon WAM クライアントアプ
リケーションを介して。
仮想化テクノロジーを使用すると、多くの場合に再起動せずにプログラムを迅速に配信できるため、ユー
ザーはサブスクライブしたアプリケーションを迅速に起動および使用できます。ユーザーは、自身に割り
当てられているアプリケーションに対してのみ課金され、初回起動時から割り当てが取り消されるまで月
額で課金されます。詳細については、以下の リソースを参照してください。
• WorkSpaces 製品ページ
• WorkSpaces お客様の声
• AMDA のヘルプページとよくある質問
• AWS Marketplace for Desktop Applications カタログ

オンボーディングプロセスの開始
の条件の下でAWS MarketplaceDesktop Applications Publisher Addendum (「AMDA Addendum」) の場
合、Amazon Web Services, Inc. が、AMDA チャネルを通じて利用可能にすることを販売者が選択したア
プリケーションのレコードの販売者です。登録販売者としてはAWSあなたが請求する価格を知る必要があ
るAWSお持ちになる予定の商品についてAWS Marketplace。料金は、月単位かつユーザー単位である必要
があります。AWS購入者への最終的な価格を決定することを支援します。
商品を米国以外で出版させるにはAWS リージョン,AWSまた、該当する輸出分類情報を含む特定の輸出分
類情報を提供する必要があります輸出管理分類番号(ECCN)。
製品の初期テスト中およびテスト後に、お客様は AMDA Business Development チームのメンバー
に質問することができます。そうすればあなたはそうするでしょう受信E メールメッセージの送信
者<aws-mp-amda-contract@amazon .com>AMDA Addendum を使用して、お客様が記入および署名
し、副署のために返送します。AMDA補遺は、以下の利用規約の補遺です。AWS Marketplace販売者。し
たがって、AWS Marketplace販売者アカウントと次の条項をクリックしてくださいオンボーディングプロ
セスを開始する前に、AMDAにアプリケーションを含めてください。

製品の送信とパッケージ化
仮想化とパッケージ化は AWS Marketplace マネージドカタログ業務チーム (MCO) チームによって処理
されます。AMDA ベンダーは、ソフトウェアインストーラ、インストール手順、および製品メタデータ
を提供します。MCO は、お客様と連携して、AMDA のパッケージ化と作成プロセスを完了します。現時
点では、すべて AMDA ソフトウェアは、そのパッケージが保存される Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケットへのアクセス権限を持つ MCO 管理アカウントを使用してパッケージ化する必要が
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あります。AWSは共有パッケージを受け付けることはできません。製品を送信する前に、次のガイドライ
ンを確認してください。MCO は、以下の項目を受け取ったときにパッケージ化リクエストの処理を開始
します。
1. ソフトウェアインストーラとライセンスキー:
a. Amazon S3 バケットまたはホストされているインストーラファイル (.msi または.exe など) の外部
URL。
b. Windows Server 2008 R2 に対応したサーバーライセンスキー。
2. インストール手順:
a. Windows Server 2008 R2 での既知の問題
b. サイレントインストールのコマンドライン引数
c. ライセンスメカニズムに関する注意事項:
i. ライセンスが保存される場所。
ii. ライセンスの検証方法。
iii. ライセンスチェックをトリガーするアクション。
d. 自動更新
i. 有効になっている場合は、この機能を無効にする方法の説明。
e. サービスまたはレジストリの要件:
i. 必須のサービスまたはレジストリキーのリストと、その目的の簡単な説明。
3. テストサーバー、データファイル、およびその他の外部要素
a. インストールに必要である場合は、外部コンポーネント (SQL Server など) のテスト環境を提供。
b. プログラムがデータファイルを処理する場合は、当社でパフォーマンスと機能を評価するためのテス
トファイルを含めます。
4. プログラムのすべての依存関係の一覧。次に例を示します。
a. C++ 再頒布可能パッケージ
b. Java、 QuickTime、など
c. GPU 要件/ハードウェア要件
5. プログラムの技術担当者の連絡先
a. 技術的な質問や、テストおよびパッケージ化で発生した問題の問い合わせ先

アプリケーションのパッケージ化タイプ
AMDA のパッケージ化は、仮想化インストールとサイレントインストールの 2 つの方法で完了できます。
仮想化インストールでは、AMDA パッケージ化ツールを使用して、インストールプロセス中のファイルの
変更がすべてモニタリングされます。AWSインストーラの実行可能ファイルを選択して インストール、す
べてのファイル変更を監視します。AWS次に、レジストリ、サービス、およびファイル構造へのカスタム
変更を行って、プログラムの安定性とパフォーマンスを評価します。
一部の高度なプログラムでは、サイレントインストールメカニズムが必要です。その場合、AMDA は、
ユーザーでアプリケーションが初めて起動されるときにのみソフトウェアが物理的にインストールされる
ように、インストーラファイルのみを仮想化します。 WorkSpace。サイレントインストールプログラムを
削除するためのスクリプト作成の追加手順が必要です。

AMDA パッケージの構築
パッケージ化プロセスは、Windows Server 2008 R2 仮想マシン (VM) である、インストール先のターゲッ
トマシンの差分の作成に依存しています。Tパッケージ化ツールは、インストールプロセス中に VM をモ
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ニタリングし、変更されたファイルのマニフェストを作成し、取り込むパッケージにそのマニフェストを
ローリングします。
変更をプログラムによってキャプチャした後、AWS技術者は、変更されたファイル、サービス、およびレ
ジストリエントリを検査して、すべての変更が正確にキャプチャされていることを確認します。このプロ
セスでは、技術者は、アンインストールと自動更新の参照をすべて削除して、アプリケーションが仮想化
パッケージの範囲内にとどまっていることを確認します。
特定の Windows サービス (バックグラウンドで実行されている Windows サービスや.dll 要件など) に依存
するプログラムでは、追加のテストおよびパッケージ化が必要になることがあります。デフォルトでは、
プログラムのすべてのプロパティは、オンデマンドで実行されるように仮想化されます。一部のサービス
では、実行時にプログラムで確実に利用できるように、権限昇格が必要になることがあります。
ライセンスキーは、パッケージ化プロセス中にキャプチャされ、エンドユーザーはワンクリックでシーム
レスに操作できます。プログラムで初回起動時にライセンスキーが必要である場合は、ライセンスをアプ
リケーションファイルに手動で追加する方法に関する詳細な注意事項を含めます。

アプリケーションメタデータ
最新のデータロードフォームは、次の場所で入手できます。https://s3.amazonaws.com/aws-mpvendor-guide/AMDAProductDataLoadxlsx次のアプリケーションメタデータをAMDA に入力しま
す。ProductDataLoad.xlsx ロードフォームを作成し、そのフォームをアプリケーション送信に含めます。
• Title-製品のタイトル。
• Full Description-製品詳細ページに表示される説明。
• Short Description-検索結果ページに表示される説明。
• End User License Agreement (EULA) URL。
• Image-製品詳細ページ、検索結果ページ、および AMDA ウェブサイトのその他の場所に表示される製品
イメージまたはロゴ。正方形のイメージロゴの URL を指定します。
• Categories-製品のソフトウェアカテゴリ。使用可能なカテゴリについては AMDA ホームページを参照し
てください。
• Software by-製品ページに表示されるソフトウェア開発者であり、通常は企業名です。
• Vendor URL-お客様のウェブサイトまたは製品の詳細情報が表示される特定のページへのリンク。
• Support Email/Message/URL-いずれか 1 つのフィールドは必須ですが、複数の連絡先を推奨。

取り込みと新しいバージョン更新
各 AMDA 製品の取り込みは、AWS Marketplace MCO チームによって処理されます。現在のパイプライン
サポートは、木曜日にリリースされています。AWS火曜日の正午 (PST) に、メタデータと最終的なパッ
ケージ化をロックします。火曜日の正午 (PST) 以降のリクエストは、翌週の発行日に発行対象となりま
す。新しいバージョン更新は同じスケジュールで作成されます。
メタデータの更新がリクエストされていない場合は、インストーラと関連ファイルのみが必要です。
メタデータを更新している場合は、更新した製品データロードフォームを AWS Marketplace Seller
Operations チームに送信します。
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AMI ベースの製品
購入者に商品を届ける方法の 1 つは、Amazon マシンイメージ (AMI) を使用することです。AMI
は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動するために必要な情報を提供しま
す。製品用にカスタム AMI を作成すると、購入者はそれを使用して、製品がインストール済みで使用可能
な EC2 インスタンスを作成できます。
購入者が提供した AMI を使用すると、製品用に作成した価格設定と計測オプションに従って、購入者が作
成したインスタンスに対して請求が行われます。購入者は、AMI の新しいカスタムバージョンを作成する
などAWS、他の AMI と同じ方法で製品 AMI を使用できます。AMI から作成された EC2 インスタンスは、
引き続き AMI 製品コードに基づいて製品として請求されます。
以下のリソースを参照してください。
• AWS Marketplace製品の料金の詳細については、「」を参照してください製品の料金 (p. 37)。
• 製品のカスタムメータリングの作成の詳細については、「」を参照してくださいAMI 製品のカスタム
メータリングAWS Marketplace Metering Service (p. 109)。

AMI ベースの製品配送方法
AMI ベースの製品は、次の 3 つの方法のいずれかで配信できます。
• シングル AMI — 購入者は AMI を選択して EC2 インスタンスのテンプレートとして使用します。購入
者は、Amazon マシンイメージ の配信方法フィルターを使用してこれらの製品を見つけることができま
す。
詳細については、「シングルAMI製品 (p. 70)」を参照してください。
• AWS CloudFormationテンプレート — バイヤーが役割の異なる複数のインスタンスで構成されるシ
ステムを 1 つのユニットとしてインストールできるようにするテンプレートを作成します。購入者
は、CloudFormation の配信方法フィルターを使用してこれらの製品を見つけることができます。
詳細については、「AWS CloudFormation を使用した AMI ベース配信 (p. 84)」を参照してくださ
い。
• プライベートイメージビルド — このアプローチにより、購入者はオペレーティングシステム構成に関す
る内部ニーズを満たす基本ゴールドイメージに製品をインストールできます。追跡と請求用の製品コー
ドを使用して新しい AMI を作成します。購入者は、プライベート Amazon マシンイメージ の配信方法
フィルターを使用してこれらの製品を見つけることができます。
詳細については、「プライベートイメージ (p. 94)」を参照してください。
以下のリソースを参照してください。
• 購入者の AMI の使用状況の詳細については、「」を参照してくださいAMI 製品コード (p. 69)。
• AMI ベースの製品とそのライフサイクルの詳細については、「」を参照してくださいAMI ベースの製品
を理解する (p. 67)。

AMI ベースの製品を理解する
このセクションでは、AMI ベースの製品を使用する際の重要な概念について概説します。
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トピック
• 製品ライフサイクル (p. 68)
• AMI 製品コード (p. 69)
• 変更リクエスト (p. 69)
• 製品ロードフォーム (p. 70)

製品ライフサイクル
AMI ベースの製品には、の 1 つ以上のバージョンのセットが含まれますソフトウェア、および製品全体に
関するメタデータ。製品を作成するときは、そのプロパティをAWS Marketplace商品名、説明、価格など
が含まれます。また、商品に適したカテゴリーを決定し、キーワードを追加して、商品が関連する検索に
表示されるようにします。
また、ソフトウェアの最初のバージョンも作成します。ソフトウェアの提供方法に応じて、これは単一
の AMI、つまり 1 つ以上の AMI のセットAWS CloudFormationテンプレート、または購入者が独自の
AMI を作成する際に使用するソフトウェアパッケージです。詳細については、「AMI ベースの製品配送方
法 (p. 67)」を参照してください。
有料製品の場合、購入者はインストールされたインスタンスの数に対して請求されます。ソフトウェ
アが追跡する別のディメンション（製品のユーザー数など）を計測するには、製品をAWS Marketplace
測定サービス。詳細については、「AMI 製品のカスタムメータリングAWS Marketplace Metering
Service (p. 109)」を参照してください。
製品とソフトウェアの最初のバージョンを作成すると、アカウントだけがアクセスできるように、最初は
限定された範囲で公開されます。準備ができたら、AWS Marketplaceカタログを使用して、購入者が商品
を購読して購入できるようにします。
AMI ベースの製品のライフサイクルAWS Marketplaceは、最初のバージョンを公開しても終了しません。
新しいバージョンのソフトウェアと、基本オペレーティングシステム用のセキュリティパッチを適用し
て、製品を最新の状態に保つ必要があります。
完全なAMIベースの製品ライフサイクルの例として、出品者がAMIベースの製品をAWS Marketplace。以下
は、出品者が長期にわたって製品を作成し、維持する方法です。
1. 製品を作成する— 販売者が製品を作成し、バージョン 1.0.0 をAWS Marketplace。購入者は、バージョ
ン 1.0.0 のインスタンスを作成して使用できます。
2. 新しいバージョンの追加—その後、販売者は製品に新しい機能を追加し、その機能を含む新しいバー
ジョン1.1.0を追加します。購入者は、元のバージョン 1.0.0 を使用するか、新しいバージョン 1.1.0 を
選択できます。

Note
新製品とは異なり、新しいバージョンは完全に公開されます。テストはでのみ行うことができ
ますAWS Marketplace製品全体が限定リリースである場合、顧客には表示されません。
3. 製品情報の更新—バージョン1.1.0が利用可能になったため、売り手は機能を説明する新しい強調テキス
トで製品情報を更新することにより、購入者に新機能について知らせます。
4. マイナーバージョンの追加— 出品者がバージョン1.1.0のバグを修正すると、新しいバージョン1.1.1を
追加してリリースします。購入者は、バージョン 1.0.0、1.1.0、または 1.1.1 のいずれかを選択できま
す。
5. バージョンを制限する—売り手は、購入者がバージョン1.1.0を使用できないようにバグが深刻であると
判断し、そのバージョンを制限します。新しい顧客は1.1.0を購入することはできません（1.0.0または
1.1.1しか選択できません）。ただし、既存の購入者は引き続き1.1.0にアクセスできます。
6. バージョン情報の更新— 既存の購入者を支援するために、出品者は1.1.0のバージョン情報を更新し、
バージョン1.1.1へのアップグレードを提案します。
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7. 使用状況のモニタリング— 購入者が製品を購入して使用すると、販売者は売上、使用状況、およびその
他の指標をAWS Marketplace 販売者レポート、データフィード、ダッシュボード (p. 302)。
8. 製品を削除する— 商品が不要になった場合、出品者は商品をAWS Marketplace。
この例では、出品者は製品に AMI の 3 つの異なるバージョンを作成しましたが、(製品を削除する前は) 新
規購入者が 2 つしか利用できませんでした。
バージョンまたは製品情報を変更するには、変更リクエスト (p. 69)のAWS Marketplace 管理ポータ
ル。
AMI ベースの製品を作成および管理する手順の詳細については、「」を参照してください。シングルAMI
製品 (p. 70)。

AMI 製品コード
で製品を作成すると、一意の製品コードが割り当てられますAWS Marketplace。その製品コードは製品の
AMI に関連付けられ、製品の使用状況を追跡するために使用されます。製品コードは、購入者がソフト
ウェアを使用している間に自動的に伝播します。たとえば、お客様は AMI にサブスクライブして起動し、
それを構成したり、新しい AMI を生成します。新しい AMI には元の製品コードが含まれているため、正
しい使用状況の追跡権限はそのまま残ります。

Note
の製品コード商品とは違うIDあなたの製品のために。AWS Marketplace の各製品には一意の製品
ID が割り当てられます。製品IDは、製品の識別に使用されますAWS Marketplaceのカタログ、顧
客の請求、販売者レポートに表示されます。製品コードは、AMI から作成されたインスタンスに
インスタンスメタデータとして添付されます。その製品コードの AMI を使用してインスタンスを
作成すると、顧客は関連する製品 ID を示す請求書を受け取ります。製品を作成したら、製品コー
ドと製品IDをAWS Marketplace 管理ポータル製品のページを参照してください。
販売者は、実行中の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの製品コードをインス
タンスメタデータからランタイムで取得できます。製品コードは、製品開始時に製品コードを検証するな
どして特別なセキュリティに使用できます。AMI の製品コードへの API 呼び出しは、製品がテストのため
に限定された状態で発行されるまでできません。の詳細製品コードの検証「」を参照してくださいソフト
ウェアがAWS MarketplaceAMI (p. 96) 。

変更リクエスト
の製品またはバージョンを変更するにはAWS Marketplace「」を送信した場合は、変更リクエストを介し
てAWS Marketplace 管理ポータル。変更リクエストはキューに追加され、リクエストのタイプによって
は解決に数分から数日かかる場合があります。リクエストのステータスは、AWS Marketplace 管理ポータ
ル。
AMI ベースの製品に対してリクエストできる変更の種類は次のとおりです。
• 購入者に表示される商品情報を更新します。
• バージョン情報の更新購入者に表示されます。
• 製品の新しいバージョンを追加します。
• 新しい購入者がそのバージョンにアクセスできないように、バージョンを制限します。
• の更新AWS商品が販売されている地域。
• 製品の価格とインスタンスタイプを更新します。
• から製品を削除するAWS Marketplace。
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詳細については、「変更リクエストの作成 (p. 72)」を参照してください。

Note
一部の変更リクエストでは、製品ロードフォームを使用してリクエストを作成する必要がありま
す。次の「」セクションを参照してください。

製品ロードフォーム
通常、w製品を作成または編集するときは、AWS Marketplace 管理ポータルユーザーインターフェイスを
使用して、必要な変更を行います。しかしながらでは、いくつかの操作で製品ロードフォーム(PLF)。
PLF は、製品に関するすべての情報を含むスプレッドシートです。PLF を取得する方法は複数あります。
• 既存の製品の PLF は、製品の詳細ページからAWS Marketplace 管理ポータル。
• PLF を必要とするアクションのメニュー項目を選択すると、PLF をダウンロードするように求められま
す。たとえば、新しい月請求サーバー製品を作成する場合は、適切な PLF をダウンロードするように求
められます。
アクションが既存の製品の編集である場合、PLF にはその製品の情報が事前に入力されているため、更
新する詳細を変更するだけで済みます。
• 新しい空の PLF が必要な場合、作成するプロダクトのタイプに基づいて PLF へのリンクがAWS
Marketplace 管理ポータル ファイルのアップロードページで.
PLF が完了したら、AWS Marketplace 管理ポータル ファイルのアップロードページで. PLF 自体には、よ
り詳細な手順がInstructionsタブ。

シングルAMI製品
このセクションでは、単一の Amazon マシンインスタンス (AMI) で構成される製品を操作する方法につい
て説明します。AWS Marketplaceお客様は AMI を使用して、製品をすでにインストールして設定した状態
で Amazon EC2 インスタンスを作成できます。
トピック
• 前提条件 (p. 71)
• 製品の作成 (p. 71)
• 変更リクエストの作成 (p. 72)
• リクエストのステータスを取得する (p. 73)
• 製品に関する情報を更新する (p. 73)
• 許可リストの更新 (プレビューアカウント) (p. 74)
• 製品リージョンの追加 (p. 74)
• 製品地域の制限 (p. 75)
• future 地域サポートの更新 (p. 75)
• インスタンスタイプの追加 (p. 76)
• インスタンスタイプの制限 (p. 76)
• バージョンに関する情報を更新する (p. 77)
• 新しいバージョンの追加 (p. 77)
• バージョンの制限 (p. 79)
• 製品価格の更新 (p. 80)
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• 国別の空き状況を更新する (p. 80)
• 返金ポリシーの更新 (p. 81)
• AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する (p. 81)
• 製品を削除するAWS Marketplace (p. 82)
• 変更リクエスト送信時によくあるエラーのトラブルシューティング (p. 83)

前提条件
開始するには、以下の前提条件を満たす必要があります。
1. AWS Marketplace 管理ポータル にアクセスできます。これは、販売者として登録し、販売する商品
を管理するために使用するツールですAWS Marketplace。へのアクセス方法の詳細についてはAWS
Marketplace 管理ポータル、を参照してくださいAWS Marketplace 販売者のポリシーとアクセス許
可 (p. 406)。
2. 販売者として登録し、商品の代金を請求したい場合は、税金と銀行情報を送信してください。出品者に
なる方法の詳細については、を参照してください販売者としての開始方法 (p. 4)。
3. 売りたい商品があります。AMI ベースの製品の場合、これは通常、サーバーソフトウェアを作成または
変更し、顧客が使用する AMI を作成したことを意味します。で使用するための AMI の準備の詳細につ
いてはAWS Marketplace、を参照してくださいAMI 構築のベストプラクティス (p. 95)。

製品の作成
を使用して AMI ベースの製品を作成しますAWS Marketplace 管理ポータル。

シングル AMI 製品を作成するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

「製品」メニューから「サーバー」を選択します。または、「サーバー製品」ページに直接移動する
こともできます。

3.

「現在のサーバー製品」タブから「サーバー製品の作成」を選択し、シングル AMI 製品のライセンス
タイプのいずれかを選択します。
• 個人所有ライセンスの持ち込み (BYOL) — ユーザーが外部からライセンスを取得する製品AWS
Marketplace。有料ライセンスでも無料ライセンスでもかまいません。
• 無料 — 購読者が無料で利用できる製品です。(関連する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2)AWS インスタンスやその他のリソースについては、引き続き料金を支払う必要があります。
• 時間単位または時間単位/年払い — 購入者が時間単位または年単位契約で時間単位で支払う商品。
AWSAMI の製品コードに基づいてメータリングを行います。
• 月払い — 購入者に毎月請求される商品AWS。

Note
AMI ベースの製品には、もう 1 つのタイプのライセンスがあります。それは、従量ベースの
ライセンスです。このライセンスタイプは、製品が AWS Marketplace Metering Service と統
合され、顧客の使用状況に基づいてカスタムメータリングを提供する場合に適用されます。
従量制価格の製品を作成するには、製品ロードフォーム (PLF) をダウンロードして記入し、
アップロードする必要があります。
PLF の詳細については、「」を参照してください製品ロードフォーム (p. 70)。
各種ライセンスの詳細については、「」を参照してくださいAMI 料金モデル (p. 98)。
4.

選択内容に基づいて、新製品の情報を入力し、[送信] を選択します。
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Note
「月払い」を選択すると、製品ロードフォーム (PLF) をダウンロードするよう求められま
す。
5.

リクエストが [リクエスト] タブに [審査中] ステータスで表示されていることを確認します。このペー
ジに戻ると、リクエストの処理中のステータスを確認できます。

Note
AWS Marketplace商品の確認と公開はセラーオペレーションチームが手作業で行います。エ
ラーがなければ、最初の製品バージョンの公開に3～5日かかる場合があります。タイミング
の詳細については、「」を参照してくださいタイミングと心構え (p. 292)。
製品を最初に公開した時点では、その製品にアクセスできるのは自分AWS アカウント (製品の作成に
使用したユーザー) だけです。サーバー製品ページで商品を表示する場合は、「表示する」を選択す
ると、AWS Marketplace購入者向けに表示される商品詳細を確認できます。AWS MarketplaceAWS
Marketplaceこの詳細リストは他のユーザーには表示されません。
この機能により、製品を公開する前にテストできます (テスト用に複数のバージョンを公開することもで
きます)。他のテストアカウントで製品を利用できるようにする必要がある場合、または製品を公開する必
要がある場合は、AWS Marketplace セラーオペレーションチームにお問い合わせください。
製品に関する情報を準備して公開するための送信の詳細については、次のリソースを参照してください。
• 製品の準備 (p. 35)
• 掲載のための製品の送信 (p. 288)
AMI の送信準備に関する詳細はAWS Marketplace、以下のリソースを参照してください。
• AMI 構築のベストプラクティス (p. 95)
• AMI 製品チェックリスト (p. 123)
• AMI ベースの製品要件 (p. 124)

変更リクエストの作成
バージョンまたは製品情報を変更するには、で変更リクエストを作成しますAWS Marketplace 管理ポータ
ル。

Note
AWS Marketplaceカタログ API を使用して変更リクエストを作成することもできます。

変更リクエストを作成するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルatを開きhttp://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/、出品
用アカウントにサインインして、サーバー製品ページに移動します。

2.

「現在のサーバー製品」タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストからオプションを選択します。

ほとんどの変更リクエストは、UI フォームに入力して送信するだけです。ただし、一部の変更について
は、製品ロードフォーム (PLF) をダウンロードして記入し、アップロードする必要があります。これは、
必要な情報を入力するためのフォームを含むスプレッドシートです。これらの変更リクエストのいずれ
かを選択すると、作成しようとしているリクエストに適した PLF をダウンロードするように求められま
72

AWS Marketplace 販売者ガイド
リクエストのステータスを取得する

す。PLF には、既存の製品詳細からの情報が事前に入力されています。完成した PLFAWS Marketplace 管
理ポータル をファイルアップロードページにアップロードできます。

Note
最新の PLF をダウンロードして使用することを強くお勧めします。このフォームは、インスタン
スタイプなどの新しい情報や、AWS リージョン利用可能になった時点で定期的に更新されます。
製品の最新の PLF は、サーバー製品ページで製品を選択し、[製品ロードフォームのダウンロー
ド] を選択すると確認できます。
変更リクエストのステータスの詳細については、「」を参照してくださいthe section called “リクエストの
ステータスを取得する” (p. 73)。変更リクエストに関する潜在的な問題については、を参照してくださ
い変更リクエスト送信時によくあるエラーのトラブルシューティング (p. 83)。
特定の変更リクエストの詳細については、以下のリソースを参照してください。
• 製品に関する情報を更新する (p. 73)
• バージョンに関する情報を更新する (p. 77)
• 新しいバージョンの追加 (p. 77)
• バージョンの制限 (p. 79)

リクエストのステータスを取得する
変更リクエストを送信すると、の [サーバ製品] ページの [リクエスト] タブからリクエストのステータスを
確認できますAWS Marketplace 管理ポータル。ステータスは、次のいずれかの 1 つです。
• 「審査中」とは、リクエストが審査中であることを意味します。AWS Marketplace一部のリクエストは
チームによる手動レビューが必要ですが、ほとんどはシステムで自動的にレビューされます。
• 「成功」とは、リクエストが完了したことを意味します。製品またはバージョンが要求どおりに更新さ
れました。
• アクションが必要な場合、問題を解決したり、リクエストに関する質問に回答したりするには、リクエ
ストを更新する必要があります。リクエストを選択すると、問題を含む詳細が表示されます。
• 失敗とは、リクエストに問題があったことを意味します。同じデータを使用して、変更用の新しいリク
エストを作成する必要があります。

製品に関する情報を更新する
製品を作成したら、その製品に関連する情報の一部を変更したい場合がありますAWS Marketplace。たと
えば、新しいバージョンで製品の説明やハイライトが変更された場合、新しいデータを使用して製品情報
を編集できます。

製品に関する情報を更新するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「製品情報の更新」を選択します。

4.

変更する必要がある以下のフィールドのいずれかを更新します。
• 製品タイトル
• SKU
• 短い説明
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• 長い説明
• 製品ロゴ画像 URL
• ハイライト
• 製品カテゴリ
• [Keywords] (キーワード)
• 製品ビデオ URL
• リソース
• Support 情報

Note
ロゴ形式の詳細については、「」を参照してください会社と製品のロゴ要件 (p. 289)。
5.

[Submit] (送信) を選択します。

6.

リクエストが [リクエスト] タブに [審査中] ステータスで表示されていることを確認します。リクエス
トをリストに表示するには、ページの更新が必要になる場合があります。

リクエストのステータスは、「サーバー製品」ページの「リクエスト」タブからいつでも確認できます。
詳細については、「リクエストのステータスを取得する (p. 73)」を参照してください。

許可リストの更新 (プレビューアカウント)
限定された状態で製品を確認できるAWS アカウント ID のリストを変更するには、「許可リストの更新」
を使用してください。

許可リストを更新するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「許可リストの更新」を選択します。現在のリス
トには、現在許可リストに登録されているアカウントのリストが表示されます。

4.

AWS アカウントわかりやすいIDを追加し、IDをカンマで区切ります。

5.

「変更リクエストを送信」を選択して、レビューリクエストを送信します。

6.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

製品リージョンの追加
AWS リージョン購入者が商品を使用できる新しい場所を追加できます。

新しい製品地域を追加するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「製品地域を追加」を選択します。

4.

追加したい製品リージョンを選択して、[リクエストを送信] を選択します。

5.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。
74

AWS Marketplace 販売者ガイド
製品地域の制限

製品地域の制限
特定の地域で新規購入者が商品を使用できないようにするにはAWS リージョン、地域を制限できます。
リージョンは後で追加し直すことができます。地域内の既存の製品購読者は、購読している限り、その地
域の製品を引き続き使用できます。

製品リージョンを制限するには
1.
2.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。
[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.
4.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「製品地域を制限」を選択します。
ドロップダウンメニューを選択すると、製品が現在販売されている地域のリストが表示されます。次
に、制限するリージョンを選択します。

5.

選択したリージョンはトークンとして表示されます。制限している地域のリストを確認し、制限した
くない地域には X と入力します。

6.

「変更リクエストを送信」を選択して、レビューリクエストを送信します。

7.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

リクエストが成功すると、既存のユーザーには、制限対象地域を通知する次の電子メールメッセージが届
きます。購読している間は製品を使い続けることができますが、定期購入をキャンセルすると再購読する
ことはできません。
Greetings from AWS Marketplace,
This message is a notification detailing a recent change for <ProductName>.
{{{sellerName}}} has opted to restrict the <ProductType> product in <Restricted Region(s)>
beginning <DateOfChange>.
This impacts you in the following ways:
1. As long as you're subscribed to the product, you can continue using the software product
in the restricted Region.
2. You can't begin new instances of the software product in the restricted Region.
3. You can continue using the software product in all available AWS Regions.
Regards,
The AWS Marketplace Team
Amazon Web Services, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com (http://
amazon.com/) is a registered
trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web
Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

future 地域サポートの更新
新発売時に製品をオンボーディングしたい場合はAWS リージョン、Update Ffuture Regionサポートをご
利用ください。

future 地域サポートを更新するには
1.
2.
3.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。
[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。
「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「future 地域サポートを更新」を選択します。
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4.

future のリージョンサポートを有効にして、AWS MarketplaceAWS リージョンお客様に代わって新し
く発売された製品をオンボーディングできるようにすることができます。

5.

この機能を有効にすると、future すべての地域を選択するか、米国地域のみに制限するかを選択でき
ます。

6.

「変更リクエストを送信」を選択して、レビューリクエストを送信します。

7.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

インスタンスタイプの追加
購入者がシングル AMI を使用できる新しいインスタンスタイプを追加できます。

インスタンスタイプを追加するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「インスタンスを追加」を選択します。

4.

使用可能なインスタンスのリストから追加するインスタンスを選択し、[追加] を選択して、[リクエス
トを送信] を選択します。

5.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

Note
現在の価格モデルが無料ではないか、BYOL（個人所有ライセンス）モデルを使用している場
合は、価格を追加する追加の手順が必要です。
新しいインスタンスの料金を設定してインスタンスの追加を作成したり、価格を上げるため
に価格を更新したりした場合、変更を行った日から90日間はセルフサービスを使用してイン
スタンスを追加することはできません。このような変更を行うには、お問い合わせから当社
チームにご連絡ください。

インスタンスタイプの制限
特定のインスタンスの単一の AMI 製品を新規購入者が使用できないようにするには、インスタンスを制
限できます。必要に応じて後でインスタンスを追加し直すことができます。制限付きインスタンスの単一
AMI の既存のユーザーは、サブスクライブしている限り、リージョンの製品を引き続き使用できます。

インスタンスタイプを制限するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「インスタンスタイプを制限する」を選択しま
す。

4.

制限するインスタンスを選択して [追加] を選択し、[変更リクエストを送信] を選択します。

5.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

Note
チェックボックスが影になっている場合、そのインスタンスは推奨インスタンスタイプとし
て 1 つまたは複数のバージョンに関連付けられています。このようなインスタンスを制限
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するには、更新バージョンを使用して別の推奨インスタンスタイプを選択してください。変
更リクエストが完了し、制限したいインスタンスが推奨インスタンスタイプではなくなった
ら、[インスタンスタイプの制限] に戻って選択したインスタンスを制限できます。

バージョンに関する情報を更新する
バージョンを作成したら、バージョンに関連する情報を変更して、購入者に最新の情報を提供すると役立
つ場合があります。たとえば、バージョン 1.1 のリリース後にバージョン 1.0 を制限する予定の場合は、
バージョン 1.0 の説明を更新して、そのバージョンが制限される日付を記載して、購入者にバージョン 1.1
に誘導できます。バージョン情報は、から更新しますAWS Marketplace 管理ポータル。

バージョン情報を更新するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「バージョン情報の更新」を選択します。

4.

[バージョンの更新] ページで、更新するバージョンを選択します。

5.

変更する必要がある以下の情報を更新します。
• リリースノート
• 使用方法
• 64 ビット (x86) Amazon マシンイメージ (AMI) — 使用状況とセキュリティグループの詳細

6.

[Submit] (送信) を選択します。

7.

リクエストが [リクエスト] タブに [審査中] ステータスで表示されていることを確認します。

Note
この手順では、バージョンタイトルやバージョンに関連付けられている AMI を更新することはで
きません。代わりに、新しいバージョンを作成し (p. 77)、前のバージョンを制限してくださ
い (p. 79)。
リクエストのステータスは、「サーバー製品」ページの「リクエスト」タブからいつでも確認できます。
詳細については、「リクエストのステータスを取得する (p. 73)」を参照してください。

新しいバージョンの追加
製品、ベースイメージに変更を加えたとき、または製品の AMI を変更する必要があるときはいつでも、製
品の新しいバージョンを追加できます。から製品の新しいバージョンを追加しますAWS Marketplace 管理
ポータル。

Note
の AMI の作成方法についてはAWS Marketplace、を参照してくださいAMI 構築のベストプラク
ティス (p. 95)。

新しいバージョンを追加するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「新しいバージョンを追加」を選択します。最新
バージョンの情報が事前入力された [新しいバージョンの追加] フォームが表示されます。
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4.

[バージョン情報] セクションで、次の情報を入力します。
• バージョンタイトル — 有効な文字列を入力します (例:1.1 ######## 2.0)。製品全体で一意であ
る必要があります。
• リリースノート — このバージョンの詳細を説明するテキストを入力します。

5.

新しい Amazon マシンイメージ (AMI) セクションで、以下の情報を入力します。
• Amazon マシンイメージ ID — このバージョンで使用する AMI の AMI ID を入力します。AMI ID
はコンソールの AMI のリストから確認できます。AMIは、米国東部 (バージニア北部) リージョン
(バージニア北部)AWS Marketplace 地域と出品用アカウント内に存在する必要があります。
• IAM アクセスロール ARN — AMI へのアクセスを許可する IAM ロールの Amazon リソースネー
ムAWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。AWS
MarketplaceIAM ロールを作成する手順については、「」を参照してくださいAMIAWS Marketplace
へのアクセスを許可する (p. 81)。IAM ARN には、arn: aws: iam::::::::::: role/ などの
標準形式を使用しますRoleName。ARN (ARN) は、AWS Marketplace出品用アカウント内に存在す
る必要があります。
• OS ユーザー名 —Linux ベースの AMI の場合は、インスタンスへのサインインに使用できるユー
ザーの名前を入力します。ec2-user の使用をお勧めします。
• スキャンポート — オペレーティングシステムへのログインに使用できるポート番号（AMI の場合は
SSH ポート、Linux AMI の場合は RDP ポート）を入力します。Windows

6.

まだ公開されていない場合は、「設定」を展開して AMIAWS Marketplace をお客様のウェブサイトセ
クションに公開し、次の情報を入力します。
• 使用方法 — AMI の使用方法、または AMI の使用方法に関する詳細情報へのリンクを入力します。
例:###########https://example.com/usage.htm ############
• エンドポイント URL — 購入者がインスタンスを作成した後にソフトウェアにアクセスする方法に
関する情報を提供します。購入者が商品にアクセスするために使用できるプロトコル (https または
http)、相対 URL (/index.html など)、およびポート (443 など) を入力します。(ホスト名は EC2
インスタンスによって異なるため、相対パスのみを指定する必要があります)。
• オペレーティングシステム (OS) — AMI が使用する OS の名前を入力します (Amazon Linux な
ど)。
• OS バージョン — AMI に OS の特定のバージョンを入力します。
• 推奨インスタンスタイプ — 購入者がデフォルトで取得するインスタンスタイプを選択します。
• セキュリティグループの推奨事項 — プロトコル (TCP または UDP)、許可するポートの範囲、IPv4
CIDR IP のリスト (xxx.xxx.xxx.xxx/nn の形式で、192.0.2.0/24 など) を含む 1 つ以上の推奨事項
の情報を入力します。

7.

[送信] を選択して、新しいバージョンを追加するリクエストを送信します。

8.

リクエストが [リクエスト] タブに [審査中] ステータスで表示されていることを確認します。修正すべ
きエラーがある場合、ページ上部の表にエラーが表示され、更新が必要な特定のフィールドが赤で表
示されます。

リクエストのステータスは、「サーバー製品」ページの「リクエスト」タブからいつでも確認できます。
新しいバージョンが審査され、成功した場合は、製品の新しい公開バージョンとして公開されます。問題
がある場合、ステータスが [アクションが必要] になる可能性があります。リクエストを選択すると、問題
を含む詳細が表示されます。
リクエストが成功すると、既存のユーザーには次のメールメッセージが届きます。メッセージは、新しい
バージョンが利用可能であることを通知し、そのバージョンのリリースノートにリンクし、最新バージョ
ンへのアップグレードを提案します。AWS アカウントルートユーザーには、AWS アカウントに関連付け
られているメールアカウントにメールメッセージのコピーも届きます。
Greetings from AWS Marketplace,
Thank you for subscribing to <product-title>
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We are writing to inform you that <seller-name> has added a new version to <product-title>
on AWS Marketplace. As an existing customer, your subscription to the product, any running
instances and access to previous versions are unaffected. However, <seller-name> does
recommend you to update to the latest version, <product-title>/<version-title> by visiting
<product-detail-page-of-new-listing>.
For additional questions or upgrade information, please contact <seller-name> directly.
Click here <link of seller page on MP> to visit the seller’s profile page on AWS
Marketplace.
Release notes for <product-title>/<version-title>:
<release-notes>
Thank you,
The AWS Marketplace Team
https://aws.amazon.com/marketplace
Amazon Web Services, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered
trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web
Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210

バージョンの制限
購入者が公開商品の特定のバージョンにアクセスできないようにするには、そのバージョンを制限できま
す。

Note
すべてのサブスクライバーは、制限の状態に関係なく現在のバージョンを使用できます。 AWS
Marketplaceガイドラインでは、バージョンを制限してから90日間、既存の購入者にサポートを提
供し続けることが義務付けられています。バージョンが制限されると、AMI は非推奨としてマー
クされます。詳細については、Amazon Elastic Compute CloudWindows インスタンスユーザーガ
イドの「AMI の廃止」を参照してください。

バージョンを制限するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.
3.
4.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。
「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「バージョンを制限する」を選択します。
[バージョンの制限] ページで、制限するバージョン (1 つまたは複数) を選択します。

5.
6.

[送信] を選択して審査リクエストを送信します。
[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「成功」になります。

Note
製品のすべてのバージョンを制限することはできません。製品の最後に残っている公開バージョ
ンを制限しようとすると、エラーが表示されます。製品を完全に削除するには、を参照してくだ
さいthe section called “製品を削除するAWS Marketplace” (p. 82)。
リクエストのステータスは、「サーバー製品」ページの「リクエスト」タブからいつでも確認できます。
詳細については、「リクエストのステータスを取得する (p. 73)」を参照してください。

Note
バージョンの制限には、最大で 3 日かかる場合があります。
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リクエストが成功すると、既存のユーザーには、バージョン制限を通知し、利用可能な最新バージョンの
使用を提案する次の電子メールメッセージが届きます。AWS アカウントルートユーザーには、AWS アカ
ウントに関連付けられているメールアカウントにメールメッセージのコピーも届きます。
Greetings from AWS Marketplace,
Thank you for subscribing to <product-title>.
We are writing to inform you that, as of <Version-Restriction-Date>, <Seller Name> will no
longer offer version(s) "<version-title>" to new subscribers. Your use and subscription is
unaffected for this version(s), however it is recommended that users upgrade to the latest
version on AWS Marketplace.
For additional questions or upgrade information, please contact <seller-name> directly.
Click here<link of seller page on MP> to visit the seller’s profile page on AWS
Marketplace.
Thank you,
The AWS Marketplace Team
https://aws.amazon.com/marketplace
Amazon Web Services, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered
trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web
Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210

製品価格の更新
Single-AMI 製品のインスタンスタイプごとの価格を変更したい場合は、製品価格を更新できます。

インスタンスタイプを制限するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「価格の更新」を選択します。

4.

現在の価格を示すテキストボックスが事前に入力されています。現在の価格を削除して、新しい価格
を入力できます。リクエストしている価格を確認して、正しい価格を確認することをお勧めします。

Note
いずれかのインスタンスの価格を引き上げると、今後90日間は「インスタンスの追加」と
「価格の更新」がロックされます。
5.

「変更リクエストを送信」を選択して、レビューリクエストを送信します。

6.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

Note
新しいインスタンスの価格を指定して [インスタンスの追加] または [価格の更新] を作成して
価格を上げる（値下げしない）場合は、変更を行った日から90日間、セルフサービスを使用
して価格を更新することはできません。このような変更を行うには、お問い合わせから当社
のチームに連絡してください。

国別の空き状況を更新する
製品を購読して提供できる国を変更したい場合は、「商品の在庫状況を更新」を使用できます。
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インスタンスタイプを制限するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「空き状況を更新」を選択します。

4.

3 つのオプションからいずれかの 1 つから選択できます。
1. すべての国 — サポートされているすべての国で利用できます。
2. 対象外のすべての国 — 一部の国を除くすべてのサポート対象国で利用できます。
3. カスタムリスト — 商品が販売されている国の特定のリスト。

5.

「変更リクエストを送信」を選択して、レビューリクエストを送信します。

6.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

返金ポリシーの更新
製品の返金ポリシーを変更したい場合は、「返金ポリシーの更新」を使用できます。

インスタンスタイプを制限するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[サーバー製品] ページに移動し、[現在のサーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

3.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「返金ポリシーを更新」を選択します。

4.

現在の返金ポリシーの詳細がテキストボックスに表示され、編集できます。リクエストを送信する
と、現在の返金ポリシーが上書きされます。

5.

「変更リクエストを送信」を選択して、レビューリクエストを送信します。

6.

[リクエスト] タブに [リクエストステータス] が [審査中] と表示されていることを確認します。リクエ
ストが完了すると、ステータスは「Succeeded」になります。

AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する
に新しい AMI を追加することを含むリクエストを作成する場合AWS Marketplace、AMIAWS Marketplace
をシステムにコピーし、セキュリティ上の問題がないかスキャンする必要があります。AMIAWS
Marketplace にアクセスするには、AMI に対してアクションを実行する権限を持つAWS Identity and
Access Management (IAM) ロールと、AWS Marketplaceそのロールを引き受けることを許可する信頼ポリ
シーを作成する必要があります。IAM ロールは一度しか作成する必要はありません。

AWS MarketplaceAMI アセットインジェストのロールを作成するには
1.

にサインインして IAM コンソールを開きAWS Management Console、ロールページに移動します。

2.

[ロールを作成] を選択します。

3.

「ロールの作成」ページで、次の選択を行います。
• 信頼できるエンティティのタイプを選択 — AWS サービスを選択します。
• ユースケースを選択 — AWS Marketplace 選択してください。
• ユースケースを選択 —「Marketplace」—「AMI アセットの取り込み」 を選択します。
• 次のページに移動するには、[次へ:権限] を選択します。
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4.

AWSMarketplaceAmiIngestionポリシーを選択します。必要に応じて権限境界を追加し、[次へ:タグ] を
選択して続行します。

Note
権限の境界を使用して、AWS Marketplaceこのロールに付与するアクセスを制限できます。
詳細については、AWS Identity and Access Managementユーザーガイドの「IAM エンティ
ティのアクセス許可の境界」を参照してください。
5.

続行するには、[次へ:確認] を選択します。

6.

ロールの名前を入力し、[ロールの作成] を選択します。

7.

ページ上部に「###############」と表示され、そのロールがロールのリストに表示されるはずで
す。

このページで、作成したロールを選択すると、その ARN: aws:
iam:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 製品に新しいバージョンを追加するときな
ど (p. 77)、変更リクエストを作成するときは、IAM アクセスロール ARN の ARN の ARN を使用しま
す。

製品を削除するAWS Marketplace
商品が公開されたら、その商品をから削除 (サンセットとも呼ばれます) できますAWS Marketplace。製品
を削除するには、製品を特定して削除する理由と連絡先の E メールアドレスと一緒に削除リクエストを送
信します。また、現在の製品を新しい製品と交換する場合は、代替製品 ID を提供することもできます。製
品の削除をリクエストすると、新しいお客様はその製品を購読できなくなります。既存のお客様は、最低
90 日間サポートする必要があります。AWS Marketplace からの製品の削除リクエストは、以下の条件で
処理されます。
• AWS Marketplace の検索、参照およびその他検出ツールから製品が削除されます。サブスクライブボタ
ンまたは機能は無効になっており、ページ上のメッセージは製品が使用できなくなったことを明確に示
しています。製品の詳細ページは引き続き URL を使用してアクセスでき、公開されている検索エンジン
でインデックスに登録されている可能性があります。
• 削除の理由を指定する必要があります (サポートの終了、製品の更新の終了、交換製品など)。削除され
た製品のサポートを継続するための要件については、「AWS Marketplace 出品者向け利用規約」を参照
してください。
• AWS Marketplace現在の購入者に、商品の削除と削除の理由を知らせる電子メールメッセージで連絡
し、販売者の連絡先情報を伝えます。
• 現在の購入者がサブスクリプションをキャンセルするまでソフトウェアへのアクセスは維持されます。
製品の削除による影響は一切ありません。

AWS Marketplace 管理ポータル を使用して作成された製品を削除するには
1.

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ で AWS Marketplace 管理ポータル を開き、販
売者アカウントにサインインします。

2.

[製品] タブを選択し、次に [サーバー] を選択します。

3.

製品ページの [現在のサーバー製品] で、削除する製品を探します。「アクションを選択」メニューの
「アクション」 列から、「商品の公開停止」を選択します。

4.

「商品の出版停止」ページの「リクエスト理由」に、商品の削除をリクエストする理由を入力しま
す。

5.

(オプション) 削除する製品の代わりとなる別の製品がある場合は、交換用製品 ID を入力します。

6.

「連絡先情報」には、AWS質問の連絡に使用できるメールアドレスを入力します。

7.

正確な情報を確認し、[サンセットリクエストの送信] を選択します。
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製品の削除リクエストを送信した後、[What’s next (最新情報)] 情報ページが表示されます。AWS
Marketplace Seller Operations チームがお客様のリクエストを確認し処理します。[リクエスト] を表示し
て、送信のステータスを確認します。
製品を削除すると、その製品はの「現在の製品」リストに表示されますAWS Marketplace 管理ポータル。
[Current Products (現在の製品)] で利用できる唯一のアクションは製品のスプレッドシートをダウンロード
することです。別のサンセットリクエストの編集または送信はできません。
製品の削除についてご不明な点がございましたら、 AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い
合わせください。

変更リクエスト送信時によくあるエラーのトラブル
シューティング
製品に関する情報を変更すると、エラーが発生することがあります。以下は、一般的なシナリオとその修
正方法に関する提案です。
• AMI のスキャン — AMI のスキャン中にいくつかの問題が発生する可能性があります。
• AMIAWS Marketplace をスキャンする権限が付与されていません。AWS Marketplaceアクセス権
限を付与します。または、権限を付与しているが、権限の境界が厳しすぎる。詳細については、
「AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する (p. 81)」を参照してください。
• スキャンによって AMI にセキュリティ上の問題や一般的な脆弱性と露出 (CVE) が見つかった場合は、
イメージ内のオペレーティングシステムの最新パッチを使用していることを確認してください。詳細
については、「AMI ベースの製品要件 (p. 124)」を参照してください。
AMI の作成に関する一般的なガイドラインについては、を参照してくださいAMI 構築のベストプラク
ティス (p. 95)。
• AWS Marketplace 管理ポータルfields — の一部のフィールドには、AWS Marketplace 管理ポータル非常
に具体的な情報が必要です。
• フィールドが何を要求しているのかわからない場合は、コンソールで詳細を確認してみてください。
ほとんどのフィールドには、フィールドの上にテキストの説明があり、フィールドの下にフォーマッ
ト要件があります。
• 1 つ以上の無効なフィールドを含むフォームを送信しようとすると、問題のリストが表示されます。
問題の解決に役立つ推奨処置が記載されています。
• ARN の入力を求められた場合、通常はコンソールの別の場所に表示されます。たとえば、AMIAWS
Marketplace へのアクセスを許可するために作成した IAM ロールの ARN は、IAM コンソールの Roles
ページにあります。ARN の形式はすべて似ています。例えば、IAM ロールの ARN は、arn: aws:
iam::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ロールの ARN: aws: iam::::::::::
• ロゴと動画は、コンテンツに直接の URL として提供する必要があります。ロゴ形式の詳細について
は、「」を参照してください会社と製品のロゴ要件 (p. 289)。
製品の提出とバージョン変更リクエストの詳細については、を参照してください掲載のための製品の送
信 (p. 288)。
• 製品ロードフォーム (PLF) の問題 — PLF にはスプレッドシートに含まれる指示が含まれています。全
体的な手順は、説明の表に記載されています。各フィールドには、入力方法の説明が記載されていま
す。フィールドを選択すると指示が表示されます。
• リクエスト処理中 — 一部のリクエストはparallel できません。製品の特定の情報を更新するリクエスト
は、一度に 1 つだけです。まだ審査中のすべてのリクエストは、のサーバ製品ページの [リクエスト] タ
ブで確認できますAWS Marketplace 管理ポータル。意図しない保留中のリクエストがある場合は、キャ
ンセルしてから、必要な変更を加えた新しいリクエストを送信できます。
• バージョンの更新 (追加または制限) が進行中の場合、バージョン情報を更新することはできません。
• AWS Marketplaceセラーオペレーションチームからのリクエストが保留になっている場合は、新しい
変更を送信することはできません。
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• 原因不明のエラー — 説明なしで送信が失敗した場合は、もう一度やり直してください。サーバー負荷が
原因で送信が失敗することがあります。
変更リクエストに関する問題が解消されない場合は、AWS Marketplaceセラーオペレーションチームにお
問い合わせください。

AWS CloudFormation を使用した AMI ベース配信
AWS Marketplace出品者はAMIベースの商品を出品し、配送先として指定できますAWS Marketplace
購入者による使用AWS CloudFormationテンプレート。テンプレートを使用して、各製品の分散アーキ
テクチャまたはクラスターを定義する、または異なる AMI の組み合わせや製品設定を選択できます。CloudFormation テンプレートは、関連する設定ファイルと Lambda 関数とともに、単一の Amazon
マシンイメージ (AMI) または複数の AMI を配信するように設定できます。購入者は販売者が提供する
CloudFormation テンプレートを使用して、AWS Marketplace でソリューションの品ぞろえを参照し、ワ
ンクリックで購入してデプロイできます。
マルチ AMI ソリューションには、最大 20 個の AMI と最大 20 個の AMI を含めることができます
CloudFormation テンプレート。各 CloudFormation テンプレートは、ソリューションに含まれている AMI
の任意の組み合わせまたはサブセットを参照できます。購入者は、1 つのソリューションを購入すると、
その製品に含まれているすべての AMI に対する権利を付与されます。製品に複数の AMI があるとき、各
AMI に独自の製品コードがあり、価格設定と測定を別々に実行できます。ただし、ソリューションの個々
のコンポーネントは、製品のコンテキスト外で検出可能つまり購買可能ではありません。
既存の単一 AMI 製品がある場合は、製品を新しいマルチ AMI 出品に移行または結合することはできませ
ん。ただし、新しいソリューションは、既存の製品を使用した、AMI のソフトウェアまたはコピーと同じ
特徴を持つことができます。AWS Marketplace で作成されたそれぞれの出品は、新しい製品コードの付い
た出品です。
また、AMI のサーバーレスアプリケーションに Lambda 関数を組み込んで、購入者が次の方法でデプロイ
できるようにすることもできます。 CloudFormation。Lambda 関数とサーバーレスアプリケーションを
AMI に含める手順については、「サーバーレスアプリケーションコンポーネントの追加 (p. 88)」を参照
してください。

製品の出品の構築
製品を申請するには、AMI を準備して検証し、AMI を作成する必要がありますAWS CloudFormationテン
プレートを作成し、アーキテクチャ図を作成し、製品ロードフォームに記入し、資料を次の宛先に送信
しますAWS Marketplace。まず AMI を作成して検証し、次に AMI を完成させて検証することをお勧めし
ます。 CloudFormation テンプレート。これらの手順を完了したら、アーキテクチャ図を作成し、ソフト
ウェアとインフラストラクチャの価格を見積もる必要があります。AWS Marketplaceお客様の提出内容を
検証し、お客様と協力して製品を公開します。使用アイテムAWS Pricing Calculatorテンプレートのインフ
ラストラクチャコストの見積もりに役立ちます。AWS Marketplace に、保存した見積もりツール設定への
リンクを提供します。マルチ AMI ソリューションの製品には、以下の制限があります。
• 既存の AWS Marketplace 製品のスタンドアロン製品からマルチ AMI 製品への更新はサポートされてい
ません。製品をマルチ AMI 製品で利用可能にするには、AMI をコピーし、コンポーネントとして新しい
マルチ AMI 製品に送信します。生成された AMI には、前回の製品のコードとは異なる一意の製品コー
ドが割り当てられます。
• マルチ AMI ソリューションはAWS Marketplaceのタブインスタンスを起動するAmazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) コンソールのページ
• ある CloudFormation テンプレートは、マルチ AMI ソリューションにリストされている以外の AMI を起
動してはいけません。
• CloudFormation テンプレートは、公開 URL 形式での送信が必要です。テンプレートに含まれているネ
ストされたすべてのテンプレート URL もパブリックにアクセス可能である必要があります。
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CloudFormation テンプレートの準備
の構築には CloudFormation テンプレートを使用する場合は、テンプレートの前提条件を満たし、必要な
入力とセキュリティパラメータを提供する必要があります。送信する際 CloudFormation テンプレートに
ついては、次のセクションのガイドラインを使用してください。

テンプレートの前提条件
• を使用してテンプレートが正常に起動されていることを確認しますAWS CloudFormationコンソール全
部でAWS リージョンお使いの製品で有効になっています。以下を使用できますTaskCat ツールテンプ
レートをテストしてください。
• 単一の AMI 製品を作成する場合は、テンプレートに 1 つの AMI のみが含まれている必要があります。
• AMI は a の中にある必要がありますマッピングテーブルリージョンとリージョンとリージョンとテンプ
レート AWS Marketplace チームはクローンが作成された後に AMI ID を更新します。ソース AMI が入っ
ている必要がありますus-east-1その他の地域ではプレースホルダーを使用できます。次の YAML の
例を参照してください。
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
ImageId: ami-0123456789abcdef0
us-west-1:
ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxx
eu-west-1:
ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxx
ap-southeast-1:
ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxx

• 特定のアベイラビリティーゾーン (AZ) の使用に依存しないようにテンプレートを構築します。すべての
アベイラビリティーゾーンにすべての顧客がアクセスできるとは限りません。AZ はさまざまなアカウン
トに別々にマッピングされます。
• Lambda 関数、設定ファイル、スクリプトなどの依存関係を AMI に含めることができます。詳細につい
ては、「サーバーレスアプリケーションを作成する (p. 89)」を参照してください。
• Auto Scaling グループを使用してクラスターソリューションを構築する場合は、スケーリングイベント
を考慮することをお勧めします。新規ノードは、自動的に動作クラスターを結合する必要があります。
• 単一ノードの製品であっても、Auto Scaling グループを使用することをお勧めします。
• ソリューションに、複数のインスタンスのクラスターが含まれる場合で、インスタンス間でネットワー
クレイテンシーが低い、またはネットワークスループットが高い、あるいはその両方の場合、プレイス
メントグループを使用することを検討してください。
• ソリューションに Docker コンテナが含まれる場合は、AMI に Docker イメージを組み込む必要がありま
す。
• によるレビューのしやすさのためにAWS Marketplaceチームと顧客への透明性、コメントを追加するこ
とをお勧めしますUserDataセクション。

テンプレート入力パラメータ
• テンプレートへの入力パラメータには、AWS Marketplace顧客AWS認証情報 (パスワード、公開鍵、秘
密鍵、証明書など)
• パスワードなどの機密性の高い入力パラメータの場合は、NoEchoプロパティを設定し、より強力な正規
表現を有効にします。他の入力パラメータについては、最も一般的な入力を適切なヘルパーテキストと
ともに設定します。
• 入力に AWS CloudFormation パラメータタイプを使用します (使用可能の場合)。
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• AWS::CloudFormation::Interface を使用し入力パラメータをグループ化およびソートします。
• 次の入力パラメータにはデフォルト値を設定しないでください。

Note
お客様はこれらを入力パラメータとして提供する必要があります。
• パブリックインターネットからリモートアクセスポートへの侵入を許可するデフォルトの CIDR 範囲
• パブリック・インターネットからのデータベース接続ポートへの進入を許可するデフォルトのCIDR範
囲
• ユーザーまたはデータベースのデフォルトパスワード

ネットワークおよびセキュリティパラメータ
• デフォルトの SSH ポート (22) または RDP ポート (3389) が 0.0.0.0 に対して開かれていないことを確
認します。
• デフォルトの VPC (仮想プライベートクラウド) を使用する代わりに、適切な ACL (アクセスコントロー
ルリスト) とセキュリティグループを設定した VPC を作成することをお勧めします。
• 顧客へのアクセスを有効にするAWSを使用して環境をAWS Identity and Access Management(IAM) 呼び
出すロールAssumeRoleからのAWS Security Token Service。
• IAM ロールとポリシーをに設定する最小限の特権を認める。そして、どうしても必要な場合にのみ書き
込みアクセスを有効にします。たとえば、アプリケーションで S3:GET、PUT および DELETE オペレー
ションのみが必要な場合に、これらのアクションのみを指定します。この場合に、S3:* の使用はお勧
めしません。
テンプレートを受信したら、AWS Marketplace が製品の設定と情報を確認し、すべての必須リビジョンに
フィードバックを提供します。

テンプレートインフラストラクチャの料金見積りの取
得
顧客に表示される各テンプレートのインフラストラクチャコスト見積もりは、を使用して提供する見積も
りに基づいていますAWS Pricing Calculator。この見積もりには、一般的なデプロイ向けのデフォルト値と
ともにテンプレートの一部として、デプロイされるサービスのリストが含まれている必要があります。
テンプレートの推定月額料金を計算したら、AWS Marketplaceと保存と共有米国東部 (バージニア北部)
リージョンへのリンク これは、送信プロセスの一部です。

アーキテクチャ図
テンプレートごとにアーキテクチャ図を提供する必要があります。ダイアグラムは次の基準を満たしてい
る必要があります。
• 上の標準導入について説明してくださいAWS
• を使用するAWS製品アイコンeachAWS のサービスのデプロイAWS CloudFormationテンプレート
• によって導入されたすべてのサービスのメタデータを含めてくださいAWS CloudFormationテンプレー
ト
• によってデプロイされたすべてのネットワーク、VPC、サブネットを含めますAWS CloudFormationテ
ンプレート
• サードパーティのアセット、API、オンプレミスのハイブリッドアセットを含む統合ポイントを表示
• 1100 x 700 ピクセルのサイズでなければなりません
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Note
トリミングや拡大が必要ないように、次に示すとおり、図がこのサイズ要件を満たしているこ
とを確認します。

送信要件の一致
AWS CloudFormation テンプレートを使用して配信される製品を申請するには、以下のリソースを指定す
る必要があります。
• CloudFormation テンプレートとテンプレート
• 単一 AMI 製品には 1 つから 3 つまで含めることができます CloudFormation テンプレート
• マルチ AMI 製品には、最大 20 個を含めることができます。 CloudFormation テンプレート
• 各テンプレートのデフォルト設定に対するインフラストラクチャの見積もり価格。
• アーキテクチャ図とアーキテクチャメタデータ
• 入力済みの Product Form (AWS Marketplace 管理ポータル から利用可能)
• 単一 AMI 製品では、商用製品フォームを使用します。
• マルチ AMI 製品の場合は、マルチ AMI 製品フォーム
製品フォームには、リファレンスとして送信情報の例が含まれます。
各製品では、必須製品データとメタデータの大半は、従来の単一 AMI 製品の場合と同じです。したがっ
て、 CloudFormation テンプレートを使用して配信される各 AMI は、AWS Marketplace 向けに記述された
標準および要件を継続的に満たす必要があります。
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each CloudFormation テンプレートとテンプレート、次の情報も指定する必要があります。
フィールド

説明

制限事項

[Title] (タイトル)

アーキテクチャのタイトル。こ
れは詳細ページとフルフィルメ
ントページ、およびアーキテク
チャの詳細を示すポップアップ
に表示されます。

50 文字

短い説明

詳細およびフルフィルメントの
ページに表示されます。

200 文字

長い説明

これはアーキテクチャの詳細
ポップアップに表示されます。

2000 文字

マルチ AMI 製品については、以下のフィールドが必須です。
• ソリューションのタイトル
• ソリューションの短い説明
• ソリューションの長い説明
• にとって CloudFormation テンプレート (ソリューションあたり最大 20 個)
• デプロイメントタイトル (テンプレートごと)
• 短い説明 (テンプレートごと)
• 長い説明 (テンプレートごと)
• アーキテクチャの図 (テンプレートごと)
• インフラストラクチャの料金表見積もり (テンプレートごと)
• これに含まれる製品/コンポーネントのリスト CloudFormation テンプレート
• これに対応しているリージョンのリスト CloudFormation テンプレート

製品リクエストの送信
AWS Marketplace 管理ポータル を使用して、製品を送信します。[アセット] タブで、[ファイルのアップ
ロード] を選択します。送信するファイルをアップロードし、簡単な説明を入力します。リクエストの処理
には 3～5 週間かかります。これには、以下の処理が含まれます。
• のレビュー CloudFormation テンプレート、AMI、および AMI のメタデータと CloudFormationテンプ
レート
• あなたの出版物 CloudFormation テンプレートとテンプレートAWS Marketplace製品

サーバーレスアプリケーションコンポーネントの追加
1 つ以上を使用して配信される 1 つ以上の Amazon マシンイメージ (AMI) を含む製品を作成できま
す。AWS CloudFormationテンプレートで、サーバーレスコンポーネントが組み込まれたものです。たと
えば、1 つの AMI をコントローラーサーバーとして設定し、別の AMI をワーカーサーバーとして設定し、
別の AMI をワーカーサーバーとして設定し、AWS CloudFormationスタック。スタックの作成に使用さ
れる AWS CloudFormation テンプレートには、いずれかのサーバーのイベントによってトリガーされる
AWS Lambda 関数を設定するための定義を含めることができます。
このアプローチを使用して製品を設計すると、アーキテクチャを簡素化し、購入者が簡単に起動できるよ
うになります。また、このアプローチにより、製品の更新が容易になります。
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製品用の AMI の作成の詳細については、「AMI ベースの製品 (p. 67)」を参照してください。製品用の
AWS CloudFormation テンプレートの完成については、「AWS CloudFormation を使用した AMI ベース配
信 (p. 84)」を参照してください。
サーバーレスアプリケーションを定義するときは、AWS Serverless Application Repository に保存する
AWS Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレートを使用します。AWS SAM は、サーバーレ
スアプリケーションを構築するためのオープンソースフレームワークです。デプロイ中、AWS SAMを
変換して拡張しますAWS Serverless Application Model構文AWS CloudFormation構文。AWS Serverless
Application Repository は、サーバーレスアプリケーション用のマネージド型のリポジトリです。再利用可
能なアプリケーションを保存して共有できるため、購入者はサーバーレスアーキテクチャを構築してデプ
ロイできます。このタイプの製品を作成して提供するには、次の手順を実行します。
ステップ
• サーバーレスアプリケーションを作成する (p. 89)
• アプリケーションをリポジトリに公開する (p. 90)
• CloudFormation テンプレートを作成する (p. 91)
• 送信する CloudFormation テンプレートと設定ファイル (p. 93)
• AWS Serverless Application Repository アプリケーションのアクセス許可を更新する (p. 93)
• AMI を共有する (p. 94)
• AMI とサーバーレスアプリケーションを使用する CloudFormation 製品を送信する (p. 94)
AWS Marketplace は、リスト化される前に製品をレビューおよび検証します。オファーがリスト化される
前に解決しなければならない問題がある場合、メールでお知らせします。
サブスクリプションの履行の一環として、AMI、サーバーレスアプリケーション、およびAWS
CloudFormationテンプレートをで使用するAWS Marketplace-それぞれに所有するリポジトリAWS リー
ジョン。購入者が製品をサブスクライブすると、購入者にアクセス権が付与され、ソフトウェアの更新時
にも通知されます。

サーバーレスアプリケーションを作成する
最初のステップは、サーバーレスアプリケーションの作成に使用される AWS Lambda 関数をパッケージ
化することです。アプリケーションは、Lambda 関数、イベントソース、およびその他のリソースを組み
合わせたもので、協調して動作することによってタスクを実行します。サーバーレスアプリケーション
は、1 つの Lambda 関数と同じくらい単純な場合もあれば、API、データベース、イベントソースマッピン
グなどの他のリソースとともに複数の関数を含む場合もあります。
AWS SAM を使用して、サーバーレスアプリケーションのモデルを定義します。プロパティの名前とタ
イプの説明については、「」を参照してください。AWS::Serverless::ApplicationにAWSLabs GitHub。
の例を次に示します。AWS SAMテンプレートをで使用し、Lambda 関数をで使用し、AWS Identity and
Access Management(IAM) ロール。
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An example of SAM template with Lambda function and IAM role
Resources:
SampleFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: 'com.sampleproject.SampleHandler::handleRequest'
Runtime: java8
CodeUri: 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2EXAMPLE-1234-4b12-ac37-515EXAMPLEe5-lambda.zip'
Description: Sample Lambda function
Timeout: 120
MemorySize: 1024
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Role:
Fn::GetAtt: [SampleFunctionRole, Arn]
# Role to execute the Lambda function
SampleFunctionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "lambda.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
ManagedPolicyArns:
- "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
Policies:
- PolicyName: SFNXDeployWorkflowDefinitionPolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: "Allow"
Action:
- "s3:Get*"
Resource: "*"
RoleName: "SampleFunctionRole"

アプリケーションをリポジトリに公開する
アプリケーションを公開するには、最初にアプリケーションコードをアップロードします。アカウントが
所有する Amazon S3 バケットにコードアーティファクト (Lambda 関数、スクリプト、設定ファイルなど)
を保存します。アプリケーションをアップロードすると、最初はプライベートに設定されます。つまり、
アプリケーションをAWS アカウントそれが作り出した。を付与する IAM ポリシーを作成する必要があり
ますAWS Serverless Application Repositoryアップロードしたアーティファクトにアクセスするための権
限。

サーバーレスアプリケーションをサーバーレスアプリケーションリポジトリに公開するには
1.

Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

アプリケーションのパッケージ化に使用した Amazon S3 バケットを選択します。

3.

[Permissions] (許可) タブを選択します。

4.

[バケットポリシー] を選択します。

5.

次のポリシーステートメントの例をコピーして貼り付けます。

Note
ポリシーステートメントの例では、値が次の値になるまでエラーを生成しま
す。aws:SourceAccountそしてResourceは、次の手順で更新されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "serverlessrepo.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
"Condition" : {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

}

"aws:SourceAccount": "123456789012"

a.

置換DOC-EXAMPLE-BUCKETのResourceバケットのバケット名を含むプロパティ値。

b.

置換123456789012のCondition要素とあなたのAWS アカウントID。-Condition要素によ
り、AWS Serverless Application Repository指定されたアプリケーションにのみアクセスする権限
があるAWS アカウント。

6.

[Save] (保存) を選択します。

7.

https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo で AWS Serverless Application Repository コンソー
ルを開きます。

8.

[My Applications (マイアプリケーション)] ページで、[Create application (アプリケーションの作成)] を
選択します。

9.

必要に応じて、必須フィールドと任意のフィールドに入力します。必須フィールドは次のとおりで
す。
• アプリケーション名
• 筆者
• 説明
• ソースコード URL
• SAM template

10. [Publish application (アプリケーションの公開)] を選択します。

アプリケーションの後続バージョンを公開するには
1.

https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo で AWS Serverless Application Repository コンソー
ルを開きます。

2.

[ナビゲーションペイン] で、[My Applications (マイアプリケーション)] からアプリケーションを選択し
ます。

3.

[Publish new version] (新しいバージョンを発行) を選択します。

詳細については、次を参照してください。を使用してサーバーレスアプリケーションを公開するAWS
SAMCLI。

CloudFormation テンプレートを作成する
を構築するには CloudFormation テンプレートをで使用するには、テンプレートの前提条件を満たし、必
要な入力とセキュリティパラメータを用意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。テンプレートの分析のAWS CloudFormationユーザーガイド。
側 CloudFormation テンプレートを使用すると、サーバーレスアプリケーションと AMI を参照できます。
ネストされたを使用することもできます CloudFormation テンプレートと参照サーバーレスアプリケー
ションは、ルートテンプレートとネストされたテンプレートの両方でサーバーレスアプリケーションを参
照します。サーバーレスアプリケーションを参照するには、を使用します側AWS SAMテンプレートテン
プレート。AWS Serverless Application Repository からアプリケーションの AWS SAM テンプレートを自
動的に生成できます。以下はテンプレートの例です。
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An example root template for a SAR application

91

AWS Marketplace 販売者ガイド
サーバーレスアプリケーションコンポーネントの追加

Resources:
SampleSARApplication:
Type: AWS::Serverless::Application
Properties:
Location:
ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:1234567890:applications/
TestApplication
SemanticVersion: 1.0.0
SampleEC2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: "ami-79fd7eee"
KeyName: "testkey"
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: "/dev/sdm"
Ebs:
VolumeType: "io1"
Iops: "200"
DeleteOnTermination: "false"
VolumeSize: "20"
- DeviceName: "/dev/sdk"
NoDevice: {}

-AWS SAMテンプレートには、以下の要素が含まれています。
• ApplicationID— アプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。この情報はマイアプリケー
ションの セクションAWS Serverless Application Repository。
• SemanticVersion— サーバーレスアプリケーションのバージョン。これは、からを見つけることがで
きます。マイアプリケーションの セクションAWS Serverless Application Repository。
• Parameter(オプション) — アプリケーションのパラメータ。

Note
を使用する場合ApplicationIDそしてSemanticVersion,組み込み関数はサポートされていま
せん。それらの文字列をハードコードする必要があります。-ApplicationIDによって複製され
ると更新されるAWS Marketplace。
設定ファイルとスクリプトファイルを参照する予定がある場合 CloudFormationテンプレートをで使用す
るには、次の形式を使用します。ネストされたテンプレート (AWS::Cloudformation::Stack)、の
みTemplateURLs組み込み関数なしでサポートされます。テンプレートの Parameters の内容に注意し
てください。
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
Name: Seller test product
Parameters:
CFTRefFilesBucket:
Type: String
Default: "seller-bucket"
CFTRefFilesBucketKeyPrefix:
Type: String
Default: "cftsolutionFolder/additionCFfiles"
Resources:
TestEc2:
Type: AWS::EC2::Instance
Metadata:
AWS::CloudFormation::Init:
addCloudAccount:
files:
/etc/cfn/set-aia-settings.sh:
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source:
Fn::Sub:
- https://${CFTRefFilesBucket}.${S3Region}amazonaws.com/
${CFTRefFilesBucketKeyPrefix}/sampleScript.sh
- S3Region:
!If
- GovCloudCondition
- s3-us-gov-west-1
- s3
owner: root
mode: '000700'
authentication: S3AccessCreds
..
..
..
SampleNestedStack:
Type: AWS::CloudFormation::Stack
Properties:
TemplateURL: 'https://sellerbucket.s3.amazon.com/sellerproductfolder/
nestedCft.template'
Parameters:
SampleParameter: 'test'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

送信する CloudFormation テンプレートと設定ファイル
送信するには CloudFormation テンプレートと設定とスクリプトファイル、grantAWS Marketplaceこれら
のファイルが保存されている Amazon S3 バケットを読み取るためのアクセス許可。これを行うには、バ
ケットポリシーを更新して以下のアクセス許可を含めます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "assets.marketplace.amazonaws.com"
},
"Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"]
}
]

AWS Serverless Application Repository アプリケーションのアク
セス許可を更新する
AWS Serverless Application Repository アプリケーションを AWS Marketplace に送信するには、アプリ
ケーションを読み取るためのアクセス許可を AWS Marketplace に付与する必要があります。これを行うに
は、サーバーレスアプリケーションに関連付けられているポリシーにアクセス許可を追加します。アプリ
ケーションポリシーを更新するには 2 つの方法があります。
• AWS Serverless Application Repository に移動します。リストからサーバーレスアプリ
ケーションを選択します。を選択します共有タブをクリックし、ステートメントの作成。
リポジトリの []ステートメントの設定ページで、以下のサービスプリンシパルを入力しま
す。assets.marketplace.amazonaws.com、アカウント IDフィールド。次に、[Save] (保存) を選択
します。
• 以下のをで使用します。AWS CLIコマンドを使用して、アプリケーションポリシーを更新します。
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aws serverlessrepo put-application-policy \
--region region \
--application-id application-arn \
--statements Principals=assets.marketplace.amazonaws.com,Actions=Deploy

AMI を共有する
AWS Marketplace に構築され、送信されたすべての AMI は、すべての製品ポリシーに準拠する必要があり
ます。AWS Marketplace 管理ポータル ではセルフサービス AMI スキャンを利用できます。この機能を使
用すると、AMI のスキャンを開始できます。スキャン結果を 1 時間以内に迅速に受信でき、1 か所で明確
なフィードバックを得ることができます。AMI が正常にスキャンされたら、AWS Marketplace 販売者およ
びカタログ運用チームによる処理のために AMI を提出し、製品ロードフォームをアップロードすることが
できます。

AMI とサーバーレスアプリケーションを使用する
CloudFormation 製品を送信する
製品を送信する前に、次の点に注意してください。
• 各テンプレートのアーキテクチャ図を用意する必要があります。ダイアグラムはAWSそれぞれの製品ア
イコンAWSサービスを通じて展開される CloudFormation テンプレートテンプレート。また、ダイアグ
ラムにはサービスのメタデータが含まれている必要があります。公式をダウンロードするにはAWSアー
キテクチャアイコン、参照AWS アーキテクチャアイコン。
• 購入者に表示される各テンプレートのインフラストラクチャ料金見積もりは、を使用して指定した見積
もりに基づくものです。AWS料金計算ツール。この見積もりには、一般的なデプロイ向けのデフォルト
値とともにテンプレートの一部として、デプロイされるサービスのリストが含まれている必要がありま
す。
• 製品ロードフォームに入力します。AWS Marketplace 管理ポータル から製品ロードフォームを見つける
ことができます。単一 AMI 製品と複数 AMI 製品には、異なる製品ロードフォームが必要です。製品の
ロードフォームで、へのパブリック URL を提供します。 CloudFormationテンプレートテンプレート。
CloudFormation テンプレートは、パブリック URL の形式で送信する必要があります。
• AWS Marketplace 管理ポータル を使用して、出品を送信します。[Assets (アセット)] から [File upload
(ファイルのアップロード)] を選択し、ファイルを添付して、[Upload (アップロード)] を選択します。テ
ンプレートとメタデータを受け取ると、AWS はリクエストの処理を開始します。
出品情報を送信すると、AWS Marketplace は製品ロードフォームを確認して検証します。さらに、AWS
Marketplace は AMI とサーバーレスアプリケーションをリ―ジョン化し、AWS CloudFormation テンプ
レートのリ―ジョンマッピングをユーザーに代わって更新します。何らかの問題が発生した場合、AWS
MarketplaceSeller Operations チームおよび Catalog Operations チームから

プライベートイメージ
プライベートイメージビルドを使用すると、購入者がインストール可能なソフトウェア製品をAWS
Marketplace次に、それらの製品をゴールドイメージまたは Amazon マシンイメージ (AMI) にインストー
ルします。これらの製品は、利用可能なイメージから選択します。AWS アカウント。ゴールドイメー
ジは、購入者が用意するサーバーイメージであり、そこに含まれる基本オペレーティングシステムには、
ソフトウェアが購入者の IT 標準に確実に準拠するための変更が適用されています。ゴールドイメージによ
り、購入者の内部セキュリティ、コンプライアンス、および管理要件を適切に満たすことができます。
プライベートイメージのビルドについてご質問がある場合は、までお問い合わせください。Marketplace
出品者運営チーム。
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AMI 構築のベストプラクティス
このトピックでは、で使用する Amazon マシンイメージ (AMI) を構築するのに役立ついくつかのベストプ
ラクティスとリファレンスを提供しますAWS Marketplace。構築され、提出された AMIAWS Marketplace
すべてを守らなければならないAWS Marketplace製品ポリシー。

AMI の検証
AMI を新しい製品またはバージョンとして提出する前に検証するために、セルフサービススキャンを使用
できます。
から入手したAWS Marketplace 管理ポータル、選択Amazon マシンイメージからのアセットメニュー。[]
をクリックします。AMI の追加スキャンプロセスを開始します。このページに戻ると、AMI のスキャンス
テータスを確認できます。

Note
与えることについて学ぶためにAWS MarketplaceAMI へのアクセス、「」を参照してくださ
いAMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する (p. 81)。

再販権の確保
AWS が提供する Amazon Linux、RHEL、SUSE、Windows AMI を除き、フリーではない Linux ディスト
リビューションの再販権を確保する責任はお客様にあります。

AMI の構築
AMI の構築には、次のガイドラインを使用します。
• ルートログインが無効になっているなど、すべての AWS Marketplace ポリシーを AMI が満たしている
ことを確認します。
• AMI を米国東部 (バージニア北部) リージョンで作成します。
• 次のような信頼できる評判の高いソースから入手した、明確に定義されたライフサイクルを持
つ、Amazon EBS Elastic Block Store (Amazon EBS) にサポートされた、よく管理された既存の AMI か
ら製品を作成します。AWS Marketplace。
• 最も多く使用する AMI を構築する up-to-date オペレーティングシステム、パッケージ、およびソフト
ウェア
• すべての AMI は、ハードウェア仮想マシン (HVM) 仮想化と 64 ビットアーキテクチャを使用するパブ
リック AMI から始める必要があります。
• AMI の構築、更新、再公開のための繰り返し可能なプロセスを開発します。
• すべてのバージョンと製品で一貫したオペレーティングシステム (OS) ユーザー名を使用します。ec2user をお勧めします。
• 実行中のインスタンスを最終的な AMI からエンドユーザーエクスペリエンスに設定し、すべてのインス
トール方法、機能、およびパフォーマンスをテストします前への送信AWS Marketplace。
• 次のように、ポート設定を確認します。
• Linux ベースの AMI-有効な SSH ポートが開いていることを確認します。デフォルトの SSH ポートは
22 です。
• Windows ベースの AMI-RDP ポートが開いていることを確認します。デフォルトの RDP ポートは
3389 です。また、WinRM ポート (デフォルトは 5985) は 10.0.0.0/16 に開いている必要があります。
AMI の作成の詳細については、次のリソースを参照してください。
95

AWS Marketplace 販売者ガイド
ソフトウェアがAWS MarketplaceAMI

独自の AMI の作成のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
カスタム Windows AMI の作成のWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
EBS-backed インスタンスから AMI (Amazon マシンイメージ) を作成する方法。
Amazon Linux AMI
Amazon EC2 インスタンスタイプおよびインスタンスタイプ

ソフトウェアがAWS MarketplaceAMI
AMI 製品から作成された Amazon EC2 インスタンスで実行されていることを、実行時にソフトウェアに検
証させることもできます。
Amazon EC2 インスタンスが AMI 製品から作成されていることを確認するには、Amazon EC2 に組み込
まれたインスタンスメタデータサービスを使用します。この手順を次のステップで説明します。メタデー
タサービスの使用方法の詳細については、「」を参照してください。インスタンスメタデータとユーザー
データのAmazon Elastic Compute Cloud。
1. インスタンスアイデンティティドキュメントの取得
実行中の各インスタンスには、インスタンス自体に関するデータを提供する、インスタンスからアクセ
ス可能な ID ドキュメントがあります。次の例は、インスタンスから curl を使用してインスタンスアイ
デンティティドキュメントを取得する方法を示しています。
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
{
"accountId" : "0123456789",
"architecture" : "x86_64",
"availabilityZone" : "us-east-1e",
"billingProducts" : null,
"devpayProductCodes" : null,
"marketplaceProductCodes" : [ "0vg0000000000000000000000" ],
"imageId" : "ami-0123456789abcdef1",
"instanceId" : "i-0123456789abcdef0",
"instanceType" : "t2.medium",
"kernelId" : null,
"pendingTime" : "2020-02-25T20:23:14Z",
"privateIp" : "10.0.0.2",
"ramdiskId" : null,
"region" : "us-east-1",
"version" : "2017-09-30"
}

2. インスタンスアイデンティティドキュメント の検証
署名を使用して、インスタンス ID が正しいことを確認できます。このプロセスの詳細については、
「」を参照してください。インスタンスアイデンティティドキュメントのAmazon Elastic Compute
Cloud。
3. 製品コードの検証
最初に AMI 製品を公開用に提出すると、製品には製品コードによってAWS Marketplace。製品コードを
確認するには、marketplaceProductCodesフィールドをインスタンスアイデンティティドキュメン
トに追加するか、メタデータサービスから直接取得できます。
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
0vg0000000000000000000000

製品コードが AMI 製品の製品コードと一致する場合、インスタンスは製品から作成されました。
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また、インスタンスの身分証明書にあるその他の情報、たとえばinstanceIdそしてインスタン
スprivateIp。

AMI の保護
セキュアな AMI を作成するために、以下のガイドラインをお勧めします。
• 攻撃の危険性を減らすため、最低限のインストールとしてデプロイするように AMI を設計します。不要
なサービスやプログラムを無効にするか、削除します。
• 可能な限り、 end-to-end ネットワークトラフィックの暗号化。例えば、Secure Sockets Layer (SSL) を
使用して、購入者との間の HTTP セッションを保護します。サービスが有効なかつ使用していないこと
を確認します up-to-date 証明書。
• AMI 製品に新しいバージョンを追加するときは、インスタンスへのインバウンドトラフィックアクセ
スを制御するようにセキュリティグループを設定します。セキュリティグループが、サービスに必要
な機能を提供するために必要な最小ポートセットにのみアクセスできるように設定されていることを確
認します。最小セットのポートと必要な送信元 IP アドレス範囲に対してのみ管理アクセスを許可しま
す。AMI 製品に新しいバージョンを追加する方法の詳細については、「」を参照してください。新しい
バージョンの追加 (p. 77)。
• ペネトレーションテストを実行することを検討してくださいAWS定期的にコンピューティング環境を実
施すること、あるいはそのようなテストを行うためにサードパーティーを採用することを検討してくだ
さい。侵入テストリクエストフォームなど詳細は、AWS侵入テスト。
• ウェブアプリケーションのトップ 10 の脆弱性に気づき、必要に応じてアプリケーションを構築してく
ださい。詳細については、次を参照してください。オープンなウェブアプリケーションセキュリティプ
ロジェクト (OWASP)-トップ 10 のウェブアプリケーションセキュリティリスク。新しいインターネッ
トの脆弱性が発見された場合は、AMI に同梱されているウェブアプリケーションを速やかに更新してく
ださい。この情報を含むリソースの例を挙げます。SecurityFocusとNIST 全国脆弱性データベース。
セキュリティに関連する詳細情報については、次のリソースを参照してください。
• 共有 Linux AMI のガイドラインのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
• AWS クラウドセキュリティ
• インターネットセキュリティセンター (CIS): セキュリティベンチマーク
• オープンなウェブアプリケーションセキュリティプロジェクト (OWASP): 安全なコーディング方法-ク
イックリファレンスガイド
• OWASP トップ 10 ウェブアプリケーションのセキュリティリスク
• SANS (SysAdmin、監査、ネットワーク、およびセキュリティ) 共通短所列挙 (CWE) トップ 25 最も危
険なソフトウェアエラ
• セキュリティフォーカス
• NIST 全国脆弱性データベース

AMI 製品の価格設定
AWS MarketplaceAmazon Machine Image (AMI) 製品には複数の料金モデルがあります。出品者向けプラ
イベートオファーでは、複数年契約や期間指定契約に対応したオプションがあります。
複数年契約とカスタム期間契約の詳細については、プライベートオファー (p. 44)およびFlexible Payment
Scheduler (p. 48)を参照してください。次の表に、料金モデルに関する一般的な情報を示します。

Note
に記載されているように、W-9納税フォーム（米国を拠点とする事業体の場合）またはW-8フォー
ム（EUに拠点を置く事業体の場合）を提供できる必要があります販売者登録プロセス (p. 6)。
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AMI 料金モデル
次の表は、AMI ベース製品の価格モデルに関する一般的な情報を示しています。
料金モデル

説明

無料

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) がサポートする
数のインスタンスを、追加のソフトウェア料金なしで実行できま
す。

Note
無料トライアルと年間価格を月額料金と組み合わせるこ
とはできません。
自分のライセンス使用 (BYOL)

AWS Marketplaceはソフトウェアの使用料をお客様に請求しませ
んが、製品をアクティベーションするにはライセンスキーを提供
する必要があります。このキーは AWS Marketplaceの外部で購
入します。すべての価格設定と請求に加えて、権利付与とライセ
ンスの適用はお客様が処理します。

時間単位または時間単位/年払い

時間単位 — ソフトウェアは時間単位で課金されます。インスタ
ンスタイプごとに料金が異なる場合があり (必ずしもそうである
必要はありません)、使用量は最も近い時間単位に切り上げられ
ます。
時間単位での無料トライアル — お客様は、料金を発生させず
にソフトウェアのインスタンスを 1 つしか実行できません。
期間は 5～30 日の間で定義します。無料トライアルは、実行
中の最も高価なインスタンスタイプに適用され、1 インスタ
ンスを超える同時使用はすべて、時間料金で請求されます。
注:これは Amazon EC2AWS の無料利用枠とは異なるモデルで
す。Amazon EC2 の無料利用枠では、毎月 750 時間無料で使用
できます。
時間単位および月額 — 時間単位と月額料金の両方が個別に適用
されます。月額料金は、使用量に関係なく毎月請求され、時間単
位の料金は、時間単位の使用量に基づいてのみ適用されます。
時間単位と年額 — お客様は、1 つのインスタンスタイプの 1 つ
の Amazon EC2 インスタンスについて、1 年分の使用分を前払
いで購入できます。販売者は、インスタンスタイプごとの料金を
設定し、時間単価よりも価格を抑えることができます。購入され
た年間サブスクリプションを超えるお客様の使用量は、そのイン
スタンスタイプの販売者によって設定された時間単価で請求され
ます。
時間単位での複数年ごとおよび期間指定 — このタイプのオ
ファーは、出品者のプライベートオファーでのみご利用いただ
けます。販売者のプライベートオファーを使用して、カスタム
契約期間 (最大 3 年) を指定します。前払い料金を指定すること
も、柔軟な支払いスケジュールを含めることもできます。各イ
ンスタンスタイプの料金を設定します。オファーに柔軟な支払
いスケジュールがある場合は、オファーに含まれる各インスタ
ンスタイプの請求日、支払額、インスタンス数も設定します。
柔軟な支払いスケジュールを持つアクティブな販売者のプライ
ベートオファーの場合、お客様が指定された数のインスタンス
を起動した後、起動された追加のインスタンスには、販売者の
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料金モデル

説明
プライベートオファーで指定された時間料金で課金されます。
複数年契約とカスタム期間契約の詳細については、プライベー
トオファー (p. 44)およびthe section called “Flexible Payment
Scheduler” (p. 48)を参照してください。
時間単位と年払い (無料トライアルを含む) — これは、任意のイ
ンスタンスタイプのインスタンスを、お客様が指定した日数だけ
無料で実行できる無料トライアルが含まれている点以外は、年間
オプションの時間単位モデルと同じです。年間サブスクリプショ
ンはいつでも購入することができます。また、無料トライアルサ
ブスクリプションと組み合わせることができます。
年単位と時間単位 — 時間単位と年単位の料金モデルと同じ。お
客様は、1 つのインスタンスタイプの 1 つの Amazon EC2 イン
スタンスについて、1 年分の使用分を前払い購入することができ
ます。インスタンスタイプごとに価格を設定し、時間単位の料金
を上回る正味の割引を提供できますが、必ずしも割引を適用する
必要はありません。購入された年間サブスクリプションを超える
お客様の使用量は、そのインスタンスタイプの販売者によって設
定された時間単価で請求されます。
複数年単位および時間単位のカスタム期間 — これはを通じての
みご利用いただけますプライベートオファー (p. 44)。販売者の
プライベートオファーを使用して、最長 3 年のカスタム期間契
約を指定できます。前払いを要求することも、顧客に柔軟な支
払いスケジュールを提供することもできます。契約期間中の各
インスタンスタイプの料金と、起動される追加のインスタンス
の時間料金を設定します。柔軟な支払いスケジュールを提供す
る場合は、オファーに含まれる各インスタンスタイプの請求日、
支払額、インスタンス数も設定します。柔軟な支払いスケジュー
ルを持つアクティブなプライベートオファーの場合、指定され
た数のインスタンスが起動された後、お客様が起動する追加の
インスタンスには、プライベートオファーで指定された時間料
金で課金されます。複数年契約とカスタム期間契約の詳細につ
いては、プライベートオファー (p. 44)およびthe section called
“Flexible Payment Scheduler” (p. 48)を参照してください。

Note
無料トライアルと年間価格を月額料金と組み合わせるこ
とはできません。
月間払い

月額 — ソフトウェア料金は、お客様が実行するインスタンスの
数にかかわらず、毎月決まった金額で支払われます。月額料金
は、サインアップ時とキャンセル時に日割り計算されます。例 :
その月の 1 日分をサブスクライブした顧客には、その月の 1/30
の料金が請求されます。
月単位と時間単位 — 時間単位と月額料金の両方が独立して適用
されます。月額料金は、使用量に関係なく毎月請求され、時間単
位の料金は、時間単位の使用量に基づいてのみ適用されます。

Note
無料トライアルと年間価格を月額料金と組み合わせるこ
とはできません。
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料金モデル

説明

有料利用料金

ソフトウェアは、提供した金額と、ユーザー、データ、帯域幅、
ホストの 4 つの使用カテゴリのいずれかに応じて直接課金され
ます。製品に対して最大 24 のディメンションを定義できます。
料金はすべて、お客様によって時間料金で請求されます。
使用量はすべて、既存の AWS Marketplace ソフトウェアと同じ
メカニズムを使用して、毎月計算し、請求されます。使用料金
は、AWS Marketplace 計測サービスとも呼ばれます。

契約料金モデル

契約価格付きAMI — 購入者が前払い料金を支払うシングル
AMIAWS CloudFormation 製品またはスタック付きシングル
AMI。

AWS料金とソフトウェア料金
Amazon Machine Image (AMI) ベースの製品料金は、次の 2 つのカテゴリに分類されます。
• インフラストラクチャの価格詳細 — AMI ベースの製品はすべて、AWS使用するサービスとインフラス
トラクチャに応じて、関連するインフラストラクチャ料金が発生します。これらの料金と手数料は、に
よって定義および管理されAWS、その内容によって異なる場合がありますAWS リージョン。詳細につ
いては、「Amazon EC2 の料金」を参照してください。
• ソフトウェア価格の詳細 — 有料製品の場合、ソフトウェアの使用料は販売者が決定します。
これら 2 つの商品料金カテゴリは、購入者が商品の潜在的な使用コストを把握しやすいように、AWS
Marketplace商品詳細ページに別々に表示されます。

AMI 時間単位製品の無料トライアル
AMI 時間単位の製品は、オプションの無料トライアルプログラムの対象となります。無料トライアルで
は、お客様は製品のソフトウェア料金を支払うことなく、製品を購読して 1 つのインスタンスを最大 31
日間使用できます。適用可能な AWS インフラストラクチャの料金がそのまま適用されます。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。お客様には、提供された
無料ユニット数を超える追加使用分が課金されます。時間単位の製品無料トライアルを提供するには、ト
ライアル期間を定義し、AWS Marketplaceマネージドカタログオペレーション（MCO）チームに通知して
ください。試用期間は 5 ～ 31 日です。
顧客が無料トライアル製品を購読すると、無料トライアルの期間、有効期限の計算、およびサブスクリプ
ション解除の詳細が記載されたウェルカムメールメッセージが届きます。有効期限の 3 日前に通知メール
が送信されます。
で無料トライアル製品を提供する場合AWS Marketplace、返金ポリシーに記載されている特定の返金ポリ
シーに同意したものとみなされます。

AMI 製品のカスタムメータリング料金
Metering Service の概念
AWS Marketplace Metering Service を使用すると、ソフトウェア販売者は、計測レコードをエンドポイン
トに送信して使用量をキャプチャするようにソフトウェアを変更できます。販売者は、1 つの使用カテゴ
リと、そのカテゴリの最大 24 個のディメンションを選択できます。それらのディメンションは 1 時間に
1 回計測および集計され、販売者によって定義された料金プランに従って課金されます。出品者は、どの
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ディメンションを使用するかを決める必要があります。AMI が発行された後は、ディメンションを変更で
きません。重要なサービスの概念は、次のとおりです。
• 使用カテゴリ— メータリングサービスを使用して価格設定されたソフトウェア製品は、1つの使用カテ
ゴリに従って分類され、それによって顧客に請求する適切な方法が決まります。使用カテゴリには、次
のものがあります (ただし、これらに限定されません)
• Users— 単一の識別子に関連付けられた、定義済みの権限のセット。このカテゴリは、顧客のユー
ザーが直接ソフトウェアに接続するソフトウェア (たとえば、顧客関係管理またはビジネスインテリ
ジェンス報告) に適切です。
• ホスト - サーバー、ノード、インスタンス、エンドポイント、またはコンピューティングシステムの
他の部分。このカテゴリは、多くの顧客所有インスタンス (たとえば、パフォーマンスまたはセキュ
リティモニタリング) を監視またはスキャンするソフトウェアに適切です。
• データ - MB、GB、または TB で測定される、ストレージまたは情報。このカテゴリは、保存された
データを管理する、またはバッチでデータを処理するソフトウェアに適切です。
• 帯域幅— メガビット/秒またはギガビット/秒単位で測定されます。このカテゴリは、お客様がプロビ
ジョニングする帯域幅の量を指定できるソフトウェアに適しています。
• Unit— 測定単位。次に説明する例を参照してください。
• 使用単位— ソフトウェア製品の特定の使用単位は、選択した使用カテゴリに対応します。この使用単位
は、ソフトウェアが課金する単位を表します。その例を以下に示します。
• NodesHrs(ホストカテゴリに対応)
• UserHrs(ユーザーカテゴリに対応)
• GBStored(データカテゴリに対応)
• 消費— メータリングサービスを利用して価格設定されたソフトウェア製品は、次の 3 つの方法のいずれ
かで消費料金を請求します。
• プロビジョニング済み — このソフトウェアでは、お客様が特定の量のリソースを使用するように構成
できます (ユーザー数や固定帯域幅など)。お客様は、プロビジョニングした量に対して 1 時間ごとに
支払います。
• 同時 — このソフトウェアでは、任意の数の異なるホストまたはユーザーがソフトウェアに接続できま
す。お客様は、ソフトウェアにアクセスしたユーザー数またはホスト数に基づいて 1 時間ごとに支払
います。
• 蓄積 — このソフトウェアにより、お客様は処理されたデータや保存されたデータ量に制限なく使用で
きます。お客様は、集計された量に対して 1 時間ごとに支払います。
• 料金— メータリングサービスを使用して価格設定されたソフトウェア製品は、単一の価格を指定する
か、それぞれ独自の価格で最大24個のディメンションを定義する必要があります。価格設定オプション
の詳細は次のとおりです。
• 単一ディメンション — これは最もシンプルな価格設定オプションです。顧客は、サイズまたはボ
リュームに関わらず、1 時間あたりリソース単位あたりの単一の料金を支払います (たとえば、1 時間
あたりユーザーあたり 0.014 USD、または 1 時間あたりホストあたり 0.070 USD)。
• 複数のディメンション — この価格オプションは、選択した使用カテゴリが複数の軸に沿って異なる場
合に適しています。たとえば、ホストモニタリングでは、ホストのサイズに応じて異なる料金を設定
できます。また、ユーザーベースの価格設定の場合、ユーザーのタイプ (管理者、パワーユーザー、
読み取り専用ユーザーなど) に基づいて異なる価格を設定することもできます。
• 計測— すべての使用量は、1 時間に 1 回、メータリングイベントとして記録されます。適切なディメン
ションおよび使用量を AWS Marketplace Metering Service に送信するようにソフトウェアが設定されて
いる必要があります。
• 配分 — オプションで、追跡しているプロパティごとの割り当てに使用量を配分できます。これらの
割り当ては、購入者へのタグとして表示されます。タグを使用すると、購入者はコストをタグ別に使
用量に分割して表示できます。たとえば、ユーザー単位で課金し、ユーザーに「Department」プロパ
ティがある場合、「Department」というキーを持つタグと、値ごとに 1 つの割り当てを含む使用量
の割り当てを作成できます。この方法では、報告する価格、ディメンション、総使用量は変わりませ
ん。ただし、購入者は商品に適したカテゴリー別に費用を確認することができます。
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ソフトウェアの料金
AWS Marketplace Metering Service でソフトウェアの料金を設定するには、まず使用カテゴリとその使
用方法を指定する必要があります。このサービスは、6 つの異なる価格設定シナリオをサポートしていま
す。これらのシナリオのうちいずれかを製品向けに選択する必要があります。
• プロビジョニングされたユーザー (1 時間あたり)
• 同時ユーザー (1 時間あたり)
• プロビジョニングされたホスト (1 時間あたり)
• 同時ホスト (1 時間あたり)
• プロビジョニングされた帯域幅 (1 時間あたり)
• 蓄積されたデータ (1 時間あたり)
次に、選択した使用カテゴリの料金を指定する方法を判断する必要があります。
• 単一価格
• 複数のディメンション (最大 24 個)
「製品を追加中AWS Marketplace (p. 102)」では、ディメンションと料金についてわかりやすい説明を提
供する方法について説明します。

例: 非線形価格設定によるプロビジョニング帯域幅
ネットワークアプライアンスソフトウェアを提供するとします。プロビジョニングされた帯域幅で請求
します。使用カテゴリとして、帯域幅。帯域幅による請求に加えて、購入者のスケールアップに応じて
別料金を請求するとします。帯域幅カテゴリ内で複数のディメンションを定義することができます。25
Mbps、100 Mbps、および 1 Gbps 向けに個別の料金を定義できます。

例: 複数の次元の同時接続ホスト
他の Amazon EC2 インスタンスを監視するソフトウェアを提供するとします。監視中のホスト数で請求す
るとします。使用カテゴリとして、ホスト。ホストごとの請求に加えて、規模の大きなホストを監視する
場合は特別料金を請求するとします。ホストカテゴリ内で複数のディメンションを使用することができま
す。マイクロ、スモール、ミディアム、ラージ、XL、2XL、4XL、8XL の各インスタンスに個別の価格を
定義できます。お客様のソフトウェアを使用して、特定の各ホストを定義されたディメンションのいずれ
かにマッピングします。また、該当する場合は、使用カテゴリのディメンションごとに個別にレコードを
計測します。

製品を追加中AWS Marketplace
メータリングサービスを利用するには、以下の新しい製品を作成する必要がありますAWS Marketplace
リストへ。商品がすでにAWS Marketplaceでは、現在の製品に加えて新しい AWS Marketplace Metering
Service 製品を提供するのか、それとも新規ユーザーが利用できる唯一のバージョンとして現在の製品を
置き換えるのかを決定する必要があります。置き換えを選択した場合、既存の製品は AWS Marketplace
から削除されるため、新しい購入者は使用できなくなります。既存の顧客は、引き続き古い製品とイ
ンスタンスにアクセスできますが、必要に応じて新しい製品に移行することができます。新製品では、
「Metering Service を使用するためのソフトウェアの変更 (p. 104)」に説明しているように、AWS
Marketplace Metering Service の使用料金を測定する必要があります。
AMI を取得したら、標準プロセスに従い、セルフサービスツールを使用して AMI を共有およびスキャンし
ます。さらに、管理ポータルで使用可能なテンプレートを使用して製品ロードフォームに記入後、アップ
ロードして処理を開始します。
以下の定義を使用して、AWS Marketplace メータリングサービスの製品ロードフォームのフィールドに入
力します。製品ロードフォームでは、これらのフィールドは次のようにラベル付けされていますフレキシ
ブル消費価格 (FCP)時間単価や月額の商品と区別するためです。
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• タイトル— すでに製品がある場合AWS Marketplaceで同じ商品を追加するとAWS Marketplace Metering
Serviceでは、FCP カテゴリとディメンションを括弧で囲んで区別します (たとえば、「製品タイトル
(データ)」)。
• 料金モデル—ドロップダウンメニューから、使用。
• FCP カテゴリ— 購入者が有料商品の代金を請求されるカテゴリ使用料金表料金表 ドロップダウンメ
ニューから、Users,ホスト,データ、または帯域幅。
• FCP Unit—有料製品に対して顧客に請求される測定単位使用料金表料金表 選択した FCP カテゴリに基
づいて、ドロップダウンリストにオプションが表示されます。カテゴリごとに有効な単位を次のテーブ
ルに示します。
カテゴリ

有効な単位

Users

UserHrs

ホスト

HostHrs

データ

MB、GB、TB

帯域幅

Mbps、Gbps

• FCP ディメンション名— 電話をかけてメータリング記録を送信するときに使用される名
前MeterUsage操作。請求レポートに表示されます。ただし、外部向けではないため、わかりやすい名
前にする必要はありません。名前は 15 文字以内でなければならず、英数字とアンダースコアのみ含め
ることができます。名前を設定して製品を公開した後は、変更できません。この名前を変更するには、
新しい AMI が必要です。
• FCP ディメンションの説明— 製品の寸法を説明する顧客向けの声明。説明 (70 文字以内) は、わかりや
すいものにしてください。説明の例には以下が含まれます。1 時間あたりの管理者およびプロビジョニ
ングされた Mbps あたりの帯域幅 製品が発行された後に、この説明を変更することはできません。
• FCPレート— この製品のユニットあたりのソフトウェア料金。このフィールドは、小数点以下 3 桁をサ
ポートしています。

注記:
• 時間単位および年間単位の料金フィールドを入力する必要はありません。
• 無料試用版と年間価格には対応していません。
• 複数の AMI とクラスターを使用する製品AWSリソース機能は AWS Marketplace メータリング
サービスを使用できません。
• 価格、インスタンスタイプ、またはAWS リージョン変更は他の変更と同じプロセスに従います
AWS Marketplace製品。
• AWS Marketplace Metering Service が適用されている製品は、時間単位、月単位、個人所有ラ
イセンス (BYOL) などの他の価格モデルに変換することはできません。
• AWS MarketplaceIAM ポリシー情報を使用説明書またはドキュメントに追加することを推奨し
ています。
• 合計で最大 24 個の FCP ディメンションを含めることができます。一度作成して公開すると、
既存のディメンションを変更することはできませんが、新しいディメンションを追加すること
はできます（最大24個）。
ご質問がある場合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。
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Metering Service を使用するためのソフトウェアの変更
顧客の使用状況の記録、Metering Service への時間単位の使用状況レポートの送信、新しい障害モードの
処理を行うには、ソフトウェアを変更する必要があります。ソフトウェアは価格設定とは無関係に動作し
ますが、ソフトウェアは使用カテゴリ、使用方法、およびあらゆるディメンションを把握する必要があり
ます。

使用量の測定
ソフトウェアを使用して、選択された使用カテゴリと顧客が使用したディメンションを判断する必要があ
ります。この値は、 Metering Service に 1 時間ごとに送信されます。いずれの場合も、ソフトウェアに
は、時間単位でメータリングサービスに送信する目的で、リソースの消費量を測定、記録、および読み取
る機能があることが前提となります。
プロビジョニングされた消費の場合、この値は通常、サンプル値としてソフトウェア構成から読み取られ
ますが、1 時間ごとに記録される最大設定値でもあります。同時消費の場合、この値は、定期的なサンプ
ルか、1 時間ごとに記録される最大値のいずれかになります。累積消費の場合、この値は 1 時間ごとに累
積されます。
複数のディメンションの料金については、複数の値を測定し、ディメンションごとに 1 つずつ Metering
Service に送信する必要があります。そのためには、AMI を指定する際に、既知のディメンションセット
を使用してソフトウェアをプログラミングまたは設定する必要があります。製品を作成した後は、寸法の
セットを変更することはできません。
次の表は、各価格設定シナリオについて、1 時間あたりの消費量を測定するための推奨方法をまとめたも
のです。
シナリオ

測定方法

プロビジョンドユーザー

現在のプロビジョンドユーザー数 (サンプリン
グ)。
-またはプロビジョンドユーザーの最大数 (その時間を参
照)

同時ユーザー

現在の同時ユーザー数 (サンプリング)。
-または同時ユーザーの最大数 (その時間を参照)
-または個々のユーザーの合計数 (その時間を参照)

プロビジョンドホスト

現在のプロビジョンドホスト数 (サンプリング)。
-またはプロビジョンドホストの最大数 (その時間を参照)

同時ホスト

現在の同時ホスト数 (サンプリング)。
-または同時ホストの最大数 (その時間を参照)
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シナリオ

測定方法
-または個々のホストの合計数 (その時間を参照)

プロビジョンド帯域幅

現在のプロビジョニングされた帯域幅設定 (サンプ
リングされた)。
-またはその時間に発生するプロビジョニングされた最大
帯域幅 (その時間を参照)。

蓄積されたデータ

現在の GB に格納されたデータ (サンプリングされ
た)。
-または格納されたデータの最大 GB (その時間を参照)
-またはその時間に追加または処理されたデータの合計
(GB)。
-またはその時間に処理されたデータの合計 (GB)。

ベンダー従量制のタグ付け (オプション)
ベンダー単位のタグ付けは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) が購入者にソフトウェアの使用状況をよ
り詳細に把握できるようにし、コスト配分を行うのに役立ちます。
購入者のソフトウェア使用量をタグ付けするには、コストの配分方法を決定する必要があります。ま
ず、コスト配分に何を求めているかを購入者に尋ねます。次に、購入者のアカウントで追跡している
プロパティ全体で使用量を分割できます。プロパティの例には、Account ID,Business Unit,Cost
Centers、および製品に関連するその他のメタデータ これらのプロパティはタグとして購入者に公開さ
れます。タグを使用すると、購入者は自分のタグ値によってコストを使用量に分割して表示できますAWS
請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/). ベンダが従量制でタグ付けしても、報告する価
格、ディメンション、総使用量は変わりません。これにより、顧客は商品に適したカテゴリー別に費用を
確認できます。
一般的なユースケースでは、購入者は商品を購読して商品を購読します。AWS アカウント。また、購入者
は同じ製品サブスクリプションに関連する多数のユーザーアカウントを持っています。次のキーを持つタ
グを使用して使用量の割り当てを作成できます。Account IDを選択し、各ユーザーアカウントに使用量
を割り当てます。この場合、購入者はアクティベートできますAccount IDBilling and Cost Management
コンソールにタグ付けして、個々のユーザーアカウントの使用状況を分析します。

出品者エクスペリエンス
売り手は、すべてのリソースの使用量を集計する代わりに、同じタグセットのリソースのメータリングレ
コードを集計できます。たとえば、売り手は、次のようなさまざまなバケットを含むメータリングレコー
ドを作成できますUsageAllocations。各バケットはUsageQuantity以下のようなタグのセットの場
合AccountIdそしてBusinessUnit。
以下の図では、リソース 1ユニークなセットがありますAccountIdそしてBusinessUnitタグ付けさ
れ、Metering Record単一のエントリとして。
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リソース 2そしてリソース 3どちらも同じですAccountIdタグ、2222、と同じBusinessUnitタ
グ、Operations。その結果、それらは1つにまとめられますUsageAllocationsのエントリMetering
Record。

売り手はタグなしのリソースを1つにまとめることもできますUsageAllocation割り当てられた使用量を
次のエントリの1つとして送信しますUsageAllocations。
制限には以下が含まれます。
• タグの数-5
• のサイズUsageAllocations(カーディナリティ) — 2,500
検証には、次のものがあります。
• タグのキーと値に使用できる文字 — a-zA-Z0-9+-= 。 _:\ /@
• 全体の最大タグ数UsageAllocationlist — 5
• TwoUsageAllocations同じタグ (つまり、タグキーと値の同じ組み合わせ) を持つことはできませ
ん。もしそうなら、彼らは同じものを使わなければなりませんUsageAllocation。
• の合計AllocatedUsageQuantityのUsageAllocationと等しくなければならな
いUsageQuantity、これは総使用量です。

購入者エクスペリエンス
次の表は、購入者がアクティベーションを行った後の購入者エクスペリエンスの例を示していま
すAccountIdそしてBusinessUnitベンダータグ
この例では、購入者は割り当てられた使用量を自分のコスト使用レポート。ベンダが従量制するタ
グにはプレフィックスが使われます“aws:marketplace:isv”。購入者は、以下のBilling and Cost
Management でアクティブ化できますコスト配分タグ,AWSが生成したコスト配分タグ。
の最初と最後の行コスト使用レポート売主がメータリングサービスに送付した内容に関連している（以下
に示されているように販売者エクスペリエンス (p. 163)例)。

コスト使用状況レポート (簡略版)
ProductCode

バイヤー

UsageDimension UsageQuantity

aws:marketplace:isv:AccountId
aws:marketplace:isv:Bus

XZ

111122223333

ネットワーク:1
GB あたりに検
査済み

2222
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ProductCode

バイヤー

UsageDimension UsageQuantity

aws:marketplace:isv:AccountId
aws:marketplace:isv:Bus

XZ

111122223333

ネットワーク:1
GB あたりに検
査済み

30

3333

財務

XZ

111122223333

ネットワーク:1
GB あたりに検
査済み

20

4444

IT

XZ

111122223333

ネットワーク:1
GB あたりに検
査済み

20

5555

マーケティング

XZ

111122223333

ネットワーク:1
GB あたりに検
査済み

30

1111

マーケティング

コード例については、MeterUsage使用量配分タグ付き (オプション) (p. 112)

AMI 製品の契約価格
Amazon Machine Image (AMI) ベースの製品の契約価格は、購入者が単一の AMI 製品または 1 つの AMI に
対して前払い料金を支払うことを意味します。AWS CloudFormationスタック。契約料金 AMI ベースの製
品の場合、AWS Marketplace販売者と顧客の間の契約に基づいて、前払いまたは販売者が定義した支払い
スケジュールで顧客に請求します。その時点で、それらのリソースの使用権限が付与されます。
価格を設定するには、顧客に提供する 1 つ以上の契約期間を選択します。契約期間ごとに異なる価格を入
力できます。オプションには、1 か月、12 か月、24 か月、および 36 か月の期間があります。プライベー
トオファーの場合、カスタム期間を月 (最大 60 か月) で指定できます。
製品の価格を最もよく表すカテゴリを選択します。価格カテゴリは、AWS Marketplace ウェブサイトでの
顧客に表示されます。次から選択できます帯域幅(GB/秒、MB/秒)、データ(GB、MB、TB)、ホスト,リクエ
スト,階層, またはUsers。事前定義カテゴリのどれもニーズに適合しない場合は、汎用的な単位カテゴリ.
このオファーでは、最大24の寸法を追加できます。各ディメンションには、次のデータが必要です。
• 契約カテゴリ—契約カテゴリは、製品が契約価格に加えて消費ベースの測定をサポートしている場合、
製品を測定または測定するために使用されます。消費ベースの価格設定のない契約製品の場合は、契約
の分析コードのカテゴリに最も近いカテゴリを選択するか、単位契約のディメンションの単位に似た値
がない場合
• 契約ユニット— 製品が消費ベースのメータリングをサポートしている場合、契約単位は契約カテゴリと
ともにメータリングに使用されます。選択した [カテゴリ] に基づいて、寸法とほぼ一致する単位の値の
いずれかを選択します。
• 契約ディメンションは複数購入を許可します— このフィールドは、オファーが段階的価格オファーか非
階層オファーかを示すために使用されます。
段階的オファー:購入者は、オファーで利用可能なディメンションの1つだけを購読できます。階層型オ
ファーのディメンションには、数量の概念がありません。特定のディメンションで契約を結ぶことは、
基本的に、購入者がそのディメンションで示される特定の機能を選択したことを示します。
非階層型オファー — 顧客が契約の一部として複数のディメンションを調達できるようにし、そのような
ディメンションごとに複数のユニットを調達できるようにします。
の値を設定する本当このフィールドは、オファーが階層化されていないオファーであることを示しま
す。の値を設定する偽このフィールドは、オファーが段階的オファーであることを示します。
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Product Load Form (PLF) を使用して AMI 製品の契約を作成する場合、料金ディメンションに次のフィー
ルドを定義する必要があります。
• 契約DimensionX API名— 購入者のライセンスに表示される名前AWS License Managerアカウント. この
名前は、の値としても使用されます。NameにEntitlementのCheckoutlicenseAPI コール。
• 契約ディメンションX 表示名— 製品の詳細ページと調達ページに表示される、顧客向けの分析コードの
名前AWS Marketplaceウェブサイト. わかりやすい名前を作成します。名前の最大長は 24 文字です。リ
スティングが公開された後は、Nameこれを変更することはできません。
• 契約ディメンションX 説明— 特定のディメンションが提供する機能など、製品のディメンションに関す
る追加情報を提供する、顧客に表示されるディメンションの説明です。説明の最大長は 70 文字です。
• 契約ディメンションX Quantity—これは、製品の契約修正の場合の比例配分を計算するために使用され
ます。このフィールドの値は、すべての契約オファーで 1 に設定する必要があります。編集しないでく
ださい。
• 契約ディメンションX1 か月料金— このディメンションに対する 1 か月のエンタイトルメントに対して
請求される契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの
単位ごとに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• 契約ディメンションX12 か月料金— ディメンションに対する 12 か月のエンタイトルメントに対して請
求される契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単
位ごとに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• 契約ディメンションX24 か月料金— ディメンションに対する 24 か月のエンタイトルメントに対して請
求される契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単
位ごとに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• 契約ディメンションX36 か月料金— ディメンションに対する 36 か月のエンタイトルメントに対して請
求される契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単
位ごとに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。

例: データストレージアプリケーション
1 か月料金

12 か月料金

24 か月料金

36 か月料金

暗号化されていな
いデータ (GB)

1.50 USD/GB

16.00 USD/GB

30.00 USD/GB

60.00 USD/GB

暗号化されている
データ (GB)

1.55 USD/GB

16.60 USD/GB

31.20 USD/GB

61.20 USD/GB

1 か月料金

12 か月料金

24 か月料金

36 か月料金

Basic (10 ホストの
モニタリング、5
コンテナのモニタ
リング)

100 USD

1,000 USD

2,000 USD

4000 USD

Standard (20 ホ
ストのモニタリン
グ、10 コンテナの
モニタリング)

200 USD

2,000 USD

4000 USD

8000 USD

Pro (40 ホストのモ 400 USD
ニタリング、20 コ
ンテナのモニタリ
ング)

4000 USD

8000 USD

16,000 USD/

例: ログモニタリング製品
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1 か月料金

12 か月料金

24 か月料金

36 か月料金

1 時間あたりのモ
ニタリング対象追
加ホスト

10 USD

100 USD

$200

400 USD

1 時間あたりのモ
ニタリング対象追
加コンテナ

10 USD

100 USD

$200

400 USD

Note
価格は、1 か月、12 か月、24 か月、36 か月の期間に対して定義できます。製品にこれらのオプ
ションを 1 つ以上提供することができます。期間は各ディメンション間で同じである必要があり
ます。

Example
たとえば、あるケースでReadOnlyUsersそしてAdminUsers寸法、年間価格を提供する場合
ReadOnlyUsersでは、年間価格を提示する必要がありますAdminUsers、も。

自動更新
顧客があなたの製品をAWS MarketplaceAMI 契約を使用して、契約期間の自動更新に同意することができ
ます。顧客は 1 年、2 年、または 3 年の期間中に、使用権限に対して毎月支払い続けます。
顧客はいつでも更新設定を変更できます。詳細については、次を参照してください。既存の契約の変
更のAWS Marketplace購入者ガイド。

AMI 製品の請求、測定、およびライセンスの統合
以下のトピックでは、AMI ベースの製品の請求、測定、およびライセンス統合についての情報を説明して
います。
トピック
• AMI 製品のカスタムメータリングAWS Marketplace Metering Service (p. 109)
• AMI 製品の契約価格AWS License Manager (p. 113)

AMI 製品のカスタムメータリングAWS Marketplace
Metering Service
AWS Marketplace メータリングサービスは、出品者が使用カテゴリ別にソフトウェアの料金を直接請求す
るために使用できる価格設定およびメータリング機能です。使用カテゴリには、ユーザー、データ、帯域
幅、ホスト、ユニットの 5 つがあります。メータリングサービスは、Amazon マシンイメージ (AMI) ベー
スの製品、コンテナベースの製品、およびサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ベースの製品で使用で
きます。詳細については、「AWS Marketplace Metering Service API Reference」を参照してください。
Metering Service を使用するすべての AMI ベースのソフトウェアは次の要件を満たしている必要がありま
す。
• ソフトウェアは、Amazon Machine Image (AMI) を使用して AWS Marketplace から起動する必要があり
ます。
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• AWS Marketplace に既存の製品がある場合は、新しい AMI を送信して新しい製品を作成し、この機能を
有効にする必要があります。
• すべてのソフトウェアはAWS Identity and Access Management (IAM) ロールでプロビジョニングす
る必要があります。エンドカスタマーは、ユーザーがソフトウェアを使用してプロビジョニングする
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに IAM ロールを追加する必要があります。
を使用してソフトウェアをデプロイする場合、IAMAWS Marketplace ロールの使用は任意です。AWS
Marketplace メータリングサービスソフトウェアをデプロイする場合に必要です。
• ソフトウェアでは、何らかの方法で消費量を決定できる必要があります。
Metering Serviceを使用する製品は、1つの使用カテゴリで顧客に請求する必要がありますが、1つのカテ
ゴリで最大24のディメンションを定義できます。カテゴリに応じて、プロビジョニングされたリソース、
同時実行リソース、または累積リソースの消費量によってソフトウェアを価格設定できます。料金はすべ
て、お客様によって時間料金で請求されます。使用量はすべて、既存の AWS Marketplace ソフトウェアと
同じメカニズムを使用して、毎月計算し、請求されます。
AWS Marketplace Metering Service では、いくつかの新しいシナリオが利用可能になります。たとえば、
ソフトウェアでホストをモニタリングしている場合は、モニタリングされたホストごとに料金を請求でき
ます。ホストのサイズに基づいて異なる料金を設定でき、モニタリングされる 1 時間ごとの同時実行ホス
ト数に対して課金できます。同様に、組織全体で多数のユーザーがソフトウェアにサインインできる場合
は、ユーザー数によって課金できます。1 時間ごとに、プロビジョニングされたユーザーの合計数が請求
されます。

AWS Marketplace Metering Service の呼び出し
ソフトウェアを使用して、時間単位で Metering Service を呼び出し、その時間の消費値を記録する必要が
あります。
ソフトウェアが起動すると、 minute-of-the-hour 起動時のが記録されるはずです。これをスタートミニッ
ツと呼びます。開始時間の1時間ごとに、ソフトウェアはその時間の消費量を判断し、Metering Serviceを
呼び出さなければなりません。この値を取得する方法については、「メータリングサービスを使用するた
めのソフトウェアの変更」を参照してください。
開始時間に 1 時間ごとに起動するには、ソフトウェアが次のいずれかの方法を使用する必要があります。
• ソフトウェア内のスレッド。
• インスタンスまたはソフトウェアで起動するデーモンプロセス。
• アプリケーションのスタートアップ時に設定される cron ジョブ。

Note
お客様のソフトウェアで、顧客のインスタンスに設定された IAM ロールを使用して AWS
Marketplace Metering Service を呼び出し、消費のディメンションと量を指定する必要がありま
す。
ソフトウェアでは、次の実装例のようにAWS SDK を使用して AWS Marketplace メータリングサービスを
呼び出すことができます。
1. サービスクライアントを作成するにはインスタンスプロファイルを使用します。そのためには、EC2 イ
ンスタンス用に設定されたロールが必要です。このロールの認証情報は、SDK によって自動的に更新さ
れます。
2. 1 時間ごとに、ソフトウェア設定とステータスを確認し、その時間の消費値を決定します。これには、
収集が含まれる場合があります value-per-dimension.
3. 次のパラメータを指定して、SDK クライアントの meterUsage メソッドを呼び出します (使用量があ
るディメンションごとに追加で呼び出す)。
• timestamp— 記録されている時間のタイムスタンプ（UTC）。
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• productCode— ソフトウェアに割り当てられた製品コード。
• dimension— ソフトウェアに割り当てられた 1 つまたは複数の寸法。
• quantity— その時間の消費額。
• allocations— (オプション) 追跡するプロパティ全体の使用量を割り当てることができます。これ
らの割り当ては、レコードの総消費量に加算される必要があります。購入者にとっては、これらは請
求ツール (AWS Billing and Cost Managementコンソールなど) に潜在的なコスト配分タグとして表示
されます。購入者は、これらのタグを使用して費用を追跡するために、アカウントでタグを有効にす
る必要があります。
さらに、ソフトウェアはリージョン内の AWS Marketplace メータリングサービスエンドポイントを呼
び出す必要があります。製品には正しい地域エンドポイントが設定されている必要があります。そのた
め、us-east-1us-east-1レコードをエンドポイントに送信し、us-west-2us-west-2レコードをエン
ドポイントに送信します。地域内で電話をかけることで、購入者はより安定した体験を得ることができ、
無関係な地域の在庫状況が他の地域で稼働しているソフトウェアに影響を及ぼす事態を防ぐことができま
す。
メータリングレコードをサービスに送信するときは、お住まいの地域の AWS Marketplace メータリング
サービスに接続する必要があります。getCurrentRegion()ヘルパーメソッドを使用して EC2 インス
タンスが実行されているリージョンを特定し、MeteringServiceClientこのリージョン情報をコンス
トラクターに渡します。SDKAWS リージョン コンストラクターでを指定しない場合、us-east-1デフォ
ルトのリージョンが使用されます。アプリケーションがサービスへのクロスリージョンコールを試みる
と、コールは拒否されます。詳細については、「アプリケーションの現在のリージョンの確認」および
getCurrentRegion() を参照してください。

障害処理
製品は、公共のインターネットエンドポイントであるサービスに計測レコードを送信する必要があるた
め、使用状況をキャプチャして請求することができます。顧客は計測レコードの配信を妨げる方法でネッ
トワーク設定を変更する可能性があるため、製品は障害モードを選択することで考慮する必要がありま
す。

Note
一部のメータリング障害は、に接続する際に一時的な問題が発生する可能性がありますAWS
Marketplace Metering Service。 AWS Marketplace短期間の障害やネットワークの問題を避けるた
めに、指数関数的なバックオフを伴う最大30分間の再試行を実施することを強く推奨します。
通常、ソフトウェアはフェイルオープン (警告メッセージを表示しながら完全な機能を維持する) か、また
はフェイルクローズ (接続が再確立されるまでアプリケーション内のすべての機能を無効にする) を行うこ
とができます。フェイルオープン、フェイルクローズ、またはアプリケーション固有の機能を選択できま
す。2 時間以内の計測に失敗した場合は、フェイルクローズを行わないことをお勧めします。
部分的なフェイルオープンの場合の一例として、ソフトウェアへのアクセスを引き続き許可することはで
きますが、購入者がソフトウェア設定を変更することはできません。または、購入者がソフトウェアにア
クセスすることはできても、追加のユーザーを作成できない場合もあります。ソフトウェアを使用して、
この障害モードを定義して実行する必要があります。AMI の送信時、ソフトウェアの障害モードを含む必
要があります。また、後に変更することはできません。

制約事項
Metering Service 対応ソフトウェアを設計および送信する場合、次の制約事項に留意してください。
• 顧客の IAM ロールとインターネットゲートウェイ要件 — 顧客はインターネットゲートウェイを持って
いる必要があり、特定の権限を持つ IAM ロールでソフトウェアを起動する必要があります。詳細につい
ては、「AWS Marketplace での Metering API および Entitlement API のアクセス許可 (p. 422)」を参照
してください。これら 2 つの条件が満たされないと、ソフトウェアはメータリングサービスに接続でき
ません。
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• 既存のメータリングサービス製品に新しい使用カテゴリを追加したり、使用カテゴリを変更したりでき
ない — 顧客がソフトウェア製品を購読すると、契約条件に同意したことになります。メータリングサー
ビスで製品の使用カテゴリを変更するには、新しい製品と新しいサブスクリプションが必要です。
• 既存のメータリングサービス製品の寸法を変更できない — 顧客がソフトウェア製品を購読すると、契約
条件に同意したことになります。Metering Service を使用して製品のディメンションを変更するには、
新しい製品と新しいサブスクリプションが必要です。既存の商品に新しいディメンションを追加できま
す。最大24個までです。
• 無料トライアルと年間サブスクリプションの欠如 — Metering Service 製品は、発売時点での無料トライ
アルや年間サブスクリプションをサポートしていません。
• マルチインスタンスまたはクラスターベースのデプロイに関する考慮事項 — 一部のソフトウェアは、マ
ルチインスタンスデプロイの一部としてデプロイされます。ソフトウェアの設計時には、消費量を計測
する方法と場所、および計測レコードが出力される場所を検討してください。

コードサンプル
以下のコード例は、AMI 製品と、製品の公開とメンテナンスに必要なAWS Marketplace API を統合する際
に役立ちます。

MeterUsage使用量配分タグ付き (オプション)
次のコード例は、消費価格モデルの AMI 製品に関連しています。Python の例では、AWS Marketplace適
切な使用量配分タグを含むメータリングレコードを送信して、 pay-as-you-go 顧客に料金を請求します。
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#
customer for the hour and set the quantity as seen below.
#
AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
# published the product to limited
# Import AWS Python SDK
import boto3
import time
usageRecord = [
{
"AllocatedUsageQuantity": 2,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
]
},
{

]

"AllocatedUsageQuantity": 1,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
]

}

marketplaceClient = boto3.client("meteringmarketplace")
response = marketplaceClient.meter_usage(
ProductCode="testProduct",
Timestamp=int(time.time()),
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)

UsageDimension="Dimension1",
UsageQuantity=3,
DryRun=False,
UsageAllocations=usageRecord

の詳細についてはMeterUsage、『AWS Marketplaceメータリングサービス API リファレンス』のを参照
してくださいMeterUsage。

レスポンスの例
{ "MeteringRecordId": "string" }

AMI 製品の契約価格AWS License Manager
契約価格の Amazon マシンイメージ (AMI) ベースの製品の場合は、AWSLicense Manager を使用して、ラ
イセンスを製品に関連付けます。
AWS License Managerは、顧客が購入したライセンス (エンタイトルメントとも呼ばれる) をアプリケー
ションで追跡および更新できるようにするライセンス管理ツールです。このセクションでは、製品を
と統合する方法について説明します。AWS License Manager。統合が完了したら、製品リストをAWS
Marketplace。
の詳細AWS License Manager「」を参照してください。AWS License ManagerユーザーガイドとAWS
License Managerの セクションAWS CLIコマンドリファレンス。

Note
• 契約の有効期限が切れると、お客様は AMI の新しいインスタンスを起動できません。ただし、
契約期間中は、任意の数のインスタンスを起動できます。これらのライセンスはノードロック
されておらず、特定のインスタンスに関連付けられていません。
• プライベートオファーの作成— 出品者は、の非公開オファー作成ツールを使用して、商品の非
公開オファーを生成できます。AWS Marketplace 管理ポータル。
• レポート作成— データフィードを設定するために、Amazon S3 バケットをReportのセクショ
ンAWS Marketplace 管理ポータル。詳細については、販売者レポート、データフィード、ダッ
シュボード (p. 302) を参照してください。

ライセンスモデル
AWS Marketplaceと の統合AWS License Managerは 2 つのライセンスモデルをサポートしています。
• 設定可能なライセンスモデル (p. 113)
• 階層型ライセンスモデル (p. 115)

設定可能なライセンスモデル
構成可能ライセンスモデル (数量化可能ライセンスモデルとも呼ばれる) は、購入者がライセンスを取得し
た後、購入者に特定の量のリソースを付与します。
価格設定ディメンションと単価を設定します。次に、購入者は購入するリソースの数量を選択できます。

Example 価格ディメンションと単価あたり
価格ディメンション (データバックアップなど) と単価 (30ドル/ユニットなど) を設定できます。
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購入者は、5 個、10 個、または 20 個購入できます。
製品は使用量を追跡して測定し、消費されたリソースの量を測定します。
構成モデルでは、エンタイトルメントは、次の 2 つのいずれかにカウントされます。
• ドローダウンライセンス (p. 114)
• 浮遊ライセンス (p. 115)

ドローダウンライセンス
ライセンスは、使用時に許可されたライセンス数のプールから引き出されます。その資格は永久にチェッ
クアウトされ、ライセンスプールに戻すことはできません。

Example 限られた量のデータを処理する
ユーザーには 500 GB のデータを処理する権利があります。データを処理し続けると、500 GBのライセン
スがすべて消費されるまで、500 GBのプールから数量が引き出されます。
ドローダウンライセンスでは、CheckoutLicense消費されたライセンスユニットをチェックアウトする
API オペレーション。

Example S3へのバックアップの単位数/年
Amazon S3 (Amazon S3) に、1 年間最大 1024 ユニットのデータをバックアップできるストレージ製品が
あります。アプリケーションは、複数の Amazon EC2 インスタンスを使用して起動できます。アプリケー
ションには、データを追跡および集計するメカニズムがあります。ソフトウェアがCheckoutLicense消
費された数量を更新するために、バックアップごとに、または一定間隔でプロダクト ID を使用する API
オペレーション。
この例では、ソフトウェアが呼び出されます。CheckoutLicense10単位のデータをチェックアウトしま
す。合計容量が顧客が購入したバックアップ制限に達すると、API 呼び出しは失敗します。
リクエスト
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf7la47" \
--checkout-type "PERPETUAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=DataConsumption, Value=l0, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

[Response] (レスポンス)
{

"CheckoutType": "PERPETUAL",
"EntitlementsAllowed": [
{
"Name": "DataConsumption",
"Count": 10,
"Units": "Count",
"Value": "Enabled"
}

},

}

"Expiration":
"2021-04-22Tl9:02: 36",
"IssuedAt": "2021-04-22Tl8:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
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浮遊ライセンス
ライセンスは、使用後に許可されたライセンス数のプールに戻されます。

Example 固定された上限からのユーザー数の割合
1 人のユーザーには、アプリケーションで 500 人の同時ユーザーに対する権利が与えられます。ユーザー
がログインしてログアウトすると、ユーザーは引き出され、500人のユーザーのプールに戻ります。ただ
し、500 人の同時ユーザーが固定の上限であるため、アプリケーションはプールから 500 人を超えるユー
ザーを引き出すことはできません。
フローティングライセンスの場合は、CheckInLicenseライセンスユニットをエンタイトルメントプール
に戻すための API オペレーション。

Example 1 年間の同時ユーザー数
製品の料金は、同時ユーザー数に基づいて行われます。顧客は1年間10ユーザー分のライセンスを購入し
ます。顧客は、次の方法でソフトウェアを起動します。AWS Identity and Access Management(IAM) 権
限。ユーザーがログインすると、アプリケーションはCheckoutLicense数量を 1 減らすための API オペ
レーション。ユーザーがログアウトすると、アプリケーションはCheckInLicenseAPI オペレーション。
電話しなければCheckInLicenseの場合、ライセンスユニットは 1 時間後に自動的にチェックインされま
す。

Note
次のリクエストでは、key-fingerprintはプレースホルダ値ではなく、すべてのライセンスが
公開されるフィンガープリントの実際の値です。
リクエスト
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf7la47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=ReadOnlyUSers, Value=l0, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

[Response] (レスポンス)
{

"CheckoutType": "PROVISIONAL",
"EntitlementsAllowed": [
{
"Name": "ReadOnlyUsers",
"Count": 10,
"Units": "Count",
"Value": "Enabled"
}

},

}

"Expiration": "2021-04-22Tl9:02: 36",
"IssuedAt": "2021-04-22Tl8:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

階層型ライセンスモデル
階層型ライセンスモデルは、購入者がライセンスを購入した後、特定のレベル、またはアプリケーション
機能の階層を購入者に付与します。
ベーシック、中級、プレミアムなど、製品の階層を作成します。次に、購入者は定義済みの階層の1つを選
択します。
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アプリケーションは、アプリケーションの使用状況を追跡または測定する必要はありません。
階層型ライセンスモデルでは、資格はカウントされず、代わりに顧客が調達したサービスの階層を示しま
す。
バンドルされた機能を一緒に提供する場合は、階層型ライセンスモデルを使用することをお勧めします。

Example ベーシック、中級、プレミアムティアの
お客様は、ソフトウェアの 3 つの可能な階層のうちの 1 つの契約に署名できます。ベーシック、中級、プ
レミアム。これらの階層にはそれぞれ独自の価格設定があります。ソフトウェアは、顧客がサインアップ
した階層をCheckoutLicenseAPI オペレーションと、リクエストで可能なすべての階層を指定する。
リクエストの応答には、顧客が調達した階層に対応するエンタイトルメントが含まれます。この情報に基
づいて、ソフトウェアは適切な顧客体験を提供できます。

リクエスト
linux-machine ~]$ aws license-manager
checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf7la47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=BasicTier, Unit=None"
"Name=IntermediateTier, Unit=None" \
"Name=PremiumTier, Unit=None"

応答
{

"CheckoutType": "PROVISIONAL",
"EntitlementsAllowed": [
{
"Name": "IntermediateTier",
"Units": "None"
}

},

}

"Expiration": "2021-04-22Tl9:02:36",
"IssuedAt": "2021-04-22Tl8:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

統合ワークフロー
以下の手順は、AMI 製品と統合するワークフローを示しています。AWS License Manager:
1.
2.

出品者が商品を作成したのはAWS License Manager統合。
出品者は商品をAWS Marketplace。

3.
4.

購入者は次の場所で製品を見つけますAWS Marketplaceそれを購入します。
ライセンスが購入者に送られますAWS アカウント。

5.

購入者は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) タスク、または Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ポッドソ
フトウェアを起動してソフトウェアを使用し、お客様は IAM ロールを使用してデプロイします。

6.

ソフトウェアは購入者のライセンスを読み取りますAWS License Managerアカウントにアクセスし、
購入したエンタイトルメントを検出し、それに応じて機能をプロビジョニングします。

Note
License Manager は追跡や更新を行いません。これは販売者のアプリケーションによって行
われます。
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License Manager および
製品を公開する前に、次を行う必要があります。
1.
2.

で新しい AMI 製品を作成するAWS Marketplace 管理ポータル、その製品コードを書き留めます。
製品積載フォーム (PLF) に必要な価格情報を入力し、処理のために当社に返送してください。

3.

を呼び出すために必要な IAM アクセス権限を持つアプリケーションを実行するタスクまたは
Pod の IAM ロールを使用します。CheckoutLicense,ExtendLicenseConsumption, およ
びCheckInLicense。
必要な IAM 権限は、次の IAM ポリシーで詳しく説明されています。
{

}

4.

"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":"*"
}
]

にテストコールを発信するRegisterUsage定義したすべての料金ディメンションのレコードを使用
した API オペレーション。

AMI ベースの製品をAWS License Manager
AMI ベースの製品を License Manager と統合するには、AWS License ManagerAPI。を使用して Amazon
EC2 インスタンスを起動します。AWS MarketplaceAMI ベースの製品。

Note
「」を完了していることを確認してください。the section called “License Manager およ
び” (p. 117)以下の手順を実行する前に

AMI ベースの製品を License Manager と統合するには
1.
2.

3.
4.

the section called “ライセンスマネージャーでテストライセンスを作成する” (p. 118) のステップを
完了します。統合をテストするには、License Manager でテストライセンスを作成する必要がありま
す。
を実行GetLicenseステップ 1 で取得したライセンス Amazon リソースネーム (ARN) を使用する API
オペレーション。の値をメモしておきます。KeyFingerprintでの属性GetLicense後で使用するた
めに、レスポンス。
最新のパブリックをダウンロードして含めるAWSアプリケーションの SDK。
購入者がアプリケーションのライセンスを使用する権利があることを確認するに
は、CheckoutLicenseAPI オペレーション。ステップ 1 で取得したテストライセンスのエンタイトル
メントの詳細とキーフィンガープリントを使用します。
ライセンスのエンタイトルメントが見つからない場合、またはエンタイトルメントの最大数を超えた
場合、CheckoutLicenseAPI オペレーションの結果NoEntitlementsAllowedException。エン
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タイトルメントが有効であるか、使用できる場合は、CheckoutLicenseオペレーションは、要求さ
れたエンタイトルメントとその値を含む正常なレスポンスを返します。
5.

(フローティングエンタイトルメントにのみ必要)CheckinLicenseを使用した API オペレーショ
ンLicenseConsumptionTokenそれはで受け取ったCheckoutLicenseレスポンス。このアクショ
ンにより、以前にチェックアウトしたエンタイトルメントが使用可能なエンタイトルメントのプール
に解放されます。

6.

手順 1 で作成したテストライセンスと License Manager の統合を正常に検証したら、コード内のキー
フィンガープリントをaws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint。これで、
によって発行されたライセンスを使用する準備が整いました。AWS Marketplace。

AMI 製品へのアプリケーション構築のリリースプロセスに従い、製品をAWS Marketplace製品公開プロセ
スに従います。

ライセンスマネージャーでテストライセンスを作成する
バージョン 2 のAWS Command Line Interface(AWS CLI) をクリックして、テストライセンスを作成しま
す。AWS License Manager。このテストライセンスは、AWS License Manager統合。テストが完了した
ら、テストライセンスを削除できます。実際のライセンスは、AWS Marketplace別のキーフィンガープリ
ントで。
AWS Marketplaceでは、2 種類のエンタイトルメントがサポートされます。AWS License Manager。ただ
し、1 つの製品に対して有効にできるタイプは 1 つだけです。テストライセンスを含むライセンスを作成
するときは、次のいずれかのタイプの資格を指定する必要があります。
階層エンタイトルメント— 階層型ライセンスモデルでは、お客様に特定のアプリケーション機能の使用
資格が与えられます。顧客は購入するユニットの数量を定義することはできません。ただし、定義済みの
パッケージまたは階層を 1 つ選択できます。顧客は後で契約を変更して別の階層にサブスクライブできま
す。
設定可能なエンタイトルメント— 構成可能なライセンスモデルは、顧客がライセンスを調達するときに、
一定量のリソースに対する権利を付与します。顧客は、サブスクリプションプロセス中に購入するユニッ
トの数量を選択し、ユニット価格に基づいて請求されます。顧客は複数のディメンションを購読すること
もできます。
で使用するための必須パラメータCheckoutLicenseAPI の操作は次のとおりです。
• CheckoutType— 有効な値は以下のとおりです。PerpetualまたはProvisional:
• Perpetual— チェックアウトされたエンタイトルメントの数がプールから使い果たされる場合に使
用されます。例: 購入者は500GBのデータを処理する権利があります。データを処理し続けると、量
は引き出され、500 GBのプールから使い果たされます。ライセンスが期限切れか、まもなく期限切れ
になるかに関する購入済みライセンスのステータスを取得して、顧客に通知を送信します。
• Provisional— フローティングライセンスエンタイトルメントに使用され、エンタイトルメントが
プールからチェックアウトされ、使用後に返却されます。例: ユーザーは、アプリケーション内で500
人の同時ユーザーを受ける権利があります。ユーザーがログインしてログアウトすると、ユーザー
は引き出され、500人のユーザーのプールに戻ります。浮遊エンタイトルメントの詳細については、
「」を参照してください。販売店が発行したAWS License Manager および
• ClientToken— 大文字と小文字を区別する一意の識別子で、正確な結果が得られ、試行回数に関係な
く同じであることを保証します。各リクエストには、ランダムな汎用一意識別子 (UUID) を使用するこ
とをお勧めします。
• Entitlements— チェックアウトするエンタイトルメントのリスト。
• 階層化されたエンタイトルメントについては、NameそしてUnitプロパティを次のように行います。
{
"Name": "<Entitlement_Name>",
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"Unit": "None"
}
• 設定可能なエンタイトルメントについては、Name,Unit, およびValueプロパティを次のように行い
ます。
{
"Name": "<Entitlement_Name>",
"Unit": "<Entitlement_Unit>",
"Value": <Desired_Count>{
}
• KeyFingerprint— このキーフィンガープリントを使用して、ライセンスがAWS Marketplace。に
よって発行されたライセンスのキーフィンガープリントAWS Marketplaceその内容は次のとおりです。
aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
• Product SKU— グローバル一意識別子 (GUID) 形式の製品 ID がAWS Marketplaceの製品。

Example 設定可能なエンタイトルメントの
以下に示したのは、を使用するリクエストの例です。CheckoutLicenseという名前の設定可能なエンタ
イトルメントをチェックアウトする API オペレーションPowerUsers。
aws license-manager checkout-license \
product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
checkout-type "PROVISIONAL" \
client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \"Statement":[
entitlements "Name=PowerUsers,Value=1,Unit=Count" \
key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"

Example 階層化されたエンタイトルメントの
以下に示したのは、を使用するリクエストの例です。CheckoutLicenseという名前の機能エンタイトル
メントをチェックアウトする API オペレーションEnterpriseEdition。
aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \
--entitlements "Name=EnterpriseEdition,Unit=None" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"

AMI ベースの製品のテストライセンスを作成するには
1.

ローカル環境からAWS CLIv2 をインストールしたら、以下のスクリプティングを実行します。このス
クリプトは、テストライセンスを作成し、適切な製品の詳細を設定します。
#!/bin/bash
# Replace with intended product ID on AWS Marketplace
PRODUCT_ID=<REPLACE-WITH-PRODUCT-ID>
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# Replace with license recipient's AWS Account ID
BENEFICIARY_ACCOUNT_ID=<REPLACE-WITH-BENEFICIARY-ACCOUNT-ID>\
# Replace with your product's name
PRODUCT_NAME="Test Product"
# Replace with your seller name on AWS Marketplace
SELLER_OF_RECORD="Test Seller"
# Replace with intended license name
LICENSE_NAME="AWSMP Test License"
# Replace with desired contract dimensions
# More info here: https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/APIReference/
API_Entitlement.html
CONFIGURABLE_ENTITLEMENTS='[
{
"Name": "ReadOnly",
"MaxCount": 5,
"Overage": false,
"Unit": "Count",
"AllowCheckIn": true
}
]'
TIERED_ENTITLEMENTS='[
{
"Name": "EnterpriseUsage",
"Value": "Enabled",
"Unit": "None"
]'
# Format "yyyy-mm-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
# This creates a validity period of 10 days starting the current day
# Can be updated to desired dates
VALIDITY_START=$(date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%SZ)
VALIDITY_END=$(date -v +10d +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%SZ)
# Configuration for consumption of the license as set on Marketplace products
CONSUMPTION_CONFIG='{
"RenewType": "None",
"ProvisionalConfiguration": {
"MaxTimeToLiveInMinutes": 60
}
}'
# License's home Region
HOME_REGION=us-east-1
# License issuer's name
ISSUER=Self
# Run AWS CLI command to create a license
aws license-manager create-license \
--license-name "${LICENSE_NAME}" \
--product-name "${PRODUCT_NAME}" \
--product-sku "${PRODUCT_ID}" \
--issuer Name="${ISSUER}" \
--beneficiary "${BENEFICIARY_ACCOUNT_ID}" \
--validity Begin="${VALIDITY_START}",End="${VALIDITY_END}" \
--entitlements "${CONFIGURABLE_ENTITLEMENTS}" \ # Replace with `TIERED_ENTITLEMENTS`
if desired
--home-region "${HOME_REGION}" \
--region "${HOME_REGION}" \
--consumption-configuration "${CONSUMPTION_CONFIG}" \
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--client-token $(uuidgen)

2.

を使用してライセンスを付与しますAWS License Managerconsole. 詳細については、次を参照してく
ださい。エンタイトルメントの配信のLicense Manager および。

3.

にサインインします。AWS アカウントそれは購入者アカウントとして機能します。に移動しま
す。AWS License Managerコンソールを使用して、付与されたライセンスを受け入れてアクティブ
化します。詳細については、次を参照してください。付与されたライセンスを管理するのLicense
Manager および。

4.

環境で次のコマンドを実行します。
aws license-manager checkout-license \
product-sku "${PRODUCT_ID}" \
checkout-type "PROVISIONAL" \
key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
entitlements "${CONFIGURABLE_ENTITLEMENTS}" \
client-token $(uuidgen)

前のコマンドはPROVISIONALの値としてCheckoutTypeパラメータ。エンタイトルメントがドロー
ダウンライセンスを使用している場合は、PERPETUALの値。

License Manager および
顧客の License Manager アカウントに保存されているライセンスを管理するために、ソフトウェアは次の
API 呼び出しを使用できます。
• GetLicense— ライセンスの有効期限が切れているか、まもなく期限切れになるかに関する購入済みラ
イセンスのステータスを取得して、顧客に通知を送信します。
• CheckoutLicense— ユーザーが購入したライセンスを検出します。また、ユーザーが一定量のライ
センスを消費したときに、ライセンス数量を更新するためにも使用できます。とCheckoutLicenseで
は、顧客が使用するライセンスの数量を継続的に確認できます。お客様がすべてのライセンスを
使い果たした場合、この呼び出しはエラーを返します。推奨される実行ケイデンスについての情
報CheckoutLicense「」を参照してください。the section called “ライセンスの更新とアップグレー
ド” (p. 121)。
• ExtendLicenseConsumption— フローティングディメンションの場合、ソフトウェアがライセ
ンスをチェックアウトすると、60 分後にライセンスが自動的にプールに戻されます。ライセンス
がチェックアウトされている期間を延長する場合、ソフトウェアは以下を呼び出すことができま
す。ExtendLicenseConsumptionライセンスをさらに60分間延長します。
• CheckInLicense— 変動ディメンションの場合、ライセンスをエンタイトルメントプールに戻す場合
は、CheckInLicense。
• ListReceivedLicenses— 購入者が購入したライセンスを一覧表示します。

ライセンスの更新とアップグレード
お客様は、次の場所でライセンスを更新またはアップグレードできます。AWS Marketplace 管理ポータ
ル。追加購入後、AWS Marketplaceでは、新しいエンタイトルメントを反映した新しいバージョンのライ
センスが生成されます。ソフトウェアは同じ API 呼び出しを使用して新しいエンタイトルメントを読み取
ります。更新やアップグレードを処理するために、License Manager Integration に対しては何も行う必要
がありません。
ライセンスの更新、アップグレード、キャンセルなどのため、お使いの製品がCheckoutLicense製品が
使用されている間、定期的にAPIを呼び出します。を使用してCheckoutLicenseAPI操作を定期的に行う
ことで、製品はアップグレードや有効期限などのエンタイトルメントの変更を検出できます。
を実行することをお勧めします。CheckoutLicenseAPI 呼び出しは 15 分ごとに行います。
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AMI 製品用の Amazon SNS 通知
通知を受け取るには、製品作成中に提供されるAWS Marketplace Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) トピックをサブスクライブします。トピックには、製品に対する顧客のサブスクリプショ
ンの変更に関する通知が表示されます。例えば、顧客がいつプライベートオファーを受け取るかを知るこ
とができます。

Note
製品作成プロセス中に、SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を受け取ります。例え
ば:arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notificationPRODUCTCODE
AMI 製品では、次の Amazon SNS トピックを使用できます。
• 1 つの Amazon SNS トピック:aws-mp-subscription-notification (p. 122)— このトピック
は、購入者が商品を購読または購読解除したときに通知します。この通知は、時間単位および時間単位
の年額を含む時間単位の料金モデルで利用できます。

1 つの Amazon SNS トピック:aws-mpsubscription-notification
aws-mp-subscription-notificationsubscribe-successsubscribe-failとアクションのト
ピック内の各メッセージの形式は次のとおりです。
{

}

"action": "<action-name>",
"customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
"product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",
"offer-identifier": "offer-abcexample123"

<action-name>通知によって異なります。想定されるアクション:
• subscribe-success
• subscribe-fail
• unsubscribe-pending
• unsubscribe-success
は、offer-identifierオファーがプライベートオファーの場合にのみ通知に表示されます。

Amazon SNS トピックへ Amazon SNS キューをサブ
スクライブする
Amazon SQS キューを、提供された SNS トピックにサブスクライブすることをお勧めします。SQS
キューを作成し、そのキューをトピックにサブスクライブする詳細な手順については、Amazon 簡易通知
サービス開発者ガイドの「Amazon SQS キューを Amazon SNS トピックにサブスクライブする」を参照
してください。

Note
購読できるのは、AWS MarketplaceAWS アカウント商品の販売に使用されたSNSトピックのみで
す。ただし、メッセージを別のアカウントに転送することはできます。詳細については、Amazon
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Simple Notification Service 開発者ガイドの「別のアカウントの Amazon SQS キューへ Amazon
SNS メッセージを送信する」を参照してください。

通知の SQS キューのポーリング
SQS キューを SNS トピックにサブスクライブすると、メッセージは SQS に保管されます。キューを継
続的にポーリングし、メッセージを探し、それに応じて処理するサービスを定義する必要があります。

AMI 製品チェックリスト
AWS Marketplace に AMI 製品リクエストを送信する前に、このチェックリストを確認します。この情報を
検証すると、送信から公開プロセスにスムーズに進めることができます。
製品の使用:
• AMI は本番稼働に対応する必要があります。
• AMI は、時間などの測定手段によって製品の使用を制限することができません。
• AMI と 1-Click 履行体験に互換性が必要です。
• 製品を使用するために必要なものはすべて、クライアントアプリケーションを含め、ソフトウェアに含
まれます。ソフトウェアパッケージやクライアントアプリケーションなどの外部依存関係を必要とする
製品は、the section called “製品使用ポリシー” (p. 126)これには適切な開示が含まれます。
• デフォルトのユーザーはランダム化されたパスワードを使用します。あるいは、初期ユーザーの作成で
は、インスタンス ID などのインスタンスに固有の値を使用してインスタンスを使用する権限が購入者に
付与されていることを確認する必要があります。
無料製品にするか、有料製品にするか。
• 製品を使用するために追加のライセンスは必要ありません.
• 購入者は、製品を使用するために個人を特定できる情報 (E メールアドレスなど) を提供する必要はあり
ません。
AMI の準備
• HVM 仮想化と 64 ビットアーキテクチャを使用します
• 既知の脆弱性、マルウェア、またはウイルスは含まれていません
• 購入者には、AMI への OS レベルの管理アクセス権があります
• AMI セルフサービススキャンを使用して AMI を実行します
Windows AMI:
• の最新バージョンを使用しますEC2ConfigService
• Ec2SetPassword、Ec2WindowsActivate、および Ec2HandleUserData を AMI で有効にします
• ゲストアカウントまたはリモートデスクトップのユーザーアカウントが存在しないことを確認します
Linux AMI:
• ルートログインはロック/無効になっています
• 承認されたキー、デフォルトのパスワード、またはその他の認証情報が含まれません
製品ロードフォームまたは [製品] タブ
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• すべての必須フィールドが入力されています
• すべての値が指定された文字制限内にあります
• すべての URL がエラーなしで読み込まれます
• 製品イメージは、少なくとも 110 ピクセル幅で、1:1 〜 2:1 の比率です
• 料金が有効なすべてのインスタンスタイプで指定されています (料金モデルが、時間単位、時間ベース
の月額、および時間ベースの年額の場合)
• 月別料金が指定されています (時間ベースの月額および月額モデルの場合)

AMI ベースの製品要件
AWS Marketplaceは、のすべての Amazon マシンイメージ (AMI) 製品およびサービスについて、以下のポ
リシーを維持していますAWS Marketplace。このポリシーは、お客様にとって安全で安心で信頼できるプ
ラットフォームを促進します。
すべての製品とその関連メタデータは、送信時にレビューされ、最新の製品を満たしているか、それを上
回っているかが確認されます。AWS Marketplaceポリシー。これらのポリシーは、進化するセキュリティ
ガイドラインに合わせて見直され調整されます。AWS Marketplace は継続的に製品をスキャンして、セ
キュリティガイドラインの変更に適合していることを確認します。製品がコンプライアンス違反になった
場合、AWS Marketplace新しい基準を満たすように AMI 製品を更新するよう、ご連絡を差し上げます。同
様に、新たに発見された脆弱性が AMI に影響することが判明した場合は、関連する更新が行われた最新の
AMI の提供をお願いします。AMI を送信する前に、セルフサービス AMI スキャンツールを使用する必要が
あります。このツールは、AMI を確実に満たすのに役立ちますAWS Marketplaceポリシー。

セキュリティポリシー
すべての AMI は、次のセキュリティポリシーに従う必要があります。
• AMI には、セルフサービス AMI スキャンツールまたは AWS セキュリティによって検出された既知の脆
弱性、マルウェア、またはウイルスが含まれていてはなりません。
• AMI は、現在サポートされているオペレーティングシステムとその他のソフトウェアパッケージを使用
する必要があります。エンドオブライフ (EoL) オペレーティングシステムまたはその他のソフトウェア
パッケージを搭載した AMI のバージョンは、AWS Marketplace。更新されたパッケージを含む新しい
AMI を構築し、それを新しいバージョンとして次の場所に公開できます。AWS Marketplace。
• すべてのインスタンス認証では、起動時にパスワードが生成、リセット、または定義されていても、パ
スワードベースの認証は使用せず、キーペアのアクセスを使用する必要があります。AMI には、どのよ
うな理由でも、パスワード、認証キー、キーペア、セキュリティキー、またはその他の認証情報が含ま
れていてはなりません。
• AMI は、AWS リソースにアクセスするためにユーザーからのアクセス/シークレットキーを要求または
使用してはなりません。AMI アプリケーションでユーザーアカウントにアクセスする必要がある場合
は、AWS Identity and Access Management(IAM) ロールはAWS CloudFormationこれにより、インスタ
ンスが作成され、適切なロールが関連付けられます。単一 AMI 起動が以下の製品で有効になっている場
合AWS CloudFormation配信方法、対応する使用説明書には、最小限の権限しか持たないIAMロールを
作成するための明確なガイダンスを含める必要があります。詳細については、「the section called “AMI
ベースの配信を使用して CloudFormation” (p. 84)」を参照してください。
• Linux ベースの AMI は SSH パスワード認証を許可してはなりません。PasswordAuthentication を
NO に設定して、sshd_config ファイルによるパスワード認証を無効にします。

アクセスポリシー
アクセスポリシーには、一般的なポリシー、Linux 固有のポリシー、Windows 固有のポリシーの 3 つのカ
テゴリがあります。
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一般的なアクセスポリシー
すべての AMI は、以下の一般的なアクセスポリシーに従う必要があります。
• AMI は、コンプライアンス要件、脆弱性の更新、およびログファイルへのアクセスを可能にするオペ
レーティングシステム (OS) レベルの管理機能を備えている必要があります。Linux ベースの AMI は
SSH を使用し、Windows ベースの AMI は RDP を使用します。
• 承認されたパスワードまたは承認されたキーを AMI に含めることはできません。
• AMI は管理アクセスに固定パスワードを使用できません。AMI は代わりにランダムなパスワードを
使用する必要があります。代替の実装としてインスタンスメタデータを取得し、パスワードとして
instance_id を使用します。管理者は、自身の資格情報を設定または変更することを許可される前
に、このランダム化されたパスワードの入力を求められる必要があります。インスタンスメタデータの
取得については、「」を参照してください。インスタンスメタデータとユーザーデータ()Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
• お客様の実行中のインスタンスにアクセスすることはできません。お客様は、外部アクセスを明示的に
有効にする必要があり、AMI に組み込まれているアクセシビリティはデフォルトでは無効にする必要が
あります。

Linux 固有のアクセスポリシー
Linux ベースの AMI は、一般的なアクセスポリシーだけでなく、以下のアクセスポリシーにも従う必要が
あります。
• Linux ベースの AMI はパスワードベースのリモートログインを無効にするrootアクセス用で、rootではな
くユーザーアカウントによるsudoアクセスのみを許可します。ユーザーはユーザーアカウントで sudo
アクセスを使用する必要があり、root アクセスは使用できません。Sudo アクセスにより、管理者はど
のユーザーに root 機能の実行を許可するかを制御できます。監査証跡のアクティビティもログに記録さ
れます。承認されたパスワードまたは承認されたキーを AMI に含めることはできません。
• Linux ベースの AMI は、ルートパスワードが空白または null であってはいけません。

Windows 固有のアクセスポリシー
Windows ベースの AMI は、一般的なアクセスポリシーだけでなく、次のアクセスポリシーにも従う必要
があります。
• Windows Server 2016 以降をお使いの場合は、「EC2Launch」を参照してください。
• Windows Server 2012 R2 以前では、最新バージョンの Ec2ConfigService を使用
し、Ec2SetPassword、Ec2WindowsActivate、および Ec2HandleUserData を有効にします。
• ゲストアカウントとリモートデスクトップユーザーを削除します。いずれも許可されていません。

カスタマー情報ポリシー
すべての AMI は、次の顧客情報ポリシーに従う必要があります。
• ソフトウェアは、BYOL (Bring Your Own License) で要求されている場合を除き、お客様の知らないう
ちに明示的な同意を得ることなく、顧客データを収集またはエクスポートしてはなりません。顧客デー
タを収集またはエクスポートするアプリケーションは、次のガイドラインに従う必要があります。
• 顧客データの収集は、セルフサービスで、自動化され、安全でなければなりません。購入者は、出品
者がソフトウェアの導入を承認するのを待つ必要はありません。
• 顧客データの要件は、リストの説明または使用説明書に明確に記載する必要があります。これには、
収集される内容、顧客データの保存場所、および使用方法が含まれます。例:この製品はあなたの名前
125

AWS Marketplace 販売者ガイド
製品使用ポリシー

および E メールアドレスを収集します。この情報はに送信され、に保存されます<company name>。
この情報は、購入者に連絡する目的でのみ使用されます<product name>。
• 支払い情報は収集しないでください。

製品使用ポリシー
すべての AMI は、次の製品使用ポリシーに従う必要があります。
• 製品は、時間、ユーザー数、またはその他の制限によって、製品または製品の機能へのアクセスを制限
してはなりません。ベータ版およびプレリリース版の製品、または試用または評価機能の提供のみを目
的とする製品は、サポート対象外です。商用ソフトウェアのデベロッパーエディション、コミュニティ
エディション、およびBYOLエディションがサポートされます。ただし、同等の有料版が以下でも入手
可能ですAWS Marketplace。
• すべての AMI は、ウェブサイトからの起動または AWS CloudFormation を介した AMI ベースの配信の
いずれかと互換性がある必要があります。ウェブサイトから起動する場合、AMI はインスタンス作成時
にお客様データまたはユーザーのデータを正しく機能させることを要求できません。
• AMI とそのソフトウェアはセルフサービス方式で導入可能でなければならず、追加の支払い方法や費用
を必要としないものでなければなりません。デプロイ時に外部依存を必要とするアプリケーションは、
次のガイドラインに従う必要があります。
• 要件は、リストの説明または使用説明書で開示する必要があります。例:この製品を正しく導入する
には、インターネット接続が必要です。次のパッケージがデプロイ時にダウンロードされます:<list of
package>.
• 出品者は、すべての外部依存関係を使用し、その可用性とセキュリティを確保する責任を負います。
• 外部依存関係が利用できなくなった場合は、製品をAWS Marketplace同様に。
• 外部依存関係には、追加の支払い方法や費用が必要であってはなりません。
• BYOL を除くすべての製品の場合、履行プロセスは AWS Marketplace からの退出を要求してはいけませ
ん。
• 購入者の直接の管理下にない外部リソースへの継続的な接続を必要とする AMI (外部 API やAWS のサー
ビス販売者または第三者が管理します。次のガイドラインに従う必要があります。
• 要件は、リストの説明または使用説明書で開示する必要があります。例:この製品には継続的なイン
ターネット接続が必要です。正常に機能するには、以下の継続的な外部サービスが必要です:<list of
resources>.
• 出品者は、すべての外部リソースを使用し、その可用性とセキュリティを確保する責任を負います。
• 外部リソースが使用できなくなった場合は、製品をAWS Marketplace同様に。
• 外部リソースは追加の支払い方法や費用を必要とせず、接続の設定を自動化する必要があります。
• 製品ソフトウェアとメタデータには、ユーザーを他のクラウドプラットフォーム、追加製品、または
以下で利用できないアップセルサービスにリダイレクトするような文言を含んではいけませんAWS
Marketplace。
• 別の製品または他の ISV 製品のアドオンである場合は、製品説明に、他の製品の機能を拡張し、それな
しでは製品の有用性が非常に限られていることを明記する必要があります。例:この製品は、<product
name>本製品の機能を拡張する場合とない場合がありますが、この製品の有用性は非常に限られていま
す。<product name>このリストのすべての機能を利用するには、独自のライセンスが必要になる場合が
あることに注意してください。

アーキテクチャポリシー
すべての AMI は、次のアーキテクチャーポリシーを順守する必要があります。
• のソース AMIAWS Marketplace米国東部 (バージニア北部) リージョンで提供する必要があります。
• AMI は、HVM 仮想化を使用する必要があります。
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• AMI は、64 ビットアーキテクチャーまたは 64 ビット ARM アーキテクチャーを使用する必要がありま
す。
• AMI は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) がバックアップする AMI でなければなりませ
ん。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) でサポートされている AMI はサポートしていませ
ん。
• AMI は暗号化された EBS スナップショットを使用してはいけません。
• AMI は、暗号化されたファイルシステムを使用してはなりません。
• AMI はすべてで実行できるように構築する必要がありますAWS地域とは地域にとらわれません。リー
ジョンごとに異なる構築をした AMI は許可されません。

AMI 製品使用説明書
AMI 製品の使用方法を作成する際は、以下に記載されている手順とガイダンスに従ってください。the
section called “AMI とコンテナ製品の使用方法” (p. 60)。
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コンテナベースの製品
AWS Marketplace では、Docker コンテナを使用するソフトウェア製品がサポートされています。コンテ
ナ製品は、コンテナイメージとデプロイテンプレートを組み合わせた配信オプションで構成されていま
す。商品の配送オプションを少なくとも1つ、最大で4つ送信します。各配信オプションについて、顧客が
その配信オプションを起動できるように、コンテナイメージ一式、使用方法、デプロイテンプレートへの
リンクを提供します。
AWS Marketplace購入者は、公開されている商品詳細ページで利用可能な配送オプションを確認できま
す。購入者が製品を購読し、希望する配送オプションを選択すると、購入者は製品の起動と使用に関する
情報と手順を確認できます。コンテナイメージ配信オプションについては、購入者には利用可能なデプロ
イテンプレートとコンテナイメージの URL へのリンクが表示されます。また、個々のコンテナイメージを
取得する方法についての指示も受け取ります。Helm チャートの配信オプションについては、購入者には
Helm step-by-step を使用して起動するための手順が表示されます。
購入方法の説明については、「Amazon ECSAWS Marketplace クラスターへのコンテナのデプロイ
(3:34)」という動画を参照してください。
サードパーティの Kubernetes アプリケーションを、あらゆる環境のどの KubernetesAWS Marketplace
クラスターからでも検索、サブスクライブ、デプロイできます。サードパーティの Kubernetes アプリ
ケーションは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes Service
(Amazon EKS)、AWS Fargateおよび Amazon EKS Anywhere (EKS) を使用してオンプレミスにデプロ
イできます。また、オンプレミスの自己管理Kubernetes Cloud (Amazon EC2) または Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) にデプロイすることもできます。
Docker と互換性のある任意のランタイムで、無料および個人所有ライセンスモデル (BYOL) コンテナ製品
を実行できます。
トピック
• ヘルプの利用 (p. 128)
• コンテナ製品の開始方法 (p. 128)
• コンテナベースの製品要件 (p. 144)
• コンテナ製品の料金 (p. 146)
• コンテナ製品の請求、測定、およびライセンス統合 (p. 151)
• コンテナ製品の Amazon SNS 通知 (p. 190)

ヘルプの利用
コンテナ製品に関するヘルプについては、AWS Marketplace の事業開発パートナーに連絡するか、当社ま
でお問い合わせください。

コンテナ製品の開始方法
このトピックでは、の最初のコンテナ製品の作成、テスト、公開に関連するすべての手順について説明し
ますAWS Marketplace。
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トピック
• 前提条件 (p. 129)
• コンテナ製品の作成 (p. 129)
• コンテナ製品の更新 (p. 130)
• コンテナ製品の製品 ID の作成 (p. 130)
• コンテナ製品の価格詳細の作成または更新 (p. 130)
• AWS Marketplace Metering Serviceコンテナ製品への統合 (p. 131)
• AWS License Managerコンテナ製品への統合 (p. 132)
• 製品の新しいバージョンを追加する (p. 132)
• バージョン情報の更新 (p. 137)
• コンテナ製品の製品情報の作成または更新 (p. 138)
• コンテナ製品の公開 (p. 138)
• Amazon EKS でのアドオン製品の公開 (p. 139)
• コンテナ製品スキャンによるセキュリティ問題の検出 (p. 144)

前提条件
開始するには、以下の前提条件を満たす必要があります。
1. AWS Marketplace管理ポータルにアクセスして使用する。これは、AWS Marketplace に販売者として登
録して販売する製品を管理するために使用するツールです。詳細については、「AWS Marketplace管理
ポータル」を参照してください。
2. 出品者として登録し、税金と銀行情報を送信します。詳細については、「販売者登録プロセス (p. 6)」
を参照してください。
3. Amazon EエラスティックコンテナService (Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes Service
(Amazon EKS)、または、少なくとも 1 つのコンテナを作成しますAWS Fargate。関連する画像へのリ
ンクがあることを確認します。
4. コンテナ製品の作成方法と統合方法を計画してくださいAWS Marketplace。
製品を公開する前に、料金、使用権限管理、および計測戦略を十分に計画することをお勧めします。
• コンテナベースの製品の要件については、を参照してくださいコンテナベースの製品要
件 (p. 144)。
• 製品の価格設定については、を参照してくださいコンテナ製品の料金 (p. 146)。
• 有料コンテナベース製品のカスタムメータリングについては、を参照してください毎時およびカスタ
ムメータリングAWS Marketplace Metering Service (p. 151)。

コンテナ製品の作成
コンテナ製品の作成には、以下のステップが含まれます。
1. 製品 ID を作成します (p. 130)。
2. 価格の詳細を作成します (p. 130)。
3. 有料製品の場合は、メータリングを製品に統合してください (p. 131)。
4. 購入者向けに商品を公開します (p. 138)。
で他の詳細を編集する前に、最初の 2 つの手順を実行する必要がありますAWS Marketplace。ただし、他
のステップは、最もわかりやすい順序で実行することも、parallel 実行することもできます。
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以下のトピックでは、これらの各手順について説明します。

コンテナ製品の更新
コンテナ製品の更新には、以下のステップが含まれます。
1. 以下を含む製品の新しいバージョンを追加してください (p. 132)。
a. コンテナのリポジトリを追加します。
b. 最終コンテナをリポジトリにアップロードします。
c. 最初のコンテナーイメージを使用して、製品の最初のバージョンを作成します。
2. 製品バージョン情報を更新します (p. 137)。
3. 購入者向けに商品を公開します (p. 138)。

コンテナ製品の製品 ID の作成
コンテナ製品を使い始めるには、で製品 ID レコードを作成する必要がありますAWS Marketplace。製品
ID は、製品のライフサイクル全体にわたる追跡に使用されます。
次の手順を使用して、に新しいコンテナ製品を作成しAWS Marketplace 管理ポータル、製品 ID を生成し
ます。

コンテナ製品 ID を作成するには
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

2.

メニューバーから [Assets (アセット)] を展開し、[コンテナ] を選択します。

3.

顧客向けの製品名を入力し、[作成] を選択します。必要な場合には、後でこの名前を変更できます。

4.

製品価格の詳細を作成または更新するときに、後で使用できるように製品 ID を書き留めておきます。

Tip
プロダクト ID を紛失した場合は、「アセット」メニューから「AWS Marketplace 管理ポー
タルコンテナ」を選択すると製品コードを見つけることができます。コンテナページには、
製品のリストとそれに関連する製品 ID が表示されます。
これで、最初のコンテナ製品と製品 ID が完成しました。次に、製品の価格の詳細を追加します。

コンテナ製品の価格詳細の作成または更新
コンテナ製品の価格詳細を更新するには、製品ロードフォーム (PLF) を使用する必要があります。製品の
PLF は、製品に関する情報を含むスプレッドシートです。次の手順では、PLF を使用して価格の詳細を含
む製品に関する情報を更新する方法の概要を示します。

Note
コンテナ製品の料金モデルの詳細については、「」コンテナ製品の料金 (p. 146) を参照してく
ださい
価格設定と計測方法を一致させる必要があります。コンテナ製品によるメータリングの詳細に
ついては、を参照してください毎時およびカスタムメータリングAWS Marketplace Metering
Service (p. 151)。

製品ロードフォームを使用してコンテナ製品の価格を更新するには
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
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2.

メニューバーから「アセット」を展開し、「ファイルアップロード」を選択します。

3.

右側の製品ロードフォームとセラーガイドから、コンテナ製品ロードフォームを選択します。

4.

コンピューターで PLF スプレッドシートを開き、フィールドに入力して製品を定義します。この情報
には、コンテナ製品を作成したときに書き留めた製品 ID が含まれます。

Tip
Microsoft Excel で PLF を表示しているときに、各フィールドにカーソルを合わせると、各
フィールドの入力方法に関するガイダンスを示すコメントが表示されます。
製品の価格モデルに基づいて、価格設定と計測寸法を記入してください。詳細については、次を参照
してください。
• カスタム計測用の製品ロードフォーム (p. 162)
• 時間単位の計測用の製品ロードフォーム (p. 154)

Note
必須フィールドには、スプレッドシートに REQUIRED という単語が付いた赤いヘッダー
が付いています。リクエストの処理に遅れが生じないように、これらのフィールドはすべ
て入力してください。
5.

PLF を保存します。

6.

まだ開いていない場合は、Web ブラウザを開いてにサインインしますAWS Marketplace 管理ポータ
ル。

7.

メニューバーから [Assets (アセット)] を展開し、[File Upload (ファイルのアップロード)] を選択しま
す。

8.

「ファイルをアップロード」で、コンピューターをブラウズして、このコンテナ製品用に保存した
PLF を選択します。

9.

アップロードする他の PLF と区別しやすいように、この PLF について簡単に説明してください。

10. [Upload] (アップロード) を選択します。アップロードした PLF は、ページ下部の表に表示されます。
価格の詳細は、AWS Marketplaceセラーオペレーションチームによって手動で確認および更新されます。
通常、更新が完了するまでに数営業日かかります。の状態を確認するには、の [アセット] メニューから
[コンテナ] を選択しますAWS Marketplace 管理ポータル。製品価格の詳細の確認が完了すると、電子メー
ルメッセージが送信されます。

Note
これで、コンテナ製品が制限された状態で作成されました。アカウントは製品を閲覧してテスト
したり、変更したりできます。他のテストアカウントにも公開できるようにしたり、公開する準
備ができたら、を参照してくださいコンテナ製品の公開 (p. 138)。
コンテナ製品の価格は、製品を公開するまではこれと同じ手順で編集できます。
製品の価格詳細を作成したら、他の製品詳細を追加したり、メータリングを製品に統合したり、製品のソ
フトウェアバージョンを作成したりできます。

AWS Marketplace Metering Serviceコンテナ製品への
統合
使用料金が設定されたコンテナベースの製品の場合は、AWS Marketplace製品を使用する資格の確認と請
求のための使用量の計測の両方にメータリングサービスを使用します。価格情報を設定する際には、作成
した価格モデルに合わせて測定する必要があります。詳細については、「毎時およびカスタムメータリン
グAWS Marketplace Metering Service (p. 151)」を参照してください。
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AWS License Managerコンテナ製品への統合
契約価格のコンテナベースの製品の場合は、AWS License Managerを使用してライセンスを製品に関連付
けます。
との統合の詳細についてはAWS License Manager、を参照してください以下のコンテナ製品の契約価格
AWS License Manager (p. 169)。

製品の新しいバージョンを追加する
製品には、その存続期間中に複数のバージョンが存在する可能性があります。各バージョンには、その
バージョンに固有のコンテナイメージのセットがあります。

Note
製品 ID と製品の価格を設定するまで、製品にバージョンを追加することはできません。こ
れらの手順の詳細については、「」と「」を参照してくださいコンテナ製品の製品 ID の作
成 (p. 130)コンテナ製品の価格詳細の作成または更新 (p. 130)。
製品のバージョンを作成するには、以下の手順を実行します。
トピック
• ステップ 1: リポジトリを追加する (p. 132)
• ステップ 2: コンテナイメージとアーティファクトをリポジトリにアップロードする (p. 133)
• ステップ 3: コンテナ製品に新しいバージョンを追加する (p. 135)
製品のコンテナイメージやその他のアーティファクトは、のリポジトリに保存されますAWS
Marketplace。通常、必要なアーティファクトごとに 1 つのリポジトリを作成しますが、リポジトリには
アーティファクトの複数のバージョンを (異なるタグで) 保存できます。

Note
製品デプロイのすべてのイメージは、AWS Marketplaceリポジトリのイメージを使用する必要が
あります。

ステップ 1: リポジトリを追加する
次の手順では、必要なリポジトリをに追加する方法について説明しますAWS Marketplace。

リポジトリを追加するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

「製品」メニューから「サーバー」を選択します。

3.

[サーバー製品] タブで、変更する製品を選択し、[変更をリクエスト] ドロップダウンから [リポジトリ
を追加] を選択します。

4.

作成するリポジトリの名前を入力します。複数の新しいリポジトリを作成する場合は、追加するリポ
ジトリごとに [新しいリポジトリを追加] を選択し、一意の名前を付けます。

Note
リポジトリは次の構造になります:<repositoryID>.dkr.ecr.useast-1.amazonaws.com/<sellerName>/<repositoryName>. リポジト
リにアイテムを追加すると (次の手順で)、アイテムにはタグが付けられ、次の
構造になります<repositoryID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
<sellerName>/<repositoryName>:<tag>。repositoryIDはの内部 ID ですAWS
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Marketplace。sellerNameこれは、出品用アカウント用に作成した名前に基づいていま
す。respositoryNameこのステップでを定義します。tagアーティファクトをリポジトリ
にアップロードするときに設定されます。
5.

[Submit] (送信) を選択します。

Note
製品ごとに最大 50 のリポジトリを設定できます。
新しいリクエストが作成され、「リクエスト」タブに表示されます。完了すると、数分以内に、作成した
リポジトリにコンテナイメージやその他のアーティファクトを追加できるようになります。

ステップ 2: コンテナイメージとアーティファクトをリポジトリ
にアップロードする
コンテナイメージとアーティファクトをリポジトリにアップロードするには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

「製品」メニューから「サーバー」を選択します。

3.

[サーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

4.

「変更をリクエスト」ドロップダウンから「リポジトリを追加」を選択します。

5.

[既存のリポジトリを表示] を選択します。

6.

アップロードするリポジトリを選択します。

7.

「プッシュコマンドを表示」を選択すると、Docker コンテナイメージと Helm チャートをそのリポジ
トリにプッシュするために使用できるコマンドを含む命令のリストが開きます。
コンテナイメージやその他のアーティファクトをリポジトリにプッシュする方法に関する一般的な情
報については、Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイドの「イメージのプッシュ」を参照
してください。

Note
docker pullまたはを呼び出すときに、次の Elastic Container Registry (Amazon ECR) API
オペレーションを使用できますdocker push。
• DescribeImages— これを使用して、リポジトリ内の画像に関するメタデータを確認しま
す。
• GetAuthorizationToken— アーティファクトをリポジトリにアップロードする前に認
証に使用し、docker pulldocker push次にまたはコマンドを使用します。
• ListImages— プッシュした画像のリストを表示するのに使用します。
8.

リストされているコマンドを使用して、AWS Marketplace必要なアーティファクトをローカルリポジ
トリから製品のリポジトリにプッシュします。

Note
tagpushコマンドで指定するは、リポジトリにアップロードするアーティファクトのバー
ジョンを区別するために使用されます。アーティファクトが属するバージョンに適したタグ
を使用してください。
9.

ご使用のバージョンで必要なコンテナーイメージまたはアーティファクトごとに繰り返します。

Note
ご使用のバージョンでは、各配信オプションに最大 50 個のコンテナイメージまたはアーティ
ファクトを含めることができます。配信オプションの詳細については、以下の手順を参照し
てください。
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アーティファクトをアップロードしたら、製品のバージョンを作成できます。

Note
コンテナイメージは自動的にスキャンされ、を満たしているかどうかが確認されますコンテナ
ベースの製品要件 (p. 144)。詳細については、コンテナ製品スキャンによるセキュリティ問題の
検出 (p. 144) を参照してください。

新しい配送オプションの追加
1.

新しい配送オプションを追加するには、「新しい配送オプション」を選択します。オプションを追加
したら、以下のステップの指示に従って設定します。

2.

配送オプションの配送方法を選択します。配信方法によって、購入者がソフトウェアを発売する方法
が決まります。
• Container Image の配信オプションでは、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon
Elastic Elastic Registry (Amazon ECR) リポジトリ内のコンテナイメージへのパスを指定します。購
入者はコンテナイメージパスを使用して、イメージを環境に直接取り込んでソフトウェアを起動し
ます。
• Helm チャート配信オプションでは、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon ECR リポ
ジトリ内の Helm チャートへのパスを指定します。バイヤーは、Helm Chartをデプロイ環境にイン
ストールしてソフトウェアを起動します。

3.

コンテナイメージ配信オプションを追加するには、次の手順を実行します。
a.

コンテナイメージで、製品バージョンのソフトウェアを含むコンテナイメージに Amazon ECR
URL を追加します。

b.

[配信オプションのタイトル] と [展開オプションの説明] に、この配信オプションのタイトルと説
明を入力します。

c.

「使用方法」に、購入者がソフトウェアを起動した後に使用するのに役立つ詳細情報を入力しま
す。
「サポート対象サービス」で、購入者がソフトウェアを起動できる環境を選択します。
展開テンプレートに、購入者がソフトウェアの起動に使用できるリソースを追加します。各テン
プレートのタイトルとリソースの URL を入力します。

d.
e.
4.

Helm Chart 配信オプションを追加するには、次の手順を実行します。
a.
b.
c.
d.
e.

ヘルムチャートで、購入者がデプロイ環境にインストールしてソフトウェアを起動する Amazon
ECR URL を Helm チャートに追加します。
コンテナイメージで、製品バージョンのソフトウェアを含むコンテナイメージに Amazon ECR
URL を追加します。
[配信オプションのタイトル] と [展開オプションの説明] に、この配信オプションのタイトルと説
明を入力します。
「使用方法」に、購入者がソフトウェアを起動した後に使用するのに役立つ詳細情報を入力しま
す。
「サポート対象サービス」で、購入者がソフトウェアを起動できる環境を選択します。

f.

オプション- Helm リリース名に、Helm チャートがインストールされる Kubernetes 名前空間の名
前を入力します。

g.

オプション- Helm インストール名前空間に、helm installコマンドで使用する Helm リリース
の名前を入力します。
オプション- Kubernetes サービスアカウント名に、AWS Identity and Access Management (IAM)
への接続に使用する Kubernetes サービスアカウントの名前を入力します。Kubernetes サービス
アカウントは、AWSライセンスやメータリングなどのサービスを呼び出します。
QuickLaunchこの製品バージョンで有効にすることを選択してください。 QuickLaunch はの機能
ですAWS Marketplace。購入者は、 QuickLaunch を使用して Amazon EKS クラスターをすばや
く作成し、そのクラスター上でソフトウェアを起動できますAWS CloudFormation。詳細につい
ては、QuickLaunch のを参照してくださいAWS Marketplace。

h.
i.
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j.
k.

5.
6.

オーバーライドパラメーターに、ソフトウェアを起動する Helm CLI コマンドで使用されるパラ
メーターを入力します。購入者は提供されたデフォルト値を上書きできます。有効にした場合は
QuickLaunch、 CloudFormation フォームのパラメータ名と説明も入力してください。
コンソール、コマンドラインツール、API 内の機密情報を隠すには、「パスワードとシーク
レットを非表示」を選択します。詳細については、『AWS CloudFormationユーザーガイド』
のNoEcho「パラメーター」にあるパラメーターのドキュメントを参照してください。

必要に応じて、新しい配信オプションを選択して配信オプションを追加し、前の手順に従って設定し
てください。
[Submit] (送信) を選択します。

ステップ 3: コンテナ製品に新しいバージョンを追加する
コンテナ製品に新しいバージョンを追加するには
1.
2.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。
「製品」メニューから「サーバー」を選択します。

3.

[サーバー製品] タブで、バージョンを追加する製品を選択します。次に、[変更をリクエスト] ドロッ
プダウンから [新しいバージョンを追加] を選択します。
新しいバージョンの追加ページで、お使いのバージョンのバージョンタイトルとリリースノートを入
力します。

4.
5.

バージョンの詳細を入力したら、次は配信オプションを追加します。配信オプションとは、購入者が
製品バージョンからソフトウェアを起動する際に使用できる一連の指示と情報です。配送オプション
は、購入者にとってはフルフィルメントオプションと呼ばれます。

Note
製品は、異なるコンテナイメージ (Kubernetes や Ubuntu のデプロイなど) を使用して複数の
プラットフォームをサポートできます。購入者が商品を設定する方法ごとに配送オプション
を1つずつ作成できます。1つの商品につき最大4つの配送オプションを作成できます。
a.

6.

商品に他のバージョンの配送オプションが既にある場合は、既存のオプションをテンプレートと
して使用して、新しいバージョンに配送オプションを追加できます。「配信オプション」で、追
加する配信オプションをリストから選択します。このオプションは、以下の手順の指示に従って
編集できます。
b. 新しい配送オプションを追加するには、「新しい配送オプション」を選択します。オプションを
追加したら、以下のステップの指示に従って設定します。
配送オプションの配送方法を選択します。配信方法によって、購入者がソフトウェアを発売する方法
が決まります。
• Container Image の配信オプションでは、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon
Elastic Elastic Registry (Amazon ECR) リポジトリ内のコンテナイメージへのパスを指定します。購
入者はコンテナイメージパスを使用して、イメージを環境に直接取り込んでソフトウェアを起動し
ます。

7.

• Helm チャート配信オプションでは、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon ECR リポ
ジトリ内の Helm チャートへのパスを指定します。バイヤーは、Helm Chartをデプロイ環境にイン
ストールしてソフトウェアを起動します。
コンテナイメージ配信オプションを追加するには、次の手順を実行します。
a.

コンテナイメージで、製品バージョンのソフトウェアを含むコンテナイメージに Amazon ECR
URL を追加します。

b.

[配信オプションのタイトル] と [展開オプションの説明] に、この配信オプションのタイトルと説
明を入力します。
「使用方法」に、購入者がソフトウェアを起動した後に使用するのに役立つ詳細情報を入力しま
す。

c.
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8.

d.

「サポート対象サービス」で、購入者がソフトウェアを起動できる環境を選択します。

e.

展開テンプレートに、購入者がソフトウェアの起動に使用できるリソースを追加します。各テン
プレートのタイトルとリソースの URL を入力します。

Helm Chart 配信オプションを追加するには、次の手順を実行します。
a.

ヘルムチャートで、購入者がデプロイ環境にインストールしてソフトウェアを起動する Amazon
ECR URL を Helm チャートに追加します。

b.

コンテナイメージで、製品バージョンのソフトウェアを含むコンテナイメージに Amazon ECR
URL を追加します。

c.

[配信オプションのタイトル] と [展開オプションの説明] に、この配信オプションのタイトルと説
明を入力します。

d.

「使用方法」に、購入者がソフトウェアを起動した後に使用するのに役立つ詳細情報を入力しま
す。

e.

「サポート対象サービス」で、購入者がソフトウェアを起動できる環境を選択します。

f.

オプション- Helm リリース名に、Helm チャートがインストールされる Kubernetes 名前空間の名
前を入力します。

g.

オプション- Helm インストール名前空間に、helm installコマンドで使用する Helm リリース
の名前を入力します。

h.

オプション- Kubernetes サービスアカウント名に、AWS Identity and Access Management (IAM)
への接続に使用する Kubernetes サービスアカウントの名前を入力します。Kubernetes サービス
アカウントは、AWSライセンスやメータリングなどのサービスを呼び出します。

i.

QuickLaunchこの製品バージョンで有効にすることを選択してください。 QuickLaunchはの機能
ですAWS Marketplace。購入者は、 QuickLaunch を使用して Amazon EKS クラスターをすばや
く作成し、そのクラスター上でソフトウェアを起動できますAWS CloudFormation。詳細につい
ては、QuickLaunch のを参照してくださいAWS Marketplace。

j.

オーバーライドパラメーターに、ソフトウェアを起動する Helm CLI コマンドで使用されるパラ
メーターを入力します。購入者は提供されたデフォルト値を上書きできます。有効にした場合
は QuickLaunch、 CloudFormation フォームのパラメータ名と説明も入力してください。AWS
MarketplaceManagement Console を使用する場合、パラメータは 15 個までに制限されますが、
を使用する場合は制限はありませんAWS Marketplace Catalog API。詳細については、「コンテナ
ベースの製品への新しいバージョンの追加」を参照してください。

Note
いくつかのオーバーライドパラメータが必要です。Amazon EKS Anywhere 製
品では、DefaultValueの付いたライセンスシークレットのオーバーライド
パラメータが必要です"${AWSMP_LICENSE_SECRET}"。有料製品の場合、
サービスアカウント設定の Override パラメータを 1 つ指定する必要がありま
す"${AWSMP_SERVICE_ACCOUNT}"。DefaultValue
k.

9.

コンソール、コマンドラインツール、API 内の機密情報を隠すには、「パスワードとシーク
レットを非表示」を選択します。詳細については、『AWS CloudFormationユーザーガイド』
のNoEcho「パラメーター」にあるパラメーターのドキュメントを参照してください。

必要に応じて、新しい配信オプションを選択して配信オプションを追加し、前の手順に従って設定し
てください。

10. [Submit] (送信) を選択します。
新しいバージョンのリクエストが作成され、数分以内に完了するはずです。サーバー製品ページの「リク
エスト」タブからリクエストを追跡できます。

Note
新しいバージョンは、すべての購入者が利用できます。商品が現在限定在庫に設定されている場
合、その製品を購入できる購入者はそのバージョンを購入できます。商品が現在一般公開に設定
されている場合、AWS Marketplace新しいバージョンはすべての購入者が利用できます。
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これが初めてのバージョンセットであれば、製品を公開する準備が整いました。製品のパブリッシュ方法
については、「」コンテナ製品の公開 (p. 138) を参照してください
新しいバージョンのリクエストが作成され、数分以内に完了するはずです。サーバー製品ページの「リク
エスト」タブからリクエストを追跡できます。

Note
新しいバージョンは、すべての購入者が利用できます。商品が現在限定在庫に設定されている場
合、その製品を購入できる購入者はそのバージョンを購入できます。商品が現在一般公開に設定
されている場合、AWS Marketplace新しいバージョンはすべての購入者が利用できます。
これが初めてのバージョンセットであれば、製品を公開する準備が整いました。次のトピックでは、製品
の公開について説明します。
これが初めてのバージョンセットであれば、製品を公開する準備が整いましたthe section called “コンテナ
製品の公開” (p. 138)。を参照してください。

バージョン情報の更新
バージョンを作成したら、バージョンに関連する情報を変更して、購入者に最新の情報を提供すると役
立つ場合があります。たとえば、バージョン1.1のリリース後にバージョン1.0を制限する予定であれば、
バージョン1.0の説明を更新して、購入者にバージョン1.1に誘導することができます。バージョン 1.0 が
制限される日付を入力してください。バージョン情報は、から更新しますAWS Marketplace 管理ポータ
ル。

バージョン情報を更新するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

「製品」メニューから「サーバー」を選択します。

3.

[サーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

4.

「変更をリクエスト」ドロップダウンから、「バージョン情報の更新」を選択します。

5.

[バージョンの更新] ページで、更新するバージョンを選択して [送信] を選択します。

6.

選択したバージョンを更新します。更新できるフィールドは、製品バージョンまたは配信オプション
のステータスによって異なります。
a.

すべてのバージョンについて、リリースノートを更新できます。

b.

まだ公開されていないバージョンについては、バージョンタイトルを更新できます。

c.

制限されていない配送オプションについては、以下のフィールドを更新できます。
• 説明
• 使用方法
• サポート対象サービス

d.

まだ公開されていないバージョンの配信オプションについては、以下のフィールドを更新できま
す。
• 配信オプションタイトル
• ヘルムチャート (ヘルムチャート配信オプションのみ)
• コンテナイメージ
• デプロイメントリソース

7.

[Submit] (送信) を選択します。

8.

リクエストが [リクエスト] タブに [審査中] ステータスで表示されていることを確認します。
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リクエストのステータスは、「サーバー製品」ページの「リクエスト」タブからいつでも確認できます。

コンテナ製品の製品情報の作成または更新
製品 ID を作成して価格を設定したら、コンテナ製品について顧客に表示される内容などの製品情報を編集
できますAWS Marketplace。次の手順では、製品の製品詳細を作成する手順を説明します。

コンテナ製品の製品詳細を作成または更新するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

「製品」メニューから「サーバー」を選択します。

3.

[サーバー製品] タブで、変更する製品を選択します。

4.

[変更をリクエスト] ドロップダウンから、[製品情報の更新] を選択します。

5.

変更する必要がある次のフィールドのいずれかを更新します。
• 製品タイトル
• SKU
• 短い説明
• 長い説明
• 製品ロゴ画像 URL
• ハイライト
• 製品カテゴリ
• [Keywords] (キーワード)
• 製品ビデオ URL
• リソース
• Support 情報

Note
画像 URL は、パブリックにアクセス可能な Amazon S3 バケット内になければなりません。
ロゴ形式の詳細については、「」会社と製品のロゴ要件 (p. 289) を参照してください
6.

[Submit] (送信) を選択します。

7.

リクエストが [リクエスト] タブに [審査中] ステータスで表示されていることを確認します。リスト内
のリクエストを確認するとき、ページの更新が必要になる場合があります。

リクエストのステータスは、「サーバー製品」ページの「リクエスト」タブからいつでも確認できます。

コンテナ製品の公開
最初に製品を作成した時点では、その在庫はアカウントのみに制限されています。製品をテストする準備
ができたら (製品詳細の入力と最初のバージョンの作成を含む)、他のアカウントでテストできるようにし
たり、すべてのアカウントが公開製品として利用できるようにしたりできます。

Note
公開する前に、画像リンク、導入テンプレート、説明、価格など、製品を確認して正確性を確認
する必要があります。公開されている製品の価格モデルを変更することはできません。
限定商品を他のアカウントに公開したり、一般公開したりするには、AWS Marketplaceセラーオペレー
ションチームにお問い合わせください。リクエストには、製品 ID を入力し、変更内容を説明してくださ
い。
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Note
また、購入者に提供したくないバージョンを制限することもできます。公開されている製品にテ
ストバージョンが表示されないように、製品を公開するリクエストにこれを含めることができま
す。
公開製品の後に公開バージョンがなくなる場合は、バージョンを制限することはできません。
コンテナ製品を公開すると、AWSそのコンテナ製品はすべての顧客に表示され、その顧客は製品を購読し
てリリースできるようになります。AWS Marketplaceセラーオペレーションチームは、製品情報のデータ
と、へのテストコールを確認しますAWS Marketplace Metering Service。

Amazon EKS でのアドオン製品の公開
Amazon EKS アドオンは、Kubernetes アプリケーションをサポートする操作機能を提供する操作機能を
提供する操作機能を提供する操作機能を提供する操作機能を提供する操作機能を提供する操作機能を提
供する操作機能を提供する操作機能を提供するソフトウェアですが、アプリケーションに固有のもので
はありません。たとえば、Amazon EKS アドオンには、クラスターがネットワーク、コンピューティン
グ、およびストレージの基盤となるAWSリソースと対話できるようにする可観測性エージェントまたは
Kubernetes ドライバーが含まれています。
Amazon EKS などのデプロイオプションを備えたコンテナ製品の販売者は、AWS Marketplace製品のバー
ジョンをアドオンとして公開できます。アドオンは Amazon EKS コンソールで、AWS他のベンダーが管
理しているアドオンの横に表示されます。購入者は Amazon EKS コンソール、API サービスエンドポイン
ト、または SDK を使用して、他のアドオンと同じように簡単にアドオンをデプロイできます。AWS CLI
詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon EKS アドオンを参照してください。

AWS Marketplaceコンテナ製品をアドオンとして準備する
AWS Marketplaceコンテナー製品をアドオンとして公開するには、次の要件を満たしている必要がありま
す。
• コンテナ製品はで公開する必要がありますAWS Marketplace。
• 使用するコンテナ製品に、ユーザーが独自のライセンスを導入する (BYOL) 料金モデルを使用してはな
りません。
• すべてのコンテナイメージと HelmAWS Marketplace チャートを管理された ECR リポジトリにプッ
シュ配信するなど、コンテナベースの製品要件をすべて順守する必要があります。これには、たとえ
ばオープンソースの画像が含まれますnginx。画像やチャートは、Amazon ECR Public Gallery、、な
どの外部リポジトリを含むがこれらに限定されない他の外部リポジトリでホストすることはできません
Quay。Docker Hub
• コンテナ製品を Amazon EKS クラスターにデプロイするための Helm チャートを作成する必要がありま
す。Helm チャートを作成するには、次の要件を満たす必要があります。
• コンテナ製品は、名前空間を含む初期名前空間ではない Kubernetes 名前空間にデプロイする必要が
あります。default
• Container 製品には、少なくとも 1 つの Kubernetes サービスアカウントが含まれている必要がありま
す。サービスアカウントは、AWS のサービスAWS Marketplaceコンテナ請求統合に必要なサービスを
含むすべてのサービスにアクセスするには、サービスアカウントの IAM ロールを引き受けることがで
きなければなりません。

Amazon EKS アドオンとしてコンテナ製品を提出する
1.

コンテナーイメージと Helm chart を新しいリポジトリにアップロードする手順については、「製品の
新しいバージョンの追加」を参照してください。
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2.

コンテナ製品の新しいバージョンを追加し、配送方法のヘルムチャートオプションを選択します。

3.

使用しているアドオンに関する情報を次の表にまとめてください。

アドオンテーブル
データ

説明

例

変更タイプの追
加に必要

更新タイプの変
更に必要

変更タイプを制
限する場合に必
須

タイプの変更

指定されたリク
エストのタイ
プ。

Add

はい

はい

はい

Add— アドオ
ンの最初のバー
ジョンまたは新
しいバージョン
のいずれかを追
加しています。
Update— 既存
のアドオンを更
新しています。
Restrict— ア
ドオンのバー
ジョンを制限し
たい。
製品 ID

で公開されてい
るコンテナ製品
の製品IDAWS
Marketplace。
製品 ID を確認
するには、の
[サーバ製品]
ページのリス
トから製品を選
択しますAWS
Marketplace 管
理ポータル。

はい
はい
example1abcd-1234-5ef6-7890abcdef12

はい

バージョン名

アドオンの
Helm チャート
を含む製品の新
しいバージョン
を追加したとき
に指定したバー
ジョン名。こ
の値はに表示
されますAWS
Marketplace。

v1.0.1

はい

はい

いいえ

配信オプション
のタイトル

アドオンの
Helm チャート
を含む配信オプ
ションに指定さ
れたタイトル。

配信オプション
1の例

はい

いいえ

いいえ
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データ

説明

例

変更タイプの追
加に必要

更新タイプの変
更に必要

変更タイプを制
限する場合に必
須

この値はに表示
されますAWS
Marketplace。
アドオン名

アドオンのユ
exampleニークな識別
addon
子。購入者が
この値を指定
して、アドオン
を Amazon EKS
クラスターに
インストール
します。この
値は、Amazon
EKS に表示さ
れます。

はい

いいえ

いいえ

アドオンバー
ジョン

現在使用してい v1.0.1a
る CoreDNS ア
ドオンのバー
ジョン名。購
入者はアドオン
名に加えてこの
値を指定して、
このアドオン
を Amazon EKS
クラスターに
インストール
します。この
値は、Amazon
EKS に表示さ
れます。

はい

いいえ

いいえ

タイプ

DescribeAddonVersionsAPI
はい
いいえ
いいえ
monitoring
オペレーショ
ンを使用して
Amazon EKS で
利用可能なアド
オンを見つける
際に、ユーザー
がフィルタリン
グできるもので
す。typeこの
値は、Amazon
EKS に表示
されます。
指定できる
値:autoscalingcertmanagementcostmanagementetcdbackup、gitopsingressservic

Kubernetes
バージョン

アドオンと互
換性のある
Kubernetes
バージョンのリ
スト。

1.20、1.22
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データ

説明

例

変更タイプの追
加に必要

更新タイプの変
更に必要

変更タイプを制
限する場合に必
須

プラットフォー
ムアーキテク
チャ

アドオンと互換
性のあるプラッ
トフォームアー
キテクチャのリ
スト。

amd64、arm64

はい

いいえ

いいえ

Kubernetes 名
前空間

アドオンがデプ
ロイされている
名前空間。

examplenamespace

はい

いいえ

いいえ

Kubernetes
サービスアカウ
ント

AWS のサー
ビスAWS
Marketplaceコ
ンテナ請求統合
に必要なサービ
スを含め、アク
セスするサービ
スアカウントの
IAM ロールを引
き継ぐサービス
アカウント。

exampleserviceaccount

はい

いいえ

いいえ

AWS 管理ポリ
シー

アドオンが正し
く機能するため
に必要な管理
ポリシーの名
前を、行で区
切ったリスト
です。これら
の管理ポリシー
は、AWS の
サービスAWS
Marketplaceコ
ンテナ請求統合
に必要なサービ
スを含め、アド
オンがアクセス
することを前提
とするサービス
アカウントの
IAM ロールに添
付されます。

はい
いいえ
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
および
AmazonS3ReadOnlyAccess

AWS管理ポリ
シーを指定する
ときは、最小権
限権限のベスト
プラクティスに
従う必要があり
ます。
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データ

説明

インラインポリ
シー

AWS
Marketplaceコ
ンテナ請求統合
に必要なサービ
スを含め、アド
オンがアクセス
すると想定する
サービスアカ
ウントの IAM
ロールにイン
ラインで追加
されたカスタ
ム IAMAWS の
サービス ポリ
シーを含めてく
ださい。
IAM ポリシー
は、最小権限の
アクセス権限に
従う必要があり
ます。

4.

例

{

変更タイプの追
加に必要

更新タイプの変
更に必要

変更タイプを制
限する場合に必
須

はい

いいえ

いいえ

"Version":
"2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect":
"Allow",
"Resource":
"*"
}
]

}

AWS Marketplace販売者として登録されているにサインインしている間に、AWS アカウントサポート
リクエストで収集したデータを送信します。

Note
サポートリクエストフォームの詳細情報は、最大 1,000 文字に制限されています。アドオン
からのデータがフォームの文字制限を超える場合は、意図を説明する簡単なメッセージを添
えてサポートリクエストフォームを送信してください。サポートリクエストの送信を確認す
る自動メールメッセージを受信したら、アドオンに関する完全な情報を記載した返信メール
を送信します。

Amazon EKS アドオンのバージョンの制限
Amazon EKS アドオンとして公開されているバージョンのコンテナ製品へのアクセスを制限する必要があ
る場合があります。

Note
公開製品に公開バージョンがないという場合は、バージョンを制限することはできません。
1.

AWS Marketplace販売者として登録されているにサインインしている間に、サポートリクエストで必
要な詳細を送信してください。AWS アカウント

2.

製品を制限するために必要な詳細情報については、the section called “Amazon EKS アドオンとしてコ
ンテナ製品を提出する” (p. 139)手順の「変更タイプの制限に必要」列を参照してください。

3.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

4.

「製品」メニューから「サーバー」を選択します。

5.

[サーバー製品] タブで、制限する製品を選択します。

6.

「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから「バージョンを更新」を選択し、「バージョンの制
限」を選択します。
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7.

制限するバージョンを選択し、[Submit] を選択します。

コンテナ製品スキャンによるセキュリティ問題の検出
コンテナ製品に新しいバージョンを追加する変更リクエストを作成すると、その新しいバージョンに含ま
れるコンテナイメージをスキャンし、セキュリティの脆弱性をチェックします。そのために、 layer-bylayer 画像に対して静的スキャンを実行します。リモートから悪用可能なリスクベクトルを含む重大な脆弱
性が見つかった場合は、見つかった問題のリストを提供します。取り込みと公開プロセスの遅延を避ける
ため、Clair、、Twistlockなどのコンテナイメージスキャナーを使用して独自のセキュリティ分析を実行す
ることを強くお勧めします。Aqua SecurityTrend Micro
コンテナイメージを構築するためのベースイメージの選択は、最終的なイメージのセキュリティプロファ
イルに大きな影響を与えます。既知の重大な脆弱性があるベースイメージを選択した場合、アプリケー
ションソフトウェアレイヤーがクリーンであっても、ベースレイヤーが原因でフラグが立てられます。イ
メージをビルドしてに送信する前に、脆弱性のないベースコンテナから始めていることを確認することを
お勧めしますAWS Marketplace。

コンテナベースの製品要件
AWS Marketplaceは、以下のすべてのコンテナベースの製品および製品について、以下の要件を順守して
いますAWS Marketplace。これらの要件は、お客様に安全で信頼できるカタログを提供するのに役立ちま
す。また、出品者には、特定の商品のニーズを満たすために、必要に応じて追加の規制やプロトコルの導
入を検討することをお勧めします。
すべての製品とその関連メタデータは、送信時にレビューされ、最新の製品を満たしているか、それを上
回っているかが確認されます。AWS Marketplace要件。当社は、進化し続けるセキュリティやその他の使
用要件に合わせて、これらのポリシーを見直し、調整します。AWS Marketplace既存の製品がこれらの要
件の変更を引き続き満たしていることを継続的に検証します。製品がコンプライアンス違反になった場
合、AWS Marketplace製品の更新についてご連絡します。場合によっては、問題が解決されるまで、新し
い受信者が製品を一時的に利用できないことがあります。

セキュリティ要件
すべてのコンテナベースの製品は、次のセキュリティ要件を満たす必要があります。
• Docker コンテナイメージには、既知のマルウェア、ウイルス、または脆弱性が含まれていない必要があ
ります。セルフサービスのコンテナイメージインジェストツールは脆弱性を検出できます。コンテナス
キャンツールを使用するには、AWS Marketplace 管理ポータル、コンテナからのアセットメニューをク
リックして、製品の画像を送信してください。
• コンテナベースの製品を管理するためのアクセスが必要な場合AWS資源、それは達成されなければなら
ないサービスアカウントの IAM ロール(Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を介して実
行されている場合) またはタスク用の IAM ロール(Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を介
して実行する場合)、ユーザーにアクセスキーをリクエストする代わりに。
• コンテナベースの製品は、実行に必要な最低限の権限のみが必要です。詳細については、次を参照して
ください。ECS セキュリティそしてEKS セキュリティ。
• コンテナイメージは、デフォルトで root 以外の権限で実行するように設定する必要があります。

アクセスの要件
すべてのコンテナベースの製品は、次のアクセス要件を満たす必要があります。
• コンテナベースの製品では、ランダムな初期パスワードを使用する必要があります。コンテナベースの
製品では、外部管理アクセス (Web インターフェイスを介したアプリケーションへのログインなど) に、
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最初の固定パスワードや空白パスワードを使用してはなりません。購入者は、自分の認証情報を設定ま
たは変更する前に、このランダムなパスワードの入力を求められる必要があります。
• アプリケーションへの外部からのアクセスは、お客様が明示的に同意し、有効にする必要があります。

顧客情報の要件
すべてのコンテナベースの製品は、次の顧客情報要件を満たす必要があります。
• ソフトウェアは、BYOL (Bring Your Own License) で要求されている場合を除き、お客様の知らないう
ちに明示的な同意を得ることなく、顧客データを収集またはエクスポートしてはなりません。顧客デー
タを収集またはエクスポートするアプリケーションは、次のガイドラインに従う必要があります。
• 顧客データの収集は、セルフサービスで、自動化され、安全でなければなりません。購入者は、出品
者がソフトウェアの導入を承認するのを待つ必要はありません。
• 顧客データの要件は、リストの説明または使用説明書に明確に記載する必要があります。これには、
収集される内容、顧客データの保存場所、および使用方法が含まれます。例:この製品では、名前およ
び E メールアドレスを収集します。この情報はに送信され、に保存されます<company name>。この
情報は、購入者に連絡する目的でのみ使用されます<product name>。
• 支払い情報は収集しないでください。

製品の使用要件
すべてのコンテナベースの製品は、次の製品使用要件を満たす必要があります。
• 出品者は、完全に機能する商品のみを出品できます。試用または評価を目的としたベータ版またはプレ
リリース版製品は許可されていません。販売者が同等の有料版を以下に提供している場合、商用ソフト
ウェアの開発者版、コミュニティ版、BYOL版がサポートされますAWS Marketplace無料版を提供して
から90日以内。
• コンテナベースの製品のすべての使用説明書には、コンテナベースの製品をデプロイするためのすべて
の手順が含まれている必要があります。使用説明書には、以下の対応するコンテナイメージを指すコマ
ンドとデプロイメントリソースを提供する必要がありますAWS Marketplace。
• コンテナベースの製品には、契約者がソフトウェアを使用するために必要なすべてのコンテナイメージ
が含まれている必要があります。さらに、コンテナベースの製品では、ユーザーが外部からの画像を使
用して製品を起動する必要があってはなりません。AWS Marketplace(サードパーティのリポジトリから
のコンテナイメージなど)。
• コンテナとそのソフトウェアはセルフサービス方式でデプロイ可能でなければならず、追加の支払い
方法や費用を必要としないものでなければなりません。デプロイ時に外部依存を必要とするアプリケー
ションは、次のガイドラインに従う必要があります。
• 要件は、リストの説明または使用説明書で開示する必要があります。例:この製品を正しく導入する
には、インターネット接続が必要です。次のパッケージがデプロイ時にダウンロードされます:<list of
package>.
• 出品者は、すべての外部依存関係を使用し、その可用性とセキュリティを確保する責任を負います。
• 外部依存関係が利用できなくなった場合は、製品をAWS Marketplace同様に。
• 外部依存関係には、追加の支払い方法や費用が必要であってはなりません。
• 購入者の直接の管理下にない外部リソースへの継続的な接続を必要とするコンテナ (外部APIやAWS販売
者または第三者が管理するサービス-次のガイドラインに従う必要があります。
• 要件は、リストの説明または使用説明書で開示する必要があります。例:この製品には継続的なイン
ターネット接続が必要です。正常に機能するには、以下の継続的な外部サービスが必要です:<list of
resources>.
• 出品者は、すべての外部リソースを使用し、その可用性とセキュリティを確保する責任を負います。
• 外部リソースが使用できなくなった場合は、製品をAWS Marketplace同様に。
• 外部リソースは追加の支払い方法や費用を必要とせず、接続の設定を自動化する必要があります。
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• 製品ソフトウェアとメタデータには、ユーザーを他のクラウドプラットフォーム、追加製品、または
以下で利用できないアップセルサービスにリダイレクトするような文言を含んではいけませんAWS
Marketplace。
• 別の製品または他の ISV 製品のアドオンである場合は、製品説明に、他の製品の機能を拡張し、それな
しでは製品の有用性が非常に限られていることを明記する必要があります。例:この製品は、<product
name>本製品の機能を拡張する場合とない場合がありますが、この製品の有用性は非常に限られていま
す。<product name>このリストのすべての機能を利用するには、独自のライセンスが必要になる場合が
あることに注意してください。

アーキテクチャの要件
すべてのコンテナベースの製品は、次のアーキテクチャ要件を満たす必要があります。
• のソースコンテナイメージですAWS Marketplaceが所有する Amazon Elastic Container Registry
(Amazon ECR) リポジトリにプッシュする必要がありますAWS Marketplace。これらのリポジトリ
は、AWS Marketplace 管理ポータルコンテナ製品リストの各サーバー製品の下にあります。
• コンテナイメージは Linux をベースにする必要があります。
• 有料のコンテナベースの製品は、次の場所に導入できる必要がありますAmazon ECS,Amazon EKS、ま
たはAWS Fargate。
• 契約価格設定と統合機能を備えた有料コンテナベースの製品AWS License Managerアマゾン EKS、アマ
ゾン ECS、AWS Fargate、Amazon EKS Anywhere、Amazon ECS Anywhere、レッドハット OpenShift
AWS (ROSA)、オンプレミスの自己管理型 Kubernetes クラスター、または Amazon Elastic Compute
Cloud でのサービス。

コンテナ製品の使用説明書
コンテナ製品の使用説明書を作成する際は、以下に記載されている手順とガイダンスに従ってくださ
い。the section called “AMI とコンテナ製品の使用方法” (p. 60)。

コンテナ製品の料金
このセクションでは、コンテナ製品で利用できる料金モデルについて説明します。Amazon Elastic
Kubernetes Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic
Kubernetes Service (Amazon EKS)、およびAWS Fargate。1 つの製品につき 1 つの料金設定ができます。

Note
AWS Marketplace Metering Service を使用して、有料製品の使用権限管理および計測を強化しま
す。タスク単位またはポッド単位の料金については、AWS。
コンテナ製品に設定した料金は、すべてに適用されますAWS リージョン。コンテナ製品の料金を下げるた
びに、新しい料金が購入者に即時に実装されます。料金を上げる場合、変更が請求に反映される 90 日前
に既存の購入者はその変更について通知されます。新規購入者には新しい金額が請求されます。

Note
新規加入者の場合、価格変更はすぐに有効になります。既存の購読者の場合、価格変更は、価格
変更通知が送信された日から始まる 90 日間の翌月の初日に有効になります。たとえば、3 月 16
日に価格変更通知を送信するとします。6月16日は3月16日から約90日後です。価格変更は 90 日
の次の月の初日に行われるため、変更の発効日は 7 月 1 日です。

コンテナ料金モデル
AWS Marketplaceには、コンテナ製品の複数の料金モデルがあります。
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次の表に、コンテナベースの製品の料金モデルに関する一般的な情報を示します。

コンテナ製品の料金モデル
料金モデル

説明

Bring-Your-OwnLicense (BYOL)

BYOLは外部で管理されていますAWS Marketplace購入者と結んでいる外部の請求
関係を通してです。

月別

月額固定料金
ユーザーに翌月中の無制限の製品使用を提供する固定月額料金
例: 製品に 1 か月あたり 99 USD の価格を設定します。製品には、Amazon ECS
タスク定義を使用してデプロイされた 3 つの異なるコンテナイメージが含まれま
す。
購入者が製品をサブスクライブした後、すぐに 99 USD が課金され、サブスク
リプションをキャンセルするまで毎月繰り返されます。また購入者は、製品の無
制限の使用を取得します。また、購入者はタスクが実行されているすべてのイン
フラストラクチャで個別に支払いを行います。サブスクライブ中は、コンテナイ
メージにアクセスできます。これらのイメージから、任意の数のコンテナを起動
して実行できます。
購入者が月の途中でサブスクリプションをキャンセルすると、Amazon ECR リ
ポジトリにはアクセスできなくなります。AWS Marketplaceはコンテナイメージ
を保存します。購入者が元の画像を取り出して保存した可能性があります。ただ
し、を通じて利用可能にした新しいコンテナイメージのバージョンを取得するこ
とはできなくなりますAWS Marketplace。購入者には最終月の未使用分の料金が
返金されます。購入者の使用量から同意した AWS Marketplace 料金を差し引いた
金額に基づいて支払いが行われます。

カスタムメトリクス
料金ディメンション

定義されたディメンション (ユーザー、ノード、リポジトリ、GB) に基づくカスタ
ム従量制料金 (製品あたり最大 24 ディメンション)。
例: ユーザーによる製品課金。管理者ユーザーと通常ユーザーがあり、管理ユー
ザーの料金を 2 USD、通常ユーザーの料金を 1 USD と定義します。商品を出品
する際にそれぞれに異なるディメンションを設定できます。1 日にログインした
ユーザーごとに課金され、一日あたりの使用量が計測されます。

タスクあたりまたは
ポッドあたりの時間
単位料金

Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッド
Amazon ECS タスクごとあるいはAmazon EEKS ポッドごとに 1 時間あたりの料
金設定による秒単位の測定。
例: 製品には、コントローラーノード、ワーカーノード、分析ノードの 3 つの異な
るコンテナイメージがあります。コントローラーノードがなければ製品は機能し
なかったり、役に立たなかったりするため、使用量を課金するイメージを決めま
す。1 時間あたり 6 USD の料金を設定します。
コントローラーノードのコンテナイメージでソフトウェアを変更してAWS
Marketplace Metering Service RegisterUsageAPI オペレーション。これによ
り、アクティブなサブスクリプションがある購入者だけが、そのコンテナイメー
ジを起動して実行することができます。その使用量は実行された時間に基づいて
計測されます。
購入者は、実行中のAmazon EKS コントローラーポッドの使用量について、1 時
間あたり 6 USD の使用料が課金されます 購入者がコントローラーノードコンテ
ナを含む 5 EKS コントローラーポッドを起動すると、1 時間あたり 30 USD (ポッ
ドあたり 6 USD) が課金されます。また、購入者は、ポッドが実行するインフラ
ストラクチャに対して個別に支払いを行います。
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料金モデル

説明
時間単位の課金の場合、課金は秒単位で、最小は 1 分です。登録者がこのコ
ントローラーコンテナを 20 分 30 秒実行すると、20 x ($6/60) + 30 x
($6/60/60) = $2 + $0.05 = $2.05 の料金が課金されます。購入者の使用
量から同意した AWS Marketplace 料金を差し引いた金額に基づいて支払いが行わ
れます。

長期契約での時間単
位/使用量

割引価格による長期契約、前払いまたは定期的な分割払い。長期契約は、カスタ
ム従量制料金が設定されている既存の製品、またはタスク、ポッドごとに追加で
きます。購入者が長期契約による購入を超えた消費を行うと、従量制料金を支払
います。
例: 従量制料金モデルでは、購入者に対して長期契約価格を追加して、前払いのコ
ミットのdiscount ことができます。通常、消費されたユニットごとに1ドルを請求
するとします。1時間に1ユニットを使用する購入者は、年間8760ドルを支払うこ
とになります（365 days x 24 hours x $1 per hour). 購入者がその365日
間、1時間に1ユニットをその半分の価格（4380ドル）で使用できるようにする契
約を有効にすることができます。この場合、購入者は前払いの支払いを行い、料
金がユニットあたり 1 USD から 0.5 USD に割引されることになります。また、
購入者がこれらの契約を複数購入できるようにすることもできます。計量された
数量が、購入者が1時間に10ユニットを消費し、2つの契約を結んでいることを示
している場合、2つのユニットが2つの契約に含まれます。追加の8ユニットは、通
常の1時間あたり1ドルで請求され、その時間には合計8ドルが請求されます。
タスクごとあるいはポッドごとに、購入者に対して長期契約価格を追加して、前
払いのコミットのdiscount ことができます。通常、ポッドごとに 6 USD を請求す
る場合、13,140 USD の価格で 365 日の長期契約期間を設定できます (365 days
x 24 hours x $3 per pod per hour). 1 つの契約では、その 365 日間、1
時間あたり 1 ポッドを顧客に付与することになります。顧客は複数の契約を購入
することを選択できます。たとえば、顧客は 2 つの契約を購入し、1 時間あたり
2 つの Pod を利用することができます。顧客が 1 時間あたり資格のある契約より
も多くのポッドを実行する場合、超過したポッドは通常の時間単価で請求されま
す。
いずれの場合も、長期契約を購入する購入者は、1 回限りの支払いまたは定期的
に予定されるこの先の支払いのどちらに対しても、前払い請求されます。また、
購入者は計測率時に契約範囲を超えた追加使用量に対して請求されます。

コンテナ契約料金

契約価格の AMI— 購入者が前払い料金を支払うコンテナベースの製品。

コンテナ製品の契約料金
契約価格のコンテナベースの製品の場合、AWS Marketplaceは、販売者と顧客の間の契約に基づいて、前
払いまたは販売者が定義した支払いスケジュールで顧客に請求します。その時点で、それらのリソースの
使用権限が付与されます。
価格を設定するには、顧客に提供する 1 つ以上の契約期間を選択します。契約期間ごとに異なる価格を入
力できます。オプションには、1 か月、12 か月、12 か月、12 か月、12 か月、12 か月の期間を選択しま
す プライベートオファーの場合は、カスタム期間を指定できます。
製品の価格を最もよく表すカテゴリを選択します。価格カテゴリは、AWS Marketplace ウェブサイトでの
顧客に表示されます。次から選択できます帯域幅(GB/秒、MB/秒)、データ(GB、MB、TB)、ホスト,リクエ
スト,階層, またはUsers。事前定義カテゴリのどれもニーズに適合しない場合は、汎用的な単位カテゴリ.
このオファーでは、最大24の寸法を追加できます。各ディメンションには、次のデータが必要です。
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• 契約カテゴリ—契約カテゴリは、製品が契約価格に加えて消費ベースの測定をサポートしている場合、
製品を測定または測定するために使用されます。消費ベースの価格設定のない契約製品の場合は、契約
の分析コードのカテゴリに最も近いカテゴリを選択できます。契約のディメンションの単位に似た値が
ない場合は、Units。
• 契約単位— 製品が消費ベースのメータリングをサポートしている場合、契約単位はメータリングのカテ
ゴリとともに使用されます。選択したカテゴリに基づいて、寸法とほぼ一致する単位の値のいずれかを
選択します。
• 契約ディメンションは複数購入を許可します— このフィールドは、オファーが段階的価格オファーであ
るか、複数ディメンションの購入を許可する非階層オファーであるかを示すために使用されます。
階層のオファー-購入者は、オファーで利用可能なディメンションの1つだけを購読できます。階層型オ
ファーのディメンションには、数量の概念がありません。特定のディメンションで契約を結ぶことは、
基本的に、購入者がそのディメンションで示される特定の機能を選択したことを示します。
階層化されていないオファー— 顧客が契約の一部として複数の分析コードを調達できるようにし、その
ような各分析コードの複数のユニットを調達できるようにします。
の値を設定する本当このフィールドは、オファーが階層化されていないオファーであることを示しま
す。の値を設定する偽このフィールドは、オファーが段階的オファーであることを示します。
Product Load Form (PLF) を使用してContainer 製品の契約を作成する場合、料金ディメンションに次の
フィールドを定義する必要があります。
• 契約DimensionX API名— 購入者のライセンスに表示される名前AWS License Managerアカウント. この
名前は、の値としても使用されますNameにEntitlementのCheckoutlicenseAPI コール。
• 契約DimensionX 表示名— 製品の詳細ページと調達ページに表示される、顧客向けの分析コードの
名前AWS Marketplaceウェブサイト. 分かりやすい名前を作成します。リスティングが公開された後
は、Name変更することはできません。
• 契約DimensionX 説明— 特定のディメンションが提供する機能など、製品のディメンションに関する追
加の情報を提供する、顧客向けのディメンションに関する追加の情報を提供する、顧客向けのディメン
ションの説明です。説明の最大長は 70 文字です。
• 契約のディメンションX Quantity—これは、製品の契約修正の場合の比例配分を計算するために使用さ
れます。このフィールドの値は、すべての契約オファーで 1 に設定する必要があります。編集しないで
ください。
• 契約DimensionX1 か月料金— このディメンションに対する 1 か月のエンタイトルメントに対して請求さ
れる契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単位ご
とに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• 契約DimensionX12 か月料金— ディメンションに対する 12 か月のエンタイトルメントに対して請求さ
れる契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単位ご
とに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• 契約DimensionX24 か月料金— ディメンションに対する 24 か月のエンタイトルメントに対して請求さ
れる契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単位ご
とに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• 契約DimensionX36 か月料金— ディメンションに対する 36 か月のエンタイトルメントに対して請求さ
れる契約レート。階層化されていないオファーの場合、この料金は調達されたディメンションの単位ご
とに請求されます。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。

例: データストレージアプリケーション

暗号化されていな
いデータ (GB)

1 か月料金

12 か月料金

24 か月料金

36 か月料金

1.50 USD/GB

16.00 USD/GB

30.00 USD/GB

60.00 USD/GB
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1 か月料金

12 か月料金

24 か月料金

36 か月料金

1.55 USD/GB

16.60 USD/GB

31.20 USD/GB

61.20 USD/GB

1 か月料金

12 か月料金

24 か月料金

36 か月料金

Basic (10 ホストの
モニタリング、5
コンテナのモニタ
リング)

100 USD

1,000 USD

2,000 USD

4000 USD

Standard (20 ホ
ストのモニタリン
グ、10 コンテナの
モニタリング)

200 USD

2,000 USD

4000 USD

8000

Pro (40 ホストのモ 400 USD
ニタリング、20 コ
ンテナのモニタリ
ング)

4000 USD

8000

16,000 USDS

1 時間あたりのモ
ニタリング対象追
加ホスト

10USD

100 USD

$200

400 USD

1 時間あたりのモ
ニタリング対象追
加コンテナ

10USD

100 USD

$200

400 USD

暗号化されている
データ (GB)

例: ログモニタリング製品

Note
価格は、1 か月、12 か月、24 か月、36 か月の期間に対して定義できます。製品にこれらのオプ
ションを 1 つ以上提供することができます。期間は各ディメンション間で同じである必要があり
ます。

Example
たとえば、あるケースでReadOnlyUsersそしてAdminUsers寸法、年間価格を提供する場合
ReadOnlyUsers、年間価格を提示する必要がありますAdminUsers、も。

自動更新
顧客があなたの製品をAWS Marketplaceコンテナ契約を使用して、契約期間の自動更新に同意することが
できます。顧客は 1 年、2 年、または 3 年の期間中に、使用権限に対して毎月支払い続けます。
顧客はいつでも更新設定を変更できます。詳細については、次を参照してください。既存の契約の変
更のAWS Marketplace購入者ガイド。

コンテナ契約が終了したとき
コンテナ契約製品には契約の有効期限があります。契約が終了すると、次のイベントが発生します。
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1. コンテナ製品にはentitlement-updated購入者のエンタイトルメントが変更されたことを示す通知、
およびAWS Marketplace Entitlement Serviceは空のレスポンスを返します。
2. その顧客の残り使用量を計測するまでに 1 時間の猶予があります。このステップの後、この顧客の計測
レコードを送信することはできません。

コンテナ製品の請求、測定、およびライセンス統合
AWS Marketplace他と統合AWS のサービスコンテナ製品の計量と契約ベースの価格の両方を提供します。

毎時およびカスタムメータリングAWS Marketplace
Metering Service
製品を使用する使用権限の確認および請求用使用計測の両方で、AWS MarketplaceMetering Service。各
自で料金単位を決定し、請求用に使用量を計測するには、MeterUsageAPI オペレーション タスクあるい
はポッドの使用量に基づいて製品を課金し、AWSその使用量を自動的に測定し、RegisterUsageAPI オペ
レーション どちらのタイプの料金設定でも、との統合を変更する必要なしで長期契約料金を追加できます
AWS Marketplace Metering Service。
で新しいコンテナ製品を作成するとAWS Marketplace 管理ポータルの製品を統合するために使用する一連
の製品識別子 (製品コードとパブリックキー) を提供します。AWS Marketplace Metering Service。

使用権限管理
との統合AWS Marketplace Metering Service有料ソフトウェアを実行している顧客がAWS Marketplace
コンテナ起動時に不正使用から保護します。エンタイトルメントを確認するには、MeterUsageま
たはRegisterUsageAPI オペレーション。価格モデルによって異なります。時間単位および固定月
単位の価格モデルの場合は、RegisterUsageAPI オペレーション カスタム計量価格モデルの場合
は、MeterUsageAPI オペレーション
購入者があなたの製品を受け取る権利がない場合、これらの API オペレーション
はCustomerNotEntitledException例外。

Note
購入者が製品を実行中に登録を解除した場合、購入者にはその製品を実行し続ける権利が与えら
れます。ただし、製品の追加のコンテナを起動することはできません。

統合ガイドライン
コンテナ製品を作成して公開し、MeterUsageまたはRegisterUsage使用権限と計測の API オペレー
ション, 次のガイドラインに注意してください。
• 設定しないAWSソフトウェアまたは Docker コンテナイメージ内の認証情報AWSコンテナイメージが
Amazon ECS タスク内または Amazon EKS ポッド内で実行されている場合、購入者の認証情報は実行
時に自動的に取得されます。
• を呼び出すにはMeterUsageまたはRegisterUsageAmazon EKS からの API オペレーション、
あなたはしなければなりませんサポートされるAWSSDK。をテストするにはMeterUsageまた
はRegisterUsageをに統合。Kubernetes 1.13.x 以降が搭載されている Amazon EKS クラスターを実
行する必要があります。Kubernetes 1.13 はに必要ですAWS Identity and Access ManagementPod サ
ポートの (IAM) ロール。IAM ロールは、実行中の Pod がAWSAmazon EKS でこれらのアクションを呼
び出すために必要な認証情報。
• ローカルな開発を実行できますが、PlatformNotSupportedException 例外が発生します。この
例外は、でコンテナを起動している場合にはこの例外は発生しませんAWSコンテナサービス (Amazon
ECS、Amazon EKS、および Fargate) です。
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サポートされている AWS リージョン
すべてのリストAWS MarketplaceサポートされているAWS リージョン「」を参照してください。リージョ
ン表グローバルインフラストラクチャのウェブサイトに掲載されています。

の取得AWS リージョン計量用
コンテナをメータリング用に統合する場合、MeterUsageまたはRegisterUsageAPI オペレーション、
設定しないでくださいAWS特定の SDK を使用するAWS リージョン。リージョンは実行時に動的に取得す
る必要があります。

Example
たとえば、顧客が Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドを起動するとしま
す。-RegisterUsageAPI オペレーションは、Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドが起動
されたリージョンとは異なるリージョンで呼び出されます。したがって、RegisterUsageAPI オペレー
ションInvalidRegionExceptionというエラーが表示される。
AWSSDK言語は決定しませんAWS_REGION一貫した方法で お使いの SDK が自動的にAWS_REGIONで
は、ソフトウェアを手動で記述して、AWS_Region。を使用する場合例から始めることができ
ます。AWS SDK for Java自動的に使用するAmazon EC2 インスタンスメタデータ。(具体的に
は、ec2InstanceMetadata) を使用して、環境変数やその他の設定が存在しない場合にリージョンを取
得します。この例では、AWS_REGION 環境変数が存在しない場合にのみ ec2InstanceMetadata を呼び
出します。
を動的に取得する方法については、AWS リージョン実行時には、AWS SDK デベロッパーガイドプログラ
ミング言語に対応しています。

計測変更の防止
RegisterUsage または MeterUsage への呼び出しを変更あるいは上書きする手段を購入者に提供する
と、望ましくない請求および支払い問題が発生することがあります。計測および使用権限ロジックを統合
することを強くお勧めします。
計測の変更を防ぐため、製品を構築する際に次の点に留意してください。
• 購入者が以下を含む新しい画像レイヤーを挿入できるかどうかCMDまたはENTRYPOINT指示、直接統
合RegisterUsageまたはMeterUsage購入者がコンテナイメージを実行しているソフトウェアにイ
ンポートします。そうでない場合は、を呼び出しますRegisterUsageまたはMeterUsage経由で実
行CMDまたはENTRYPOINTベースイメージから始めると、購入者によって上書きされる可能性が高まり
ます。
• を管理することをお勧めしますAWS Marketplaceソフトウェアが入力として使用する製品コー
ドRegisterUsageまたはMeterUsage買い手は改造できない ただし、商品が製品コードを管理
している場合、顧客は次のように上書きできます。AWS CloudFormation、Helm チャート、また
は Kubernetes マニフェストでは、次のリストを維持する必要があります信頼されています AWS
Marketplace製品コード これは、ソフトウェアが入力として渡す製品コードを確実にするためで
す。RegisterUsageまたはMeterUsageは有効です。
• 信頼される製品コードのいずれかが無料製品用の場合、その製品コードが有料製品のコードの代わりに
使用できないように確認します。

との契約価格AWS License Manager
契約価格のコンテナベースの製品では、AWS License Managerをクリックして、ライセンスを製品に関連
付けます。
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AWS License Managerは、顧客が購入したライセンス (エンタイトルメントとも呼ばれる) をアプリケー
ションで追跡および更新できるようにするライセンス管理ツールです。このセクションでは、製品を
と統合する方法について説明します。AWS License Manager。統合が完了したら、製品リストをAWS
Marketplace。
の詳細AWS License Manager「」を参照してくださいAWS License ManagerユーザーガイドとAWS
License Managerの セクションAWS CLIコマンドリファレンス。

Note
• 契約満了期間が過ぎると、顧客はコンテナの新しいインスタンスを起動できません。ただし、
契約期間中は、任意の数のインスタンスを起動できます。これらのライセンスは、特定のノー
ドまたはインスタンスにバインドされていません。任意のノード上の任意のコンテナで実行さ
れているソフトウェアは、ライセンスが割り当てられている限り、ライセンスをチェックアウ
トできます。AWS認証情報。
• プライベートオファーの作成— 出品者は、の非公開オファー作成ツールを使用して、商品の非
公開オファーを生成できます。AWS Marketplace 管理ポータル。
• レポート作成— で Amazon S3 バケットを設定すると、データフィードを設定できま
す。ReportのセクションAWS Marketplace 管理ポータル。詳細については、「販売者レポー
ト、データフィード、ダッシュボード (p. 302)」を参照してください。

統合ワークフロー
以下の手順は、コンテナ製品と統合するワークフローを示しています。AWS License Manager:
1.

出品者が商品を作成したのはAWS License Manager統合。

2.

出品者は商品を次の場所にリストしていますAWS Marketplace。

3.

購入者は次の場所で製品を見つけますAWS Marketplaceそれを購入します。

4.

ライセンスが購入者に送られますAWS アカウント。

5.

購入者は、Amazon EC2 インスタンス、Amazon ECS タスク、または Amazon EKS ポッドソフト
ウェアを起動してソフトウェアを使用します。お客様は IAM ロールを使用してデプロイします。

6.

ソフトウェアは購入者のライセンスを読み取りますAWS License Managerアカウントにアクセスし、
購入したエンタイトルメントを検出し、それに応じて機能をプロビジョニングします。

Note
License Manager は追跡や更新を行いません。これは販売者のアプリケーションによって行
われます。

AWS Marketplace Metering Service を使用した時間単
位の計測
コンテナ製品でカスタム従量制料金ディメンションの代わりに時間単位のタスクまたはポッド料金を使用
する場合、カスタム計測ディメンションを定義する必要はありません。カスタム計測ディメンションを定
義する必要はありません。
-RegisterUsageAPI オペレーションは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクまた
はAmazon ECS (Amazon ECS) タスク単位または Amazon ECS) タスク単位または Amazon ECS) タスク
単位または Amazon ECS) タスク単位または Amazon ECS) タスクまたはAmazon ECS 存続期間の短い
タスクやポッドには、最低 1 分の使用量が適用されます。ソフトウェア使用量の継続的な計測は、AWS
Marketplace Metering Control Plane。ソフトウェアでは、呼び出し以外の計測に固有のアクションを実行
する必要はありません。RegisterUsageソフトウェア使用の測定を開始するために一度だけ。
153

AWS Marketplace 販売者ガイド
AWS Marketplace Metering
Service を使用した時間単位の計測

RegisterUsageコンテナを起動するとすぐに呼び出される必要があります。コンテナ起動の最初の 6 時
間以内にコンテナを登録しなかった場合、AWS Marketplace Metering Service は前月のメータリング保証
を提供しません。ただし、コンテナが終了するまで、メータリングは当月以降継続されます。
-AWS Marketplace Metering Control Planeは、お客様のサブスクリプション状態に関係なく、Amazon
ECS タスクと Amazon EKS ポッドの実行についてお客様に請求し続けます。タスクまたはポッドの最初
の正常な起動後は、ソフトウェアで使用権限をチェックする必要がなくなります。タスクまたはポッドの
最初の正常な起動後は、ソフトウェアで使用権限をチェックする必要がなくなります。

時間単位の計測の前提条件
製品を公開する前に、次を行う必要があります。
1. AWS Marketplace 管理ポータル で新しいコンテナ製品を作成し、その製品コードを書き留めます。
詳細については、「コンテナ製品の作成 (p. 129)」を参照してください。
2. 必要な時間単位の料金情報を製品積載フォーム (PLF) に記入し、処理のために当社に返送して処理のた
めに当社に返送して処理のために当社に返送
詳細については、「コンテナ製品の価格詳細の作成または更新 (p. 130)」を参照してください。
3. の使用AWS Identity and Access Managementを呼び出すために必要な IAM アクセス権限を持つア
プリケーションを実行するタスクまたはポッドの IAM (IAM) ロールで、を呼び出すために必要な
IAMRegisterUsage。IAM 管理ポリシーAWSMarketplaceMeteringRegisterUsageこれらのアク
セス権限を持っています。
4. (オプション) ログを表示したい場合は、を有効にすること、を有効にすること、を有効にすること、を
有効にすることAWS CloudTrailタスクまたは Pod 定義にログインします。
5. にテストコールを発信するRegisterUsage定義したすべての料金ディメンションのレコードを含む
API オペレーション。

時間単位の計測用の製品ロードフォーム
時間単位の計測のために製品積載フォームに入力する際、製品を定義するその他の必須フィールドとオプ
ションのフィールドに加えて、製品に関する次のフィールドに入力します。
• 時間料金— 時間単位の製品の料金 (時間単位)。
• ディメンション長期料金— 購入者が前払いした場合の長期契約におけるソフトウェア価格の合計。
• 長期期間 (日数)— 長期契約の期間 (日単位)。

の統合とプレビューモードのテストRegisterUsage
を使用するRegisterUsageイメージをに送信する前に統合をテストする API オペレーションAWS
Marketplace出版用。
プレビューモードは稼働モードと同じように動作しますが、プレビューモードでは製品を使用する権限を
確認しません。の呼び出しRegisterUsageプレビューモードで、RegisterUsageコンテナイメージか
ら、Amazon ECS または Amazon EKS で製品を実行します。を使用するAWS アカウント商品を出品する
のに使用しているものAWS Marketplace。メータリングインテグレーションは、AWS リージョン、ハー
ドコーディングするのではなく。ただし、テスト実行時には、米国東部 (バージニア北部) リージョンで
有料コンテナを含む Amazon ECS タスクまたはAmazon ECS タスクまたはAmazon ECS タスクまたは
Amazon ECS タスクまたはAmazon ECS S タスクまたはAmazon こうすることで、AWS Marketplace運用
チームは、そのリージョンのログを使用して作業を確認できます。

Note
製品が Amazon ECS および Amazon ECS、Amazon ECS、Amazon ECS、Amazon
ECS、Amazon ECS、Amazon ECS、Amazon ECS、Amazon ECS、Amazon
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製品および必要なすべてのメタデータと料金情報が公開されるまでは、統合を完全にテストすることはで
きません。リクエストされた場合、AWS Marketplace カタログオペレーションチームは、計測レコードの
受け取りをプレビューモードで確認することができます。

使用時のエラー処理RegisterUsage
コンテナイメージがAWS Marketplace Metering Serviceと以外の例外を受け取
るThrottlingExceptionコンテナ起動時には、コンテナイメージを終了して不正使用を防止する必要が
あります。
以外の例外ThrottlingExceptionへの最初の呼び出しでのみスローされますRegisterUsageAPI オペ
レーション。同じ Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドからの後続の呼び出しがスローされな
いCustomerNotSubscribedExceptionタスクまたはポッドがまだ実行している間に顧客がサブスクリ
プションを解除した場合でも同様です。この顧客は、サブスクリプションを解除したあとで使用状況が追
跡されると、実行中のコンテナに対して課金が課金され、使用状況が追跡されます。
次の表は、がエラーを説明したエラーを説明しています。RegisterUsageAPI 操作がスローされること
があります。eachAWSSDKプログラミング言語には、詳細を参照できるように一連のエラー処理のガイド
ラインが示されています。
エラー

説明

InternalServiceErrorException

RegisterUsage は使用できません。

CustomerNotEntitiledException

製品の有効なサブスクリプションが顧客にありま
せん。

InvalidProductCodeException

リクエストの一部として渡された ProductCode
値が存在しません。

InvalidPublicKeyException

リクエストの一部として渡された
PublicKeyVersion 値が存在しません。

PlatformNotSupportedException

AWS Marketplace では、基盤のプラットフォー
ムからの計測使用量がサポートされていませ
ん。Amazon ECS、Amazon EKS、およびAWS
Fargateがサポートされています。

ThrottlingException

RegisterUsage の呼び出しが抑制されます。

InvalidRegionException

RegisterUsage同じで呼び出す必要がありま
すAWS リージョンAmazon ECS タスクまたは
Amazon EKS ポッドがで起動されたこと。これに
より、RegisterUsage を呼び出す際にコンテナ
がリージョン (withRegion(“us-east-1”) な
ど) を選択することを防ぎます。

を使用してコンテナ製品を AWS Marketplace Metering Service
に統合するAWS SDK for Java
以下の手順では、AWS SDK for Java を使用して AWS Marketplace Metering Service の RegisterUsage
アクションと統合する実装例を説明します。完全なソースコードについては、「RegisterUsage Java の
例 (p. 158)」を参照してください。これらの手順の多くは、言語にかかわらず適用されます。

AWS Marketplace Metering Service 統合のステップ例
1.

AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
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2.

[Assets (アセット)] から [コンテナ] を選択して、新しいコンテナ製品の作成を開始します。製品を
作成すると、製品とコンテナイメージを統合するための製品コードが生成されます。公開の詳細に
ついては、「コンテナ製品の公開 (p. 138)」を参照してください。IAM のアクセス権限の設定につ
いては、「」を参照してください。the section called “AWS Marketplace での Metering API および
Entitlement API のアクセス許可” (p. 422)。

3.

公開 AWS Java SDK をダウンロードします。

Important
Amazon EKS からメータリング API を呼び出すには、サポートされるAWSSDKを使用し、
これを Kubernetes 1.13 以降を搭載する Amazon EKS クラスターで実行します。
4.

(オプション) と統合する場合RegisterUsageアクションを実行し、デジタル署名検証を実行する場
合は、BouncyCastleアプリケーションクラスパス内の署名検証ライブラリ。
JSON ウェブトークン (JWT) を使用する場合は、アプリケーションのクラスパスに JWT Java ライブ
ラリも含める必要があります。JWT を使用することで署名検証により簡単にアプローチできますが、
必須ではありません。スタンドアロン BouncyCastle 代わりに。JWTを使用するか BouncyCastleなど
の他の圧縮アルゴリズムを含めるには、Maven などのビルドシステムを使用する必要があります。
BouncyCastle または、アプリケーションクラスパスの JWT。
// Required for signature verification using code sample
<dependency>
<groupId>org.bouncycastle</groupId>
<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
<version>1.60</version>
</dependency>
// This one is only required for JWT
<dependency>
<groupId>com.nimbusds</groupId>
<artifactId>nimbus-jose-jwt</artifactId>
<version>6.0</version>
</dependency>

5.

製品提供の各有料コンテナイメージから RegisterUsage を呼び出します。ProductCode
と PublicKeyVersion は必須パラメータとなり、その他の入力はすべてオプションで
す。RegisterUsage のペイロード例を次に示します。
{

}

"ProductCode" : "string", // (required)
"PublicKeyVersion": 1,
// (required)
"Nonce": "string",
// (optional) to scope down the registration
//
to a specific running software
//
instance and guard against
//
replay attacks

Note
AWS Marketplace Metering Service への接続で、一時的な問題が発生する可能性がありま
す。AWS Marketplace短期間の停止やネットワークの問題を避けるために、指数関数的に
バックオフした状態で最大 30 分間の再試行を実装することを強く推奨します。
6.

RegisterUsage は、リクエストの信頼性の検証に使用できる SHA-256 を使用して、RSA-PSS デジ
タル署名を生成します。署名には、ProductCode、PublicKeyVersion、Nonce のフィールドが含
まれています。デジタル署名を検証するには、リクエストからこれらのフィールドを保持する必要が
あります。次のコードは、RegisterUsage 呼び出しに対するレスポンスの例です。
{
"Signature": "<<JWT Token>>"
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}
// Where the JWT Token is composed of 3 dot-separated,
// base-64 URL Encoded sections.
// e.g. eyJhbGcVCJ9.eyJzdWIMzkwMjJ9.rrO9Qw0SXRWTe
// Section 1: Header/Algorithm
{
"alg": "PS256",
"typ": "JWT"
}
// Section 2: Payload
{
"ProductCode" : "string",
"PublicKeyVersion": 1,
"Nonce": "string",
"iat": date // JWT issued at claim
}
// Section 3: RSA-PSS SHA256 signature
"rrO9Q4FEi3gweH3X4lrt2okf5zwIatUUwERlw016wTy_21Nv8S..."

7.

を含むコンテナイメージの新しいバージョンを再構築します。RegisterUsageを呼び出し、コン
テナにタグを付け、Amazon ECR や Amazon ECR パブリックなどの Amazon ECS または Amazon
EKS と互換性のあるコンテナレジストリにプッシュします。Amazon ECR を使用している場合
は、Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドを起動するアカウントに Amazon ECR リポジト
リへのアクセス許可があることを確認します。それ以外の場合、起動は失敗します。

8.

を作成するIAMルールを使用してを呼び出すためのアクセス許可をコンテナに付与するロー
ルRegisterUsageなどの他の圧縮アルゴリズムを使用したり、この IAM ロールはタスクロー
ルAmazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッド定義のパラメータ。
{

}

9.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:RegisterUsage"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

と統合されているコンテナを参照する Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッド定義を作成し
ます。AWS Marketplaceとは、ステップ 7 で作成した IAM ロールを参照します。ログ記録を表示する
場合は、タスク定義で AWS CloudTrail ログを有効にする必要があります。

10. Amazon ECS クラスターまたは Amazon EKS クラスターを作成して、タスクまたはポッドを実行
します。Amazon ECS クラスター作成の詳細については、「」を参照してください。クラスターの
作成のAmazon Elastic Container Service。Amazon EKS クラスターの作成 (Kubernetes バージョン
1.3.x 以降を使用) の詳細については、「」を参照してください。Amazon EKS クラスターの作成。
11. Amazon ECS または Amazon EKS クラスターを設定し、作成した Amazon ECS タスク定義または
Amazon EKS ポッドを us-east-1 で起動します。AWS リージョン。製品が本番稼働になる前のこのテ
ストプロセス中にのみ、このリージョンを使用する必要があります。
12. RegisterUsage から有効なレスポンスを取得すると、コンテナ製品の作成を開始することができま
す。ご質問がある場合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。
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RegisterUsage Java の例
次の例では、AWS SDK for Java と AWS Marketplace Metering Service を使用して RegisterUsage オペ
レーションを呼び出します。署名の検証はオプションですが、署名の検証を実行する場合は、必要なデジ
タル署名検証ライブラリを含める必要があります。この例は、例示のみを目的としています。
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.PEM;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageRequest;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageResult;
com.amazonaws.util.json.Jackson;
com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
com.nimbusds.jose.JWSObject;
com.nimbusds.jose.JWSVerifier;
com.nimbusds.jose.crypto.RSASSAVerifier;
java.io.ByteArrayInputStream;
java.nio.charset.StandardCharsets;
java.security.PublicKey;
java.security.Security;
java.security.Signature;
java.security.interfaces.RSAPublicKey;
java.util.Base64;
java.util.Optional;
java.util.UUID;
org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;

/**
* Class for making calls out to AWS Marketplace Metering Service.
*/
class RegisterUsage {
private static final String PRODUCT_CODE = ".......";
private final AWSMarketplaceMetering registerUsageClient;
private final SignatureVerifier signatureVerifier;
private final int publicKeyVersion;
public RegisterUsage(final SignatureVerifier signatureVerifier) {
this.signatureVerifier = signatureVerifier;
this.publicKeyVersion = PublicKeyProvider.PUBLIC_KEY_VERSION;
this.registerUsageClient = AWSMarketplaceMeteringClientBuilder.standard().build();
}
/**
* Shows how to call RegisterUsage client and verify digital signature.
*/
public void callRegisterUsage() {
RegisterUsageRequest request = new RegisterUsageRequest()
.withProductCode(PRODUCT_CODE)
.withPublicKeyVersion(publicKeyVersion)
.withNonce(UUID.randomUUID().toString());
// Execute call to RegisterUsage (only need to call once at container startup)
RegisterUsageResult result = this.registerUsageClient.registerUsage(request);

}

}

// Verify Digital Signature w/o JWT
boolean isSignatureValid = this.signatureVerifier.verify(request, result);
if (!isSignatureValid) {
throw new RuntimeException("Revoke entitlement, digital signature invalid.");
}
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/**
* Signature verification class with both a JWT-library based verification
* and a non-library based implementation.
*/
class SignatureVerifier {
private static BouncyCastleProvider BC = new BouncyCastleProvider();
private static final String SIGNATURE_ALGORITHM = "SHA256withRSA/PSS";
private final PublicKey publicKey;
public SignatureVerifier(PublicKeyProvider publicKeyProvider) {
this.publicKey = publicKeyProvider.getPublicKey().orElse(null);
Security.addProvider(BC);
}
/**
* Example signature verification using the NimbusJOSEJWT library to verify the JWT
Token.
*
* @param request RegisterUsage Request.
* @param result RegisterUsage Result.
* @return true if the token matches.
*/
public boolean verifyUsingNimbusJOSEJWT(final RegisterUsageRequest request, final
RegisterUsageResult result) {
if (!getPublicKey().isPresent()) {
return false;
}
try {
JWSVerifier verifier = new RSASSAVerifier((RSAPublicKey) getPublicKey().get());
JWSObject jwsObject = JWSObject.parse(result.getSignature());
return jwsObject.verify(verifier) &&
validatePayload(jwsObject.getPayload().toString(), request, result);
} catch (Exception e) {
// log error
return false;
}
}
/**
* Example signature verification without any JWT library support.
*
* @param request RegisterUsage Request.
* @param result RegisterUsage Result.
* @return true if the token matches.
*/
public boolean verify(final RegisterUsageRequest request, final RegisterUsageResult
result) {
if (!getPublicKey().isPresent()) {
return false;
}
try {
String[] jwtParts = result.getSignature().split("\\.");
String header = jwtParts[0];
String payload = jwtParts[1];
String payloadSignature = jwtParts[2];
Signature signature = Signature.getInstance(SIGNATURE_ALGORITHM, BC);
signature.initVerify(getPublicKey().get());
signature.update(String.format("%s.%s", header,
payload).getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
boolean verified = signature.verify(Base64.getUrlDecoder()
.decode(payloadSignature.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
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}

String decodedPayload = new String(Base64.getUrlDecoder().decode(payload));
return verified && validatePayload(decodedPayload, request, result);
} catch (Exception e) {
// log error
return false;
}

/**
* Validate each value in the returned payload matches values originally
* supplied in the request to RegisterUsage. TimeToLiveInMillis and
* PublicKeyExpirationTimestamp will have the values in the payload compared
* to values in the signature
*/
private boolean validatePayload(final String payload, final RegisterUsageRequest
request,
final RegisterUsageResult result) {
try {
JsonNode payloadJson = Jackson.getObjectMapper().readTree(payload);
boolean matches = payloadJson.get("productCode")
.asText()
.equals(request.getProductCode());
matches = matches && payloadJson.get("nonce")
.asText()
.equals(request.getNonce());
return matches = matches && payloadJson.get("publicKeyVersion")
.asText()
.equals(String.valueOf(request.getPublicKeyVersion()));

}

}

} catch (Exception ex) {
// log error
return false;
}

private Optional<PublicKey> getPublicKey() {
return Optional.ofNullable(this.publicKey);
}

/**
* Public key provider taking advantage of the AWS PEM Utility.
*/
class PublicKeyProvider {
// Replace with your public key. Ensure there are new-lines ("\n") in the
// string after "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n" and before "\n-----END PUBLIC KEY-----".
private static final String PUBLIC_KEY =
"-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n"
+ "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdlatRjRjogo3WojgGHFHYLugd\n"
+ "UWAY9iR3fy4arWNA1KoS8kVw33cJibXr8bvwUAUparCwlvdbH6dvEOfou0/gCFQs\n"
+ "HUfQrSDv+MuSUMAe8jzKE4qW+jK+xQU9a03GUnKHkkle+Q0pX/g6jXZ7r1/xAK5D\n"
+ "o2kQ+X5xK9cipRgEKwIDAQAB\n"
+ "-----END PUBLIC KEY-----";
public static final int PUBLIC_KEY_VERSION = 1;
public Optional<PublicKey> getPublicKey() {
try {
return Optional.of(PEM.readPublicKey(new ByteArrayInputStream(
PUBLIC_KEY.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))));
} catch (Exception e) {
// log error
return Optional.empty();
}
}
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AWS Marketplace メータリングサービスによるコンテ
ナ製品のカスタムメータリング
AWS Marketplace コンテナー製品は、製品ごとに最大 24 の異なる料金ディメンションでカスタム計測を
設定できます。各ディメンションには、長期契約料金を関連付けることができます。カスタムメータリン
グを有効にするには、コンテナ製品を AWS Marketplace メータリングサービスと統合します。独自の料金
単位とその使用量に対するカスタム測定を定義できます。AWSを使用した課金MeterUsageAPI オペレー
ション。
料金ディメンションは、製品積載フォームおよびMeterUsageオペレーション. この 2 つの要素方法によ
り、後続のオファーが一般公開される前に意図したとおりに作動することを確実にします。
カスタム計測を設定するには、使用カテゴリ、単位タイプ、料金ディメンションを選択する必要がありま
す。
• 使用カテゴリ— 使用カテゴリは、購入者が製品の内容とその使用方法を理解するために役立ちます。
• 単位タイプ-単位タイプは、請求の単位を定義します。GBps またはMBps で測定された帯域幅、ホスト
数、MB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、GB、
• 料金表— 料金ディメンションは、単位あたりの料金を設定した機能またはサービス (ユーザー、スキャ
ン、vCPUs、デプロイされたエージェントなど) を表します。価格設定ディメンションは公開されてい
ます。ただし、パブリック製品の非公開プランと BYOL (BYOL) オファーを定義することはできます。
計測レコードに料金設定を送信しないでください。単位の数量を計測すると、製品を作成するときに定
義した料金と共にこれを使用して、購入者の請求書を計算します。
製品の料金設定が事前定義されたカテゴリーまたは単位タイプに適合しない場合は、汎用を選択できま
す単位カテゴリ. 次に、寸法の説明を使用して、単位を説明します。
オプションで、追跡するプロパティによって使用量を割り当てに分配できます。割り当ては、購入者への
タグとして表されます。これらのタグを使用すると、購入者はタグ値によって使用量に分割されたコスト
を表示できます。たとえば、ユーザーごとに課金し、ユーザーに「Department」プロパティがある場合、
キーが「Department」で、値ごとに 1 つの割り当てを持つタグを使用して使用量割り当てを作成できま
す。これにより、レポートする価格、ディメンション、または合計使用量は変更されませんが、顧客は製
品に適したカテゴリ別にコストを表示できます。
計測レコードは 1 時間ごとに送信することをお勧めします。ただし、1 日または月ごとの使用量を集計す
ることもできます。停止が発生した場合は、購入者ソフトウェアの使用を集約し、次の時間帯に送信でき
ます。1 時間に複数のレコードを送信することはできません。

Important
無料トライアルとプリペイドエンタイトルメントは時間単位で追跡されます。その結果、これら
のレコードを別々に送信すると、購入者が過剰に課金される可能性があります。

カスタム計測の前提条件
製品を公開する前に、次を行う必要があります。
1. AWS Marketplace 管理ポータル で新しいコンテナ製品を作成し、その製品コードを書き留めます。
2. 製品積載フォームに必要なディメンション情報を入力し、処理のために当社に返送してください。
3. の使用AWS Identity and Access Managementを呼び出すために必要な IAM アクセス権限を持つ、
アプリケーションを実行するタスクまたはポッドの (IAM) ロールMeterUsage。IAM 管理ポリ
シーAWSMarketplaceMeteringRegisterUsageにはこれらのアクセス権限があります。
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4. (オプション) AWS CloudTrail ロギングを表示する場合は、タスクまたはポッドの定義でロギングを有効
にすることをお勧めします。
5. にテストコールを発信するMeterUsage定義したすべての料金ディメンションのレコードを持つ API オ
ペレーション。

カスタム計測用の製品ロードフォーム
カスタム測定用の製品積載フォームに記入する場合、各製品には最大 24 のディメンションを設定できま
す。ディメンションは、次のフィールドで定義されています。
• ディメンション名— コンテナアプリケーションが Metering レコードをAWS Marketplace Metering
Service。この名前は、購入者が使用するディメンションを示します。この名前は請求レポートに記載さ
れます。この名前を設定した後に変更することはできません。
• ディメンションの説明-購入者向けのディメンションの説明。説明は 70 文字を超えることはできませ
ん。製品が購入者に公開された後は、このフィールドを変更することはできません。
• ディメンションレート— 購入者が使用ごとに支払う場合のこの製品の単位あたりのソフトウェア料金。
このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• ディメンション長期レート— 購入者が前払いした場合の長期契約におけるソフトウェア価格の合計。
• 長期期間 (日)-長期契約の期間 (日単位)。

テストMeterUsage統合とプレビューモード
を使用するMeterUsageイメージをに送信する前に、オペレーションで統合をテストします。AWS
Marketplace発行用です。
プレビューモードは稼働モードと同じように動作しますが、プレビューモードでは製品を使用する権
限を確認しません。の呼び出しMeterUsageプレビューモードで、MeterUsageコンテナイメージか
ら、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) またはAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon
EKS) で製品を実行することにより、コンテナイメージからAWS アカウント商品を出品するのに使用して
いるAWS Marketplace。メータリングインテグレーションは、AWS リージョン、ハードコーディングす
るのではなく。ただし、テスト実行時には、米国東部 (バージニア北部) リージョンで有料コンテナを含む
Amazon ECS タスクまたはAmazon EKS ポッドを少なくとも 1 つ起動し、AWS Marketplace運用チーム
は、そのリージョンのログを使用して作業を確認できます。

Note
製品が Amazon ECS と Amazon EKS の両方をサポートしている場合は、Amazon EKS を起動す
るだけで、統合が検証されます。
製品および必要なすべてのメタデータと料金情報が公開されるまでは、統合を完全にテストすることはで
きません。リクエストされた場合、AWS Marketplace カタログオペレーションチームは、計測レコードの
受け取りをプレビューモードで確認することができます。

使用時のエラー処理MeterUsage
コンテナイメージがMeterUsageオペレーションで、以外の例外を受け取るThrottlingExceptionコン
テナイ起動時には、コンテナイメージを終了して不正使用を防止する必要があります。
ThrottlingException 以外の例外は、MeterUsage への最初の呼び出しでのみスローされま
す。同じ Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドからの後続の呼び出しはスローされませ
んCustomerNotSubscribedExceptionタスクまたはポッドがまだ実行している間に顧客がサブスクリ
プションを解除した場合でも同様です。この顧客は、サブスクリプションを解除したあとで使用状況が追
跡されると、実行中のコンテナに対して課金されます。
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「」を参照してください。MeterUsageのAWS Marketplace Metering ServiceAPI リファレンスの一般的な
エラーの詳細な説明については、MeterUsage。eachAWSSDK プログラミング言語には、詳細を参照で
きるように一連のエラー処理のガイドラインが示されています。

ベンダー計測のタグ付け (オプション)
ベンダーメータリングによるタグ付けは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) が購入者にソフトウェアの
使用状況に関するより詳細な洞察を提供し、コスト配分を実行するのに役立ちます。
購入者のソフトウェア使用量をタグ付けする方法は複数あります。1 つの方法は、まず購入者にコスト
配分に何を表示したいかを尋ねることです。次に、購入者のアカウントで追跡しているプロパティ全
体で使用量を分割できます。プロパティには、次が含まれます。AccountId,Business Unit,Cost
Centers、および製品に関連するその他のメタデータ。これらのプロパティは購入者にタグとして公開さ
れます。タグを使用すると、購入者はコストを、タグの値によって使用量に分割して表示できます。AWS
請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/). ベンダー計測のタグ付けは、報告する価格、
ディメンション、または合計使用量を変更しません。これにより、顧客は製品に適したカテゴリ別にコス
トを表示できます。
一般的なユースケースでは、購入者は1つであなたの製品を購読しますAWS アカウント。購入者は、同じ
製品サブスクリプションに関連付けられた多数のユーザーアカウントも持っています。のキーを持つタグ
を使用して使用量割り当てを作成できます。AccountIdをクリックし、各ユーザーアカウントに使用量を
割り当てます。この場合、購入者はアクティブ化できますAccountIdBilling and Cost Management コン
ソールにタグを付けて、個々のユーザーアカウントの使用量を分析します。

販売者エクスペリエンス
販売者は、すべてのリソースの使用量を集計する代わりに、同じタグセットを持つリソースのメー
タリングレコードを集計できます。たとえば、売り手は、さまざまなバケットを含むメータリングレ
コードを作成できます。UsageAllocations。各バケットはUsageQuantityなどのタグのセットで
す。AccountIdそしてBusinessUnit。
以下の図表では、リソース 1にはユニークなセットがありますAccountIdそしてBusinessUnitタグが付
けられ、Metリングレコードは 1 つのエントリとして作成できます。
リソース 2そしてリソース 3どちらも同じですAccountIdタグ、2222「」と同じBusinessUnitタ
グ、Operations。その結果、それらは1つに結合されますUsageAllocationsのエントリMetリングレ
コード。

販売者はタグのないリソースを1つにまとめることもできますUsageAllocation割り当てられた使用量を
使用して、のエントリの 1 つとして送信します。UsageAllocations。
制限には以下が含まれます。
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• タグの数-5
• のSizeUsageAllocations(カーディナリティ) — 2,500
検証には、次が含まれます。
• タグのキーと値に使用できる文字-a-zA-Z0-9+-= 。 _:\ /@
• タグの最大数UsageAllocationリスト — 5
• TwoUsageAllocations同じタグ (つまり、タグキーと値の同じ組み合わせ) を持つことはできませ
ん。もしそうなら、彼らは同じものを使わなければなりませんUsageAllocation。
• の合計AllocatedUsageQuantityのUsageAllocationと等しくなければならな
いUsageQuantity、これは総使用量です。

購入者エクスペリエンス
次の表は、購入者がアクティベートした後の購入者体験の例を示していますAccountIdそし
てBusinessUnitベンダータグ。
この例では、購入者は割り当て使用量をコスト使用状況レポート。ベンダー計測タグは接頭辞を使用しま
す“aws:marketplace:isv”。購入者は、Billing and Cost Management でアクティブ化できます。コス
ト配分タグ,AWSが生成したコスト割り当てタグ。
の最初と最後の行コスト使用状況レポート売り手がメータリングサービスに送るものに関連している（販
売者エクスペリエンス (p. 163)例から始めることができます。

コスト使用量レポート (簡略化)
ProductCode

購入者

UsageDimension UsageQuantity

aws:marketplace:isv:AccountId
aws:marketplace:isv:Bus

XZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

70

2222

操作

XZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

30

3333

財務

XZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

20

4444

IT

XZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

20

5555

マーケティング

XZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

30

1111

マーケティング

コード例については、MeterUsage使用量割り当てタグ付きのコード例 (オプション) (p. 165) を参照し
てください。

コードサンプル
次のコード例は、コンテナ製品をAWS Marketplace製品の公開と保守に必要な API。

164

AWS Marketplace 販売者ガイド
コンテナ製品のカスタムメータリング

MeterUsage使用量割り当てタグ付きのコード例 (オプション)
次のコード例は、消費料金モデルを持つコンテナ製品に関連しています。Python の例では、適切な使用量
割り当てタグを含むメータリングレコードをAWS Marketplace顧客に請求する pay-as-you-go 料金。
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#
customer for the hour and set the quantity as seen below.
#
AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
# published the product to limited
# Import AWS Python SDK
import boto3
import time
usageRecord = [
{
"AllocatedUsageQuantity": 2,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
]
},
{

]

"AllocatedUsageQuantity": 1,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
]

}

marketplaceClient = boto3.client("meteringmarketplace")
response = marketplaceClient.meter_usage(
ProductCode="testProduct",
Timestamp=int(time.time()),
UsageDimension="Dimension1",
UsageQuantity=3,
DryRun=False,
UsageAllocations=usageRecord
)

の詳細MeterUsage「」を参照してください。MeterUsageのAWS Marketplace Metering ServiceAPI リ
ファレンス。

レスポンスの例
{ "MeteringRecordId": "string" }

コンテナ製品をAWS Marketplace Metering Serviceを使用したの
呼び出しAWSSDK for Java
次の例は、を使用する実装の概要を示しています。AWS SDK for Javaと統合するにはAWS
MarketplaceMetering Service MeterUsageオペレーション. 詳細については、「」を参照してくださ
い。MeterUsageJava の例 (p. 167)。次の手順の多くは、言語にかかわらず適用されます。
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例: AWS Marketplace Metering Service の統合
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

送信元アセット、選択コンテナをクリックして、新しいコンテナ製品の作成を開始します。製品を作
成すると、製品とコンテナイメージを統合するための製品コードが生成されます。公開の詳細につい
ては、「コンテナ製品の公開 (p. 138)」を参照してください。の設定についてはAWS Identity and
Access Management(IAM) 権限、「」を参照してくださいthe section called “AWS Marketplace での
Metering API および Entitlement API のアクセス許可” (p. 422)。

3.

公開 AWS Java SDK をダウンロードします。

Important
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) から計測 API オペレーションを呼び出す
には、次の操作を行う必要があります。サポートされるAWSSDKを実行して、Kubernetes
1.13 以降を実行している Amazon EKS クラスターで実行します。
4.

を呼び出します。MeterUsage各ディメンションの使用状況について、1 時間に 1 回ごとにタスク
またはポッドからオペレーションを実行します。API オペレーションは、の一意の組み合わせに対し
て 1 つの計測レコードを受け入れます。Dimension,Resource, およびHour。リソースは、Amazon
Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクまたはAmazon EKS ポッドのいずれかです。
{

"ProductCode" : "string", // (required)
"UsageDimension" : "string", // (required)
"UsageQuantity": int, // (optional) Default is 0. Acceptable value from [0,
2147483647 (INT_MAX)]
"Timestamp": Date, // (required) Timestamp in UTC. Value can be one hour in the
past.
"UsageAllocations": List<UsageAllocation> // (optional) UsageAllocations across 1
or more tags.

}

Note
接続時に一時的な問題が見られる可能性がありますAWS Marketplace Metering
Service。AWS Marketplace短期間の停止やネットワークの問題を避けるために、指数関数的
にバックオフした状態で最大 30 分間の再試行を実装することを強く推奨します。
5.

を含むコンテナイメージの新しいバージョンを再構築します。MeterUsageを呼び出し、コンテ
ナにタグ付けして、Amazon ECS またはAmazon EKS と互換性がある任意の Docker レジストリ
にプッシュします。たとえば、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュしま
す。Amazon ECR を使用している場合は、Amazon ECS タスクまたはAmazon EKS ポッドを起動す
るアカウントに Amazon ECR リポジトリへのアクセス許可があることを確認します。それ以外の場合
は、このオペレーションは失敗します。

6.

を作成するIAMルールをコンテナに呼び出すためのアクセス許可をコンテナに付与しま
すMeterUsage、次のコード例で定義されています。これを指定する必要がありますAWS Identity
and Access Managementの (IAM) ロールタスクロールAmazon ECS タスクまたはAmazon EKS ポッ
ド定義のパラメータ。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:MeterUsage"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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}

7.

と統合されているコンテナを参照する Amazon ECS タスクまたはAmazon EKS ポッド定義を作成す
るAWS Marketplaceおよびは、ステップ 6 で作成した IAM ロールを参照します。ロギングを確認する
には、を有効にします。AWS CloudTrailタスク定義にログオンします。

8.

Amazon ECS クラスターまたはAmazon EKS クラスターを作成して、タスクまたはポッドを実行
します。Amazon ECS クラスター作成の詳細については、「」を参照してください。クラスターの
作成のAmazon Elastic Container Service。Amazon EKS クラスターの作成 (Kubernetes バージョン
1.1.3.x 以降を使用) の詳細については、「」を参照してください。Amazon EKS クラスターの作成。

9.

Amazon ECS クラスターまたはAmazon EKS クラスターを設定し、ステップ 8 で作成した Amazon
ECS タスク定義またはステップ 8 で作成した Amazon EKS ポッドを us-east-1 で起動します。AWS
リージョン。製品が本番稼働になる前のこのテストプロセス中にのみ、このリージョンを使用する必
要があります。

10. から有効な回答が得られたときMeterUsageプロダクトに対して発行されるディメンションごと
に、コンテナプロダクトの作成を開始することができます。ご質問がある場合は、AWS Marketplace
Seller Operations チームまでお問い合わせください。

MeterUsageJava の例
次のコード例では、AWS SDK for Javaと AWS Marketplace Metering Service がMeterUsageオペレー
ション.
次のコード例では、を呼び出します。MeterUsage何もない操作UsageAllocations。
import
import
import
import

com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageRequest;
com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageResult;

import java.util.Date;
public class MeterUsage {
private static final String PRODUCT_CODE = ".......";
private final AWSMarketplaceMetering awsMarketplaceMetering;
public MeterUsage() {
awsMarketplaceMetering = AWSMarketplaceMeteringClientBuilder.standard().build();
}
/**
* Submits metering record for a FCP Dimension. The API accepts 1 metering record per
dimension
* for a given buyer's resource for a given timestamp hour. Ex. If a buyer is running
10 tasks,
* the API will accepts 1 call to MeterUsage in an hour for a given dimension for each
running task.
*
* @param dimension - FCP dimension name provided during the publishing of the product.
* @param quantity - FCP dimension consumption value for the hour.
* @param timestamp - Timestamp, in UTC, for which the usage is being reported.
*
Timestamp cant be more than 1 hour in the past.
*
Make sure the timestamp value is not before the start of the
software usage.
*/
public void callMeterUsage(String dimension, int quantity, Date timestamp) {
MeterUsageRequest meterUsageRequest = new MeterUsageRequest()
.withProductCode(PRODUCT_CODE)
.withUsageDimension(dimension)
.withUsageQuantity(quantity)
.withTimestamp(timestamp);
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MeterUsageResult meterUsageResult =
awsMarketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest);
}

}

次のコード例では、を呼び出します。MeterUsageを使用したのオペレーションUsageAllocations。
private static String callMeterUsageWithAllocationsByTag(AWSMarketplaceMetering
marketplaceMetering) {
// Tag Keys for the product
String tagKey1 = "Key1";
String tagKey2 = "Key2";
String tagKey3 = "Key3";
// 1st Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value1},{Key2,
Key2Value1}]
List<Tag> tagsForUsageAllocation1 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value1"),
new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value1"));
UsageAllocation usageAllocation1 = new UsageAllocation()
.withTags(tagsForUsageAllocation1)
.withAllocatedUsageQuantity(20);
// 2nd Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value2},{Key2,
Key2Value1}]
List<Tag> tagsForUsageAllocation2 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value2"),
new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value1"));
UsageAllocation usageAllocation2 = new UsageAllocation()
.withTags(tagsForUsageAllocation2)
.withAllocatedUsageQuantity(20);
// 3rd Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value2},{Key2,
Key2Value2},{Key3, Key3Value1}]
List<Tag> tagsForUsageAllocation3 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value2"),
new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value2"),
new Tag().withKey(tagKey3).withValue("Key3Value1"));
UsageAllocation usageAllocation3 = new UsageAllocation()
.withTags(tagsForUsageAllocation3)
.withAllocatedUsageQuantity(15);
// 4th Usage Allocation bucket with no tags
UsageAllocation usageAllocation4 = new UsageAllocation()
.withAllocatedUsageQuantity(15);
List<UsageAllocation> usageAllocationList = Arrays.asList(usageAllocation1,
usageAllocation2,
usageAllocation3,
usageAllocation4);
MeterUsageRequest meterUsageRequest = new MeterUsageRequest()
.withProductCode("TestProductCode")
.withUsageDimension("Dimension1")
.withTimestamp(new Date())
//UsageQuantity value must matach with sum of all AllocatedUsageQuantity
.withUsageQuantity(70)
.withUsageAllocations(usageAllocationList);
MeterUsageResult meterUsageResult;
try {
meterUsageResult = marketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest);
} catch (Exception e) {
// Log Error
throw e;
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}
}

return meterUsageResult.getMeteringRecordId();

以下のコンテナ製品の契約価格AWS License Manager
契約価格のコンテナベースの製品の場合は、AWS License Managerライセンスを製品に関連付けるため。
AWS License Managerは、顧客が購入したライセンス (エンタイトルメントとも呼ばれる) をアプリケー
ションで追跡および更新できるようにするライセンス管理ツールです。このセクションでは、製品をと統
合する方法について説明します。AWS License Manager。統合が完了したら、製品リストを次の場所に公
開できますAWS Marketplace。
License Manager をAWS MarketplaceAmazon EKS Anywhere EElastic Compute Cloud (Amazon
EC2)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、およびとの
統合AWS MarketplaceLicense Manager 付きコンテナエニウェア製品 (p. 174)。
の詳細についてはAWS License Manager、、「」を参照してくださいAWS License Managerユーザーガイ
ドとAWS License ManagerのセクションAWS CLIコマンドリファレンス。

ライセンスモデル
AWS Marketplaceと の統合AWS License Manager次の 2 つのライセンスモデルをサポートしています。
• 設定可能なライセンスモデル (p. 169)
• 階層型ライセンスモデル (p. 171)

設定可能なライセンスモデル
コンフィグラブルライセンスモデル (定量化可能ライセンスモデルとも呼ばれる) は、購入者がライセンス
を購入した後に特定の量のリソースを購入者に提供します。
価格分析コードと単価を設定します。次に、購入者は購入するリソースの数量を選択できます。

Example 価格ディメンションと単価あたりの価格の
価格分析コード（データバックアップなど）と単位あたりの価格（30ドル/ユニットなど）を設定できま
す。
購入者は5、10、または20ユニットの購入を選択できます。
製品は使用状況を追跡して測定し、消費されたリソースの量を測定します。
構成モデルでは、エンタイトルメントは次の 2 つのいずれかにカウントされます。
• ドローダウンライセンス (p. 170)
• FLOATE (p. 170)

ドローダウンライセンス
ライセンスは、使用時に許可されたライセンス数のプールから引き出されます。その資格は永久にチェッ
クアウトされ、ライセンスプールに戻すことはできません。

Example 限られた量のデータを処理することの
ユーザーは500 GBのデータを処理する権利があります。データを処理し続けると、500 GB のライセンス
がすべて消費されるまで、500 GB のプールからその量が引き出されます。
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ドローダウンライセンスには、CheckoutLicense消費されたライセンスユニット (エンタイトルメント)
をチェックアウトする API オペレーション。

Example S3 へのバックアップのユニット数/年
1 年間に最大1,024ユニットのデータのバックアップが可能なSimple Storage Service (Amazon S3) 製
品があります。アプリケーションは、複数の Amazon EC2 インスタンスを使用して起動できます。ア
プリケーションには、データを追跡および集約するメカニズムがあります。お使いのソフトウェアで
は、CheckoutLicenseバックアップのたびに、または一定の間隔で製品IDを使用してAPI操作を行い、消
費量を更新します。
この例では、ソフトウェアがCheckoutLicense10 単位のデータをチェックアウトする API オペレーショ
ン。合計容量が顧客が購入したバックアップ制限に達すると、API 呼び出しは失敗します。
リクエスト
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf7la47" \
--checkout-type "PERPETUAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=DataConsumption, Value=l0, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

[Response] (レスポンス)
{"CheckoutType": "PERPETUAL",
"EntitlementsAllowed": [{
"Name": "IntermediateTier",
"Units": "None"
}],
"Expiration": "2021-04-22Tl9:02:36",
"IssuedAt": "2021-04-22Tl8:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}

FLOATE
使用後、ライセンスは許可されたライセンス数のプールに戻されます。
フローティングライセンスの場合、アプリケーションは次の方法でエンタイトルメントプールからエンタ
イトルメントをチェックアウトします。CheckoutLicenseリソース使用時の API オペレーション。の
反応CheckoutLicenseAPI オペレーションには、チェックアウトの一意の識別子であるライセンス消費
トークンが含まれます。ライセンス消費トークンを使用して、チェックアウトしたエンタイトルメント
に対して追加のアクション（ライセンスへの再チェックインやチェックアウトの延長など）を実行できま
す。
エンタイトルメントをプールに戻すには、CheckInLicenseリソースが使用されなくなったときの API オ
ペレーション。
aws license-manager check-in-license --license-consumption-token
"f1603b3c1f574b7284db84..."

エンタイトルメントのチェックインに失敗した場合 (アプリケーションがクラッシュした場合)、エンタイ
トルメントは 60 分後に自動的にプールにチェックインされます。リソースが 60 分以上使用されている
場合、次の方法でエンタイトルメントをプールからチェックアウトしたままにしておくことをお勧めしま
す。ExtendLicenseConsumptionリソースが使用されている限りの API オペレーション。
aws license-manager extend-license-consumption --license-consumption-token
"f1603b3c1f574b7284..."
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Example 一定の上限を超えるユーザー数
1 人のユーザーには、アプリケーションで 500 人の同時ユーザーが参加できます。ユーザーがログインし
てログアウトすると、ユーザーは引き寄せられ、500 人のユーザーのプールに戻ります。ただし、500人
の同時ユーザーが固定された上限であるため、アプリケーションはプールから500人を超えるユーザーを
引き込むことはできません。
フローティングエンタイトルメントには、CheckInLicenseライセンスユニットをエンタイトルメント
プールに戻すための API オペレーション。

Example 1年間の同時ユーザー数の割合
製品の価格は、同時ユーザー数に基づいて設定されます。お客様は、10 ユーザー分のライセンスを
1 年間購入します。お客様は、以下を提供してソフトウェアを起動します。AWS Identity and Access
Management(IAM) 権限 ユーザーがログインすると、アプリケーションはCheckoutLicense数量を 1 減
らすための API オペレーション。ユーザーがログアウトすると、アプリケーションはそのライセンスを
プールに返却し、CheckInLicenseAPI オペレーション 電話しなければCheckInLicenseでは、ライセ
ンスユニットは 1 時間後に自動的にチェックインされます。

Note
次のリクエストでは、key-fingerprintはプレースホルダー値ではなく、すべてのライセンス
が公開されるフィンガープリントの実際の値です。
リクエスト
aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf7la47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=ReadOnlyUSers, Value=l0, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

[Response] (レスポンス)
{

"CheckoutType": "PROVISIONAL",
"EntitlementsAllowed": [
{
"Name": "ReadOnlyUsers",
"Count": 10,
"Units": "Count",
"Value": "Enabled"
}

},

}

"Expiration": "2021-04-22Tl9:02: 36",
"IssuedAt": "2021-04-22Tl8:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

階層型ライセンスモデル
階層型ライセンスモデルでは、購入者がライセンスを購入すると、特定のレベルまたは階層のアプリケー
ション機能を利用できるようになります。
ベーシック、中級、プレミアムなどの階層を製品ごとに作成します。次に、購入者は定義済みの階層のい
ずれかを選択します。
アプリケーションは、アプリケーションの使用状況を追跡または測定する必要はありません。
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階層型ライセンスモデルでは、資格はカウントされませんが、代わりに顧客が調達したサービスの階層を
示します。
バンドルされた機能をまとめて提供したい場合は、階層の方が望ましいです。

Example ベーシック、中級、プレミアムティアのうち
お客様は、ソフトウェアの 3 つの階層のうちの 1 つについて契約を結ぶことができます。ベーシック、中
級、またはプレミアム。これらの階層にはそれぞれ独自の価格が設定されています。ソフトウェアでは、
次を呼び出して、顧客がサインアップした階層を識別できます。CheckoutLicenseAPI 操作、およびリ
クエスト内の可能なすべての階層の指定。
リクエストの応答には、顧客が調達した階層に対応するエンタイトルメントが含まれます。この情報に基
づいて、ソフトウェアは適切なカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

リクエスト
linux-machine ~]$ aws license-manager
checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf7la47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=BasicTier, Unit=None"
"Name=IntermediateTier, Unit=None" \
"Name=PremiumTier, Unit=None"

応答
{

"CheckoutType": "PROVISIONAL",
"EntitlementsAllowed": [
{
"Name": "IntermediateTier",
"Units": "None"
}

},

}

"Expiration": "2021-04-22Tl9:02:36",
"IssuedAt": "2021-04-22Tl8:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

AWS License Manager統合の前提条件
製品を公開する前に、次を行う必要があります。
1.

AWS Marketplace 管理ポータル で新しいコンテナ製品を作成し、その製品コードを書き留めます。

2.

詳細については、「コンテナ製品の作成 (p. 129)」を参照してください。
製品ロードフォーム（PLF）に必要な価格情報を記入し、処理のために返送してください。

3.

詳細については、「コンテナ製品の価格詳細の作成または更新 (p. 130)」を参照してください。
アプリケーションを実行しているタスクまたはポッドに IAM ロールを使用し、呼び出しに必要な IAM
権限を持つCheckoutLicense,ExtendLicenseConsumption、およびCheckInLicenseAPI オペ
レーション
必要な IAM 権限については、以下の IAM ポリシーで詳しく説明しています。
{

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

}

4.

]

}

"Sid":"VisualEditorO",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses"
],
"Resource":"*"

にテストコールをかけるRegisterUsage定義したすべての価格分析コードを記録するAPIオペレー
ション。

コンテナ製品とLicense Manager 統合
コンテナベースの製品を License Manager と統合するには
1.

License Manager を呼び出すための IAM 権限を設定します。詳細については、「AWS License
Manager統合の前提条件 (p. 172)」を参照してください。

2.

のダウンロードAWSSDK。

Note

3.

設定しないAWSソフトウェア内の認証情報。AWS購入者の認証情報は、コンテナが Amazon
EC2 インスタンス、Amazon ECS タスク、または Amazon EKS ポッド内で実行されている
ときに、実行時に自動的に取得されます。
製品にライセンスチェックを追加します。
お使いの製品はCheckoutLicenseライセンスチェックを行う必要がある場所でのAPI操作。ライセ
ンスを確認するには、製品が以下を認識している必要があります。
1. ライセンスの信頼できる発行者 (AWS Marketplace)
2. アプリケーションの製品 SKU (製品 ID)
3. この申請を確認する資格
API 呼び出しは、設定した価格ライセンスの種類によって異なります。

4.

商品リストを次の場所に公開AWS Marketplace。

License Manager API オペレーション
お客様のライセンスマネージャアカウントに保存されているライセンスを管理するために、ソフトウェア
は次の API オペレーションを使用できます。
• GetLicense— ソフトウェアがクエリできる API。購入したライセンスのステータス (期限切れまたは
間もなく期限切れなど) を取得し、ステータス通知を顧客に送信します。
• CheckoutLicense— ユーザーが購入したライセンスを検出します。また、を使用することもできま
すCheckoutLicenseユーザーが一定量のライセンスを消費したときにライセンス数を更新するAPIオ
ペレーション。とCheckoutLicenseでは、顧客が使用しているライセンスの数量をチェックし続け
ることができます。お客様がすべてのライセンスを使い果たすと、この呼び出しはエラーを返します。
推奨されるランニングケイデンスについてはCheckoutLicense、、... を参照してくださいthe section
called “ライセンスの更新とアップグレード” (p. 174)。
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• ExtendLicenseConsumption— フローティングディメンションの場合、ソフトウェアがライセンス
をチェックアウトすると、ライセンスは60分後に自動的にプールに戻されます。ライセンスのチェック
アウト期間を延長したい場合は、ExtendLicenseConsumptionライセンスをさらに 60 分間延長する
ための API オペレーション。
• CheckInLicense— フローティングディメンションの場合、ライセンスをエンタイトルメントプール
に返却する場合は、CheckInLicenseAPI オペレーション
• ListReceivedLicensesAPI — 購入者が購入したライセンスを一覧表示します。

ライセンスの更新とアップグレード
お客様は、以下でライセンスを更新またはアップグレードできます。AWS Marketplace 管理ポータル。追
加購入後、AWS Marketplace新しい資格を反映した新しいバージョンのライセンスを生成します。ソフト
ウェアは同じ API オペレーションを使用して新しいエンタイトルメントを読み取ります。更新やアップグ
レードを処理するために、License Manager の統合に関して何か違うことをする必要はありません。
ライセンスの更新、アップグレード、キャンセルなどのため、製品にはCheckoutLicense製品の使用中
は、定期的にAPIを操作します。を使用することにより行いますCheckoutLicenseAPI を定期的に操作す
ると、製品はアップグレードや有効期限などのエンタイトルメントの変更を検出できます。
を実行することをお勧めしますCheckoutLicense15 分ごとにAPIを呼び出します。

およびとの統合AWS MarketplaceLicense Manager 付きコンテナ
エニウェア製品
次の手順に従ってAWS License ManagerとAWS MarketplaceAmazon EKS Anywhere、Amazon ECS
Anywhere、Amazon EC2、またはオンプレミスインフラストラクチャ用のコンテナ・エニウェア製品。
とのLicense Manager の統合についてはAWS Marketplace、使用可能なライセンスモデルも含めて、を参
照してください。以下のコンテナ製品の契約価格AWS License Manager (p. 169)。の詳細AWS License
Manager「」を参照してくださいAWS License ManagerユーザーガイドとAWS License Managerの セク
ションAWS CLIコマンドリファレンス。

およびとの統合AWS MarketplaceLicense Manager 付きコンテナエニウェア製品
次の手順に従ってAWS Marketplaceコンテナ用エニウェア製品AWS License Manager。

IntegratingAWS MarketplaceLicense Manager 付きコンテナエニウェア製品
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

2.

次の手順を実行して、コンテナ製品の製品 ID を作成します。この ID は、後の手順でライセンス
チェックのためにコンテナーイメージに使用します。
a.

メニューバーから [Assets (アセット)] を展開し、[コンテナ] を選択します。

b.

商品に購入者向けの名前を入力し、作成。この名前は後で変更できます。

c.

を書き留めますProduct ID。これは、製品価格の詳細を作成または更新するときに使用します。

Tip
プロダクト ID を紛失した場合は、AWS Marketplace 管理ポータル選択してコンテナか
らのアセットメニュー。-コンテナページには、製品とその関連製品 ID のリストが表示
されます。
3.

最新の公開のダウンロードAWSSDK そしてそれからstallコンテナアプリケーションに入れます。お好
みのインストール手順を見つけることができますAWSでの SDKAWS で構築するツール。
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Note
Amazon EKS Anywhere またはによって提供されていない Kubernetes クラスターか
らLicense Manager ー API オペレーションを呼び出すにはAWSでは、サポートされる
AWSSDK。サポートされるリストを表示するにはAWSSDK については、サポートされる
AWSSDK。
4.

を作成するAWS License Managerにデプロイされたコンテナアプリケーションに認証情報を提供でき
るように、カスタム認証情報プロバイダを持つクライアントAWSオンプレミスでも同様です。カスタ
ム認証情報プロバイダーの完全なソースコードについては、LicenseCredentialProviderについ
ては、次のセクションを参照してください。
• LicenseManagerCredentialsProvider-Java 実装 (p. 182)
• LicenseManagerCredentialsProvider-Golang実装 (p. 188)
LicenseCredentialsProviderはを拡張しますAWSオンプレミスで使用する SDK のデフォルトの
認証情報プロバイダーチェーンには、LicenseManagerTokenCredentialsProvider。これによ
り、オンプレミス環境で License Manager の OIDC 発行の ID トークンを使用して認証情報が提供さ
れます。のソースコードを含める必要がありますLicenseCredentialsProviderアプリケーション
のクラスパスにあります。

Note
の拡張DefaultCredentialsProvider同じコンテナアプリケーションが上で実行されてい
るときに認証情報を取得することを許可しますAWSオンプレミス環境で稼働している場合で
す。コンテナアプリケーションがデフォルトではなくカスタム認証情報プロバイダーチェー
ンをすでに使用している場合は、LicenseManagerTokenCredentialsProviderカスタ
ムチェーンに。
次のコードスニペットは、AWS License ManagerJava を使用するクライアント。
LicenseManagerClientBuilder clientBuilder =
LicenseManagerClient.builder().credentialsProvider(LicenseCredentialsProvider.create());

5.

をを呼び出しますCheckoutLicenseを使用した API オペレーションaws license-manager
checkout-license製品オファリング内の各有料コンテナイメージからコマンドを実行します。これ
により、購入者があなたの申請にライセンスを使用する権利があるかどうかがチェックされます。購
入者が申請を受ける資格がある場合、CheckoutLicenseは成功し、要求されたエンタイトルメント
とその値を返します。購入者が申請を受ける資格がない場合、CheckoutLicenseは例外をスローし
ます。
を呼び出すときは、次のパラメータが必要ですCheckoutLicenseAPI オペレーション
• CheckoutType— 有効な値はPROVISIONALまたはPERPETUAL:
• を使用するPERPETUALチェックアウトされたエンタイトルメントの数がプールから使い果たされ
るとき。
例: 購入者は500GBのデータを処理する権利があります。彼らがデータを処理し続けると、量は
引き出され、500 GBのプールから使い果たされます。
• を使用するPROVISIONALフローティングライセンスエンタイトルメントで、エンタイトルメント
がプールからチェックアウトされ、使用後に返却されます。
例: ユーザーは、アプリケーション上で500人の同時ユーザーを受ける権利があります。ユーザー
がログインまたはログアウトすると、ユーザーは500人のユーザーのプールに引き込まれるか、
戻されます。フローティングライセンスエンタイトルメントの詳細については、「」を参照して
ください。License Manager を使用したフローティングライセンス資格 (p. 181)。
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• ClientToken— 大文字と小文字を区別。一意のリクエストごとにランダムな UUID を使用するこ
とをお勧めします。
• Entitlements— チェックアウトするエンタイトルメントのリスト。
• 機能エンタイトルメントについては、NameそしてUnitプロパティは以下の通りです。
{
}

"Name": "<Entitlement_Name>",
"Unit": "None"

• カウントされたエンタイトルメントについては、Name,Unit, およびCountプロパティは以下の
通りです。
{

}

"Name": "<Entitlement_Name>",
"Unit": "<Entitlement_Unit>",
"Value": <Desired_Count>

• KeyFingerprint— によって発行されたライセンスのキーフィンガープリントAWS Marketplace
ですaws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint。このキーフィンガープリ
ントを使用すると、ライセンスが発行されたことが保証されますAWS Marketplace信頼できない実
体によるものではありません。
• ProductSKU— に生成された製品IDAWS Marketplace 管理ポータル前のステップで。
以下のスニペットは、を使用したの呼び出しの例ですCheckoutLicenseを使用した API オペレー
ションAWS CLI。
aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \
--entitlements "Name=AWS::Marketplace::Usage/Drawdown/DataConsumption, Value=10,
Unit=Gigabytes" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"

Note
ライセンスを確認するには、コンテナアプリケーションで License Manager を使用するに
はアウトバウンドネットワークアクセスが必要です。オンプレミスにデプロイされたアプリ
ケーションでは、アウトバウンドネットワークアクセスが信頼できないか、低速になる可能
性があります。これらのアプリケーションには、License Manager を呼び出すときに適切な
再試行を含める必要があります。詳細については、「オンプレミス展開で License Manager
と統合するためのベストプラクティス (p. 182)」を参照してください。
6.

をを呼び出しますCheckoutLicenseの更新、アップグレード、またはキャンセルによるお客様のラ
イセンスの変更を特定するための定期的なAPIオペレーションAWS Marketplace。ケイデンスはアプリ
ケーションによって異なります。購入者の介入なしに変更を自動的に受け取るには、1日に1回ライセ
ンスを確認することをお勧めします。
オンプレミスにデプロイされたアプリケーションには、定期的にライセンスをチェックするための信
頼性の低い送信ネットワークアクセスがある可能性があります。そのような場合、アプリケーション
は十分な回復力のためにキャッシュされたライセンスを使用する必要があります。詳細については、
「オンプレミス展開で License Manager と統合するためのベストプラクティス (p. 182)」を参照し
てください。

7.

統合した後CheckoutLicenseコンテナアプリケーションでを呼び出し、変更を加えた新しいバー
ジョンの Docker コンテナイメージをビルドします。
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8.

License Manager API を使用してライセンスにアクセスするための設定を含むオプションの入力と
して Kubernetes シークレットを受け入れるように、アプリケーションの Helm チャートを更新しま
す。設定シークレットには、License Manager によって発行された ID トークンとAWS Identity and
Access Managementロールは、前に説明したカスタム認証情報プロバイダが取得するために使います
AWSコンテナアプリケーションがオンプレミスにデプロイされている場合に License Manager API を
呼び出すための認証情報。また、AWS リージョンデフォルト値がの入力としてus-east-1。
コンテナアプリケーションをオンプレミスでデプロイする購入者は、AWS Marketplaceコンテナ製品
の購入者体験。Kubernetes シークレット名をhelm installコマンド。設定シークレットは次の形式
で構成されます。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: aws-marketplace-license-config
type: Opaque
stringData:
license_token: <token_value> // License Manager issued JWT token
iam_role: <role_arn> // AWS Identity and Access Management role to assume with
license token

9.

と統合されているコンテナイメージの Helm チャートのアプリケーションデプロイメントテンプレー
トを更新します。AWS License Managerには以下が含まれます。
• ポッドのサービスアカウント — サービスアカウントは、Amazon EKS での Helm デプロイに必要
です。コンテナイメージのサービスアカウントの IAM ロールを設定して、License Manager API オ
ペレーションを呼び出す権限を取得するために使用されます。サービスアカウントの IAM ロールの
詳細については、「」を参照してください。サービスアカウントの IAM ロール。
• オンプレミス展開のライセンスアクセス — ライセンス設定シークレットは、オンプレミス環境の
Helm デプロイの License Manager API 操作を呼び出すための認証情報と適切な権限を提供するた
めに必要です。購入者は、ライセンスシークレットを生成して Helm に提供するAWS Marketplace
購入者エクスペリエンス
次のコードスニペットは、サービスアカウント、ライセンス構成、およびイメージプルシークレット
を含むサンプルデプロイメント仕様です。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: example-app
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: example-app
template:
metadata:
labels:
app: example-app
spec:
// Service account for pod
serviceAccountName: {{ .Values.serviceAccountName }}
containers:
- name: example-app
image: example-app
ports:
- containerPort: 8001
// Add the following conditional attributes
{{ - if .Values.awsmp.licenseConfigSecretName }}
//Mount the license volume to the container image
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provider

volumeMounts:
- name: awsmp-product-license
mountPath: "/var/run/secrets/product-license"
//Add following environment variable to container for credential

env:
- name: AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE
value: "/var/run/secrets/product-license/license_token"
- name: AWS_ROLE_ARN
valueFrom:
secretKeyRef:
name: {{ .Values.aws.licenseConfigSecretName }}
key: iam_role
//Mount the license secret as a volume to the pod
volumes:
- name: awsmp-product-license
secret:
secretName: {{ .Values.aws.licenseConfigSecretName }}
optional: true
{{ - end }}

Note
ライセンス設定シークレットはオプションです。購入者はオンプレミス展開にのみこの値を
使用します。を使用する場合AWS展開環境では、展開仕様に License Manager 統合イメージ
のサービスアカウントを含める必要があります。
10. 以下のセクションの手順を実行して、License Manager 統合をローカルおよび Amazon EKS でテスト
します。
a. ライセンスマネージャー統合をローカル (p. 178)
b. Amazon EKS でのLicense Manager 統合 (p. 180)
11. LLicense Manager の統合を正常に確認したらAWSおよびオンプレミスでは、「」の手順に従って、
コンテナ製品リストを作成できます。コンテナ製品の作成 (p. 129)。

ライセンスマネージャー統合をローカル
minikube やその他の設定を使用して、ローカルで任意の Kubernetes クラスターで License Manager の統
合をテストできます。Kubernetes クラスタに、License Manager API オペレーションを呼び出すためのア
ウトバウンドインターネットアクセスがあることを確認してください。

License Manager 統合をローカルでテストするには
1.

テスト用出品用アカウントで、希望するエンタイトルメントを持つテストライセンスを作成します。
テストライセンスを設定するには、を参照してください。CreateLicenseのAWS License ManagerAPI
リファレンス。または、次のスクリプトを使用してテストライセンスを作成し、テスト購入者アカウ
ントにライセンス付与を作成してライセンスを使用します。次のスクリプトでは、テスト用の出品用
アカウント認証情報を使用します。
read -p 'AWS Account for test buyer: ' TEST_BUYER_ACCOUNT_ID
read -p 'License entitlements: ' ENTITLEMENTS
# TEST_SELLER_ACCOUNT_ID="109876543210"
# ENTITLEMENTS="{\"Name\": \"ByData\",\"MaxCount\": 1000,\"Overage\":true,\"Unit\":
\"Gigabits\",\"AllowCheckIn\": true}"
# Create License
NOW=$(date +"%Y-%m-%dT00:00:00+00:00")
PRODUCT_NAME="My awesome product"
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PRODUCT_SKU="c97b7825-44c4-4f42-b025-12baa4c171e0"
LICENSE_BENEFICIARY=" arn:aws:iam::$TEST_BUYER_ACCOUNT_ID:root "
LICENSE_ISSUER_NAME="test-seller"
LICENSE_NAME="test-seller-license"
CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
CONSUMPTION_TTL=180
CONSUMPTION_RENEW_TYPE="None"
HOME_REGION="us-east-1"
LICENSE_ARN=$(aws license-manager create-license --license-name
"$LICENSE_NAME" --product-name "$PRODUCT_NAME" --product-sku
"$PRODUCT_SKU" --issuer Name="$LICENSE_ISSUER_NAME" --home-region
"$HOME_REGION" --validity Begin="$NOW" --entitlements "$ENTITLEMENTS"
--beneficiary "$LICENSE_BENEFICIARY" --consumption-configuration
RenewType="$CONSUMPTION_RENEW_TYPE",ProvisionalConfiguration={MaxTimeToLiveInMinutes=
$CONSUMPTION_TTL} --client-token "$CLIENT_TOKEN" | jq -r ".LicenseArn" )
echo "License arn: $LICENSE_ARN"
# Create Grant
GRANT_TOKEN="e9a14140-4fca-4219-8230-57511a6ea6"
GRANT_NAME="test-grant"
GRANT_ARN=$(aws license-manager create-grant --grant-name "$GRANT_NAME" --license-arn
"$LICENSE_ARN" --principals "$LICENSE_BENEFICIARY" --home-region "$HOME_REGION" -client-token "$GRANT_TOKEN" --allowed-operations "CheckoutLicense" "CheckInLicense"
"ExtendConsumptionLicense" "CreateToken" | jq -r ".GrantArn")
echo "Grant arn: $GRANT_ARN"

2.

前に定義したシークレット形式を使用して、ライセンストークンと IAM ロールで Kubernetes シーク
レットを作成します。License ManagerCreateTokenライセンストークンを生成する API オペレー
ション。次に、IAM を使用しますCreateRoleアクセス権限と信頼ポリシーを持つ IAM ロールを作成
する API オペレーション。次のスクリプトの例を参照してください。次のスクリプトは、テスト購入
者アカウントの認証情報を使用します。
read -p 'AWS Account for test license: ' TEST_ACCOUNT_ID
read -p 'License Arn' LICENSE_ARN
# Create IAM Role
ROLE_NAME="AWSLicenseManagerConsumptionTestRole"
ROLE_DESCRIPTION="Role to test AWS License Manager integration on-prem"
ROLE_POLICY_ARN="arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy"
ROLE_TRUST_POLICY="{\"Version\": \"2012-10-17\",\"Statement\": [{ \"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\": { \"Federated\": \"openid-license-manager.amazonaws.com\" }, \"Action
\": \"sts:AssumeRoleWithWebIdentity\",\"Condition\": { \"ForAnyValue:StringLike\":
{ \"openid-license-manager.amazonaws.com:amr\": \"aws:license-manager:token-issueraccount-id:${TEST_ACCOUNT_ID}\" }}}]}"
ROLE_SESSION_DURATION=3600
ROLE_ARN=$(aws iam create-role --role-name "$ROLE_NAME" --description
"$ROLE_DESCRIPTION" --assume-role-policy-document "$ROLE_TRUST_POLICY" --max-sessionduration $ROLE_SESSION_DURATION | jq ".Role" | jq -r ".Arn")
aws iam attach-role-policy --role-name "$ROLE_NAME" --policy-arn "$ROLE_POLICY_ARN"
echo "Role arn: $ROLE_ARN"
# Create Token
CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
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TOKEN=$(aws license-manager create-token --license-arn $LICENSE_ARN --role-arns
$ROLE_ARN --client-token $CLIENT_TOKEN | jq '.Token')
echo "License access token: $TOKEN"c

3.

外部でホストされている Kubernetes クラスターをセットアップするAWS。これを使用して、コンテ
ナアプリケーションがAWS License Manager以外の環境からの APIAWSまた、カスタム資格情報プロ
バイダーがアプリケーションにうまく統合されていること。

4.

以前に生成したライセンストークンと IAM ロールをローカルの Kubernetes クラスターにデプロイし
ます。
kubectl create secret generic "awsmp-license-access-config" \
--from-literal=license_token=${TOKEN} \
--from-literal=iam_role=${ROLE_ARN}

5.

シークレット名を入力として Helm 経由でアプリケーションをデプロイし、アプリケーションが
License Manager API オペレーションを呼び出してエンタイトルメントチェックを実行できることを
確認します。Helm とデプロイメント仕様の変更については、のステップ 9 を参照してください。お
よびとの統合AWS MarketplaceLicense Manager 付きコンテナエニウェア製品 (p. 174)。

Amazon EKS でのLicense Manager 統合
Amazon EKS でLicense Manager 統合をテストすることもできます。アプリケーションが、ライセンス
設定シークレットなしで License Manager API 操作を呼び出すことができることをテストします。また、
サービスアカウントを使用してサービスアカウントの IAM ロール (IRSA) を設定し、関連する認証情報を
アプリケーションに提供できることを確認します。

Amazon EKS でLicense Manager 統合をテストするには
1.

テスト用出品用アカウントで、希望するエンタイトルメントを持つテストライセンスを作成します。
「」を参照してください。CreateLicense API リファレンスをクリックしてテストライセンスを設定す
るか、次のスクリプトを使用してライセンスを作成し、テスト購入者アカウントにライセンス付与を
作成してライセンスを消費します。次のスクリプトでは、テスト用の出品用アカウント認証情報を使
用します。
read -p 'AWS Account for test buyer: ' TEST_BUYER_ACCOUNT_ID
read -p 'License entitlements: ' ENTITLEMENTS
# TEST_SELLER_ACCOUNT_ID="109876543210"
# ENTITLEMENTS="{\"Name\": \"ByData\",\"MaxCount\": 1000,\"Overage\": true,\"Unit\":
\"Gigabits\",\"AllowCheckIn\": true}"
# Create License
NOW=$(date +"%Y-%m-%dT00:00:00+00:00")
PRODUCT_NAME="My awesome product"
PRODUCT_SKU="c97b7825-44c4-4f42-b025-12baa4c171e0"
LICENSE_BENEFICIARY=" arn:aws:iam::$TEST_BUYER_ACCOUNT_ID:root "
LICENSE_ISSUER_NAME="test-seller"
LICENSE_NAME="test-seller-license"
CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
CONSUMPTION_TTL=180
CONSUMPTION_RENEW_TYPE="None"
HOME_REGION="us-east-1"
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LICENSE_ARN=$(aws license-manager create-license --license-name
"$LICENSE_NAME" --product-name "$PRODUCT_NAME" --product-sku
"$PRODUCT_SKU" --issuer Name="$LICENSE_ISSUER_NAME" --home-region
"$HOME_REGION" --validity Begin="$NOW" --entitlements "$ENTITLEMENTS"
--beneficiary "$LICENSE_BENEFICIARY" --consumption-configuration
RenewType="$CONSUMPTION_RENEW_TYPE",ProvisionalConfiguration={MaxTimeToLiveInMinutes=
$CONSUMPTION_TTL} --client-token "$CLIENT_TOKEN" | jq -r ".LicenseArn" )
echo "License arn: $LICENSE_ARN"
# Create Grant
GRANT_TOKEN="e9a14140-4fca-4219-8230-57511a6ea6"
GRANT_NAME="test-grant"
GRANT_ARN=$(aws license-manager create-grant --grant-name "$GRANT_NAME" --license-arn
"$LICENSE_ARN" --principals "$LICENSE_BENEFICIARY" --home-region "$HOME_REGION" -client-token "$GRANT_TOKEN" --allowed-operations "CheckoutLicense" "CheckInLicense"
"ExtendConsumptionLicense" "CreateToken" | jq -r ".GrantArn")
echo "Grant arn: $GRANT_ARN"

2.

目的の設定のテスト Amazon EKS クラスターを作成するか、次のコマンドを実行してデフォルト設定
を使用します。
aws ec2 create-key-pair --region us-west-2 --key-name eks-key-pair

eksctl create cluster \
--name awsmp-eks-test-example \
--region us-west-2 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key eks-key-pair

3.

既存のクラスターのサービスアカウントを作成し、それを IAM ロールに関連付けます。次のコマンド
は、を使用した IAM ロールを作成しますAWSLicenseManagerConsumptionPolicy。次に、コマ
ンドはそれをtest_saLicense Manager 統合イメージをデプロイする必要がある Amazon EKS クラ
スターのサービスアカウント。その結果、サービスアカウントは License Manager API 操作を呼び出
すための適切な認証情報を取得できます。
eksctl create iamserviceaccount \
--name test_sa \
--namespace test_namespace \
--cluster awsmp-eks-test-example \
--attach-policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy" \
--approve \
--override-existing-serviceaccounts

4.

前のコマンドで IAM ロールが関連付けられているサービスアカウントで、Helm を使用してアプリ
ケーションをデプロイします。アプリケーションが License Manager API 操作を呼び出してエンタイ
トルメントチェックを実行できることを確認します。

License Manager を使用したフローティングライセンス資格
フローティングライセンスでは、ユーザーがアプリケーションにログインすると、使用可能なライセンス
のプールからライセンスが引き出されます。ユーザーがログアウトすると、ライセンスは使用可能なライ
センスのプールに戻されます。
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フローティングライセンスの場合、アプリケーションはCheckoutLicenseリソースが使用されていると
きにエンタイトルメントプールからエンタイトルメントをチェックアウトする API オペレーション。の
応答CheckoutLicenseAPI オペレーションには、チェックアウトの一意の識別子であるライセンス消費
トークンが含まれます。ライセンス消費トークンは、チェックアウトされたエンタイトルメントに対し
て、ライセンスプールへのチェックインやチェックアウトの延長など、追加のアクションを実行できま
す。
リソースが使用されなくなると、アプリケーションはCheckInLicenseエンタイトルメントをプールに
チェックインする API オペレーション。
aws license-manager check-in-license \
--license-consumption-token "f1603b3c1f574b7284db84a9e771ee12"

たとえば、操作中にアプリケーションがクラッシュした場合など、ライセンスをプールにチェックインし
直すことができない場合、資格は 60 分後に自動的にプールにチェックインされます。このため、リソー
スが 60 分以上使用されている場合は、エンタイトルメントをプールからチェックアウトしたままにして
おくことがベストプラクティスです。これを行うには、ExtendLicenseConsumptionリソースが使用さ
れている限り、API オペレーション。
aws license-manager extend-license-consumption \
--license-consumption-token "f1603b3c1f574b7284db84a9e771ee12"

オンプレミス展開で License Manager と統合するためのベストプラクティス
オンプレミス環境でのコンテナアプリケーションのデプロイでは、信頼性の低いアウトバウンドネット
ワークアクセスが発生する可能性があります。次のベストプラクティスを使用して、回復力を高め、イン
ターネット接続不良によって引き起こされる潜在的な問題による購入者のサービスの中断を回避します。
• 適切な再試行— 一時的なネットワークの問題により、アプリケーションが接続できなくなる可能性があ
りますAWS License Manager。エクスポネンシャルパックオフを使用して、最大 30 分間の再試行を実
装します。これにより、短期間の停止やネットワークの問題を回避できます。
• ハードリミットの回— 接続されたクラスタにデプロイされたアプリケーションは、定期的にライセ
ンスをチェックして、アップグレードまたは更新による変更を特定できます。信頼性の低いアウト
バウンドアクセスでは、アプリケーションがこれらの変更を識別できない場合があります。可能な限
り、LicenLicense Manager でライセンスを確認できないことによる購入者へのサービスの中断を避ける
必要があります。ライセンスが期限切れになり、ライセンスが有効かどうかを確認できない場合、アプ
リケーションは無料トライアルまたはオープンソースエクスペリエンスにフォールバックする可能性が
あります。
• 購入者への通知— キャッシュライセンスを使用する場合、ライセンスへの変更 (更新またはアップグ
レードを含む) は、実行中のワークロードに自動的に反映されません。アプリケーションがキャッシュ
されたライセンスを更新できるように、アプリケーションへのアウトバウンドアクセスを一時的に再度
許可する必要があることを顧客に通知します。たとえば、アプリケーション自体またはドキュメントを
通じて顧客に通知します。同様に、より低い機能セットにフォールバックするときは、エンタイトルメ
ントが使い果たされたか、ライセンスが期限切れになったことを顧客に通知します。その後、アップグ
レードするか更新するかを選択できます。

LicenseManagerCredentialsProvider-Java 実装
LicenseCredentialsProviderはを拡張しますAWSオンプレミスで使用する SDK のデフォルトの認証
情報プロバイダーチェーンには、LicenseManagerTokenCredentialsProvider。
LicenseCredentialsProvider
package com.amazon.awsmp.license;
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import
import
import
import
import
import

software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProviderChain;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.internal.LazyAwsCredentialsProvider;
software.amazon.awssdk.utils.SdkAutoCloseable;

public class LicenseCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider, SdkAutoCloseable
{
private static final LicenseCredentialsProvider CREDENTIALS_PROVIDER = new
LicenseCredentialsProvider();
private final LazyAwsCredentialsProvider providerChain;
private LicenseCredentialsProvider() {
this.providerChain = createChain();
}
public static LicenseCredentialsProvider create() {
return CREDENTIALS_PROVIDER;
}
@Override
public AwsCredentials resolveCredentials() {
return this.providerChain.resolveCredentials();
}
@Override
public void close() {
this.providerChain.close();
}
private LazyAwsCredentialsProvider createChain() {
return LazyAwsCredentialsProvider.create(() -> {
AwsCredentialsProvider[] credentialsProviders = new AwsCredentialsProvider[]{
DefaultCredentialsProvider.create(),
LicenseManagerTokenCredentialsProvider.create()};

}

}

});

return AwsCredentialsProviderChain.builder().reuseLastProviderEnabled(true)
.credentialsProviders(credentialsProviders).build();

LicenseManagerTokenCredentialsProvider
LicenseManagerTokenCredentialsProviderは、オンプレミス環境で License Manager
OIDC 発行の ID トークンを使用して認証情報を提供します。のソースコードを含める必要がありま
すLicenseCredentialsProviderアプリケーションのクラスパスにあります。
package com.amazon.awsmp.license;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

software.amazon.awssdk.auth.credentials.AnonymousCredentialsProvider;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
software.amazon.awssdk.core.SdkSystemSetting;
software.amazon.awssdk.core.client.config.ClientOverrideConfiguration;
software.amazon.awssdk.core.retry.RetryPolicyContext;
software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.OrRetryCondition;
software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.RetryCondition;
software.amazon.awssdk.regions.Region;
software.amazon.awssdk.regions.providers.DefaultAwsRegionProviderChain;
software.amazon.awssdk.services.licensemanager.LicenseManagerClient;
software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenRequest;
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import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import
software.amazon.awssdk.services.sts.auth.StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleWithWebIdentityRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.IdpCommunicationErrorException;
import software.amazon.awssdk.utils.IoUtils;
import software.amazon.awssdk.utils.SdkAutoCloseable;
import software.amazon.awssdk.utils.StringUtils;
import software.amazon.awssdk.utils.SystemSetting;
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.io.UncheckedIOException;
java.nio.file.Files;
java.nio.file.Path;
java.nio.file.Paths;
java.time.Duration;
java.util.function.Supplier;

public class LicenseManagerTokenCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider,
SdkAutoCloseable {
private final StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider;
private final RuntimeException loadException;
private
private
private
private
private

Path licenseAccessTokenFile;
String roleArn;
String roleSessionName;
StsClient stsClient;
LicenseManagerClient lmClient;

public static LicenseManagerTokenCredentialsProvider create() {
return new Builder().build();
}
@Override
public AwsCredentials resolveCredentials() {
if (this.loadException != null) {
throw this.loadException;
}
return this.credentialsProvider.resolveCredentials();
}
@Override
public void close() {
IoUtils.closeQuietly(this.credentialsProvider, null);
IoUtils.closeQuietly(this.stsClient, null);
IoUtils.closeIfCloseable(this.lmClient, null);
}
private LicenseManagerTokenCredentialsProvider(Builder builder) {
StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider = null;
RuntimeException loadException = null;

try {
this.licenseAccessTokenFile =
Paths.get(StringUtils.trim(LicenseSystemSetting.AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE.getStringValueOrTh
this.roleArn = SdkSystemSetting.AWS_ROLE_ARN.getStringValueOrThrow();
this.roleSessionName =
SdkSystemSetting.AWS_ROLE_SESSION_NAME.getStringValue().orElse("aws-sdk-java-" +
System.currentTimeMillis());
this.stsClient = builder.stsClient != null ? builder.stsClient :
StsClientFactory.create();
this.lmClient = builder.lmClient != null ? builder.lmClient :
LicenseManagerClientFactory.create();
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AssumeRoleWithWebIdentityRequest request =
AssumeRoleWithWebIdentityRequest.builder()
.roleArn(this.roleArn).roleSessionName(this.roleSessionName).build();
Supplier<AssumeRoleWithWebIdentityRequest> supplier = new
AssumeRoleRequestSupplier(request,
this.licenseAccessTokenFile, this.lmClient);
credentialsProvider = StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider.builder()
.stsClient(this.stsClient).refreshRequest(supplier).build();
} catch (RuntimeException ex) {
loadException = ex;
}

}

this.credentialsProvider = credentialsProvider;
this.loadException = loadException;

public static final class Builder {
private Path licenseAccessTokenFile;
private String roleArn;
private String roleSessionName;
private StsClient stsClient;
private LicenseManagerClient lmClient;
public LicenseManagerTokenCredentialsProvider build() {
return new LicenseManagerTokenCredentialsProvider(this);
}
public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder licenseAccessTokenFile(Path
licenseAccessTokenFile) {
this.licenseAccessTokenFile = licenseAccessTokenFile;
return this;
}
public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder roleArn(String roleArn) {
this.roleArn = roleArn;
return this;
}
public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder roleSessionName(String
roleSessionName) {
this.roleSessionName = roleSessionName;
return this;
}
public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder stsClient(StsClient
stsClient) {
this.stsClient = stsClient;
return this;
}
public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder lmClient(LicenseManagerClient
lmClient) {
this.lmClient = lmClient;
return this;
}
}
private static final class AssumeRoleRequestSupplier implements Supplier {
private final LicenseManagerClient lmClient;
private final AssumeRoleWithWebIdentityRequest request;
private final Path webIdentityRefreshTokenFile;
AssumeRoleRequestSupplier(final AssumeRoleWithWebIdentityRequest request,
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final Path webIdentityRefreshTokenFile,
final LicenseManagerClient lmClient) {

}

this.lmClient = lmClient;
this.request = request;
this.webIdentityRefreshTokenFile = webIdentityRefreshTokenFile;

public AssumeRoleWithWebIdentityRequest get() {
return this.request.toBuilder()
.webIdentityToken(getIdentityToken())
.build();
}
private String getIdentityToken() {
return refreshIdToken(readRefreshToken(this.webIdentityRefreshTokenFile));
}
private String readRefreshToken(Path file) {
try (InputStream webIdentityRefreshTokenStream = Files.newInputStream(file)) {
return IoUtils.toUtf8String(webIdentityRefreshTokenStream);
} catch (IOException e) {
throw new UncheckedIOException(e);
}
}
private String refreshIdToken(String licenseRefreshToken) {
final GetAccessTokenRequest request = GetAccessTokenRequest.builder()
.token(licenseRefreshToken)
.build();

}

}

GetAccessTokenResponse response = this.lmClient.getAccessToken(request);
return response.accessToken();

private static final class LicenseManagerClientFactory {
private static final Duration DEFAULT_API_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(30);
private static final Duration DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(10);
public static LicenseManagerClient create() {
return getLicenseManagerClient();
}
private static LicenseManagerClient getLicenseManagerClient() {
ClientOverrideConfiguration configuration =
ClientOverrideConfiguration.builder()
.apiCallTimeout(DEFAULT_API_TIMEOUT)
.apiCallAttemptTimeout(DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT)
.build();

}

LicenseManagerClient client = LicenseManagerClient.builder()
.region(configureLicenseManagerRegion())
.credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create())
.overrideConfiguration(configuration).build();
return client;

private static Region configureLicenseManagerRegion() {
Region defaultRegion = Region.US_EAST_1;
Region region;
try {
region = (new DefaultAwsRegionProviderChain()).getRegion();
} catch (RuntimeException ex) {
region = defaultRegion;
}

186

AWS Marketplace 販売者ガイド
以下のコンテナ製品の契約価格AWS License Manager

}

}

return region;

private static final class StsClientFactory {
private static final Duration DEFAULT_API_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(30);
private static final Duration DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(10);
public static StsClient create() {
return getStsClient();
}
private static StsClient getStsClient() {
OrRetryCondition retryCondition = OrRetryCondition.create(new
StsRetryCondition(),
RetryCondition.defaultRetryCondition());
ClientOverrideConfiguration configuration =
ClientOverrideConfiguration.builder()
.apiCallTimeout(DEFAULT_API_TIMEOUT)
.apiCallAttemptTimeout(DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT)
.retryPolicy(r -> r.retryCondition(retryCondition))
.build();

}

return StsClient.builder()
.region(configureStsRegion())
.credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create())
.overrideConfiguration(configuration).build();

private static Region configureStsRegion() {
Region defaultRegion = Region.US_EAST_1;
Region stsRegion;
try {
stsRegion = (new DefaultAwsRegionProviderChain()).getRegion();
} catch (RuntimeException ex) {
stsRegion = defaultRegion;
}
return stsRegion;
}

}

private static final class StsRetryCondition implements RetryCondition {
public boolean shouldRetry(RetryPolicyContext context) {
return context.exception() instanceof IdpCommunicationErrorException;
}
}

private enum LicenseSystemSetting implements SystemSetting {
AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE("aws.webIdentityRefreshTokenFile");
private String systemProperty;
private String defaultValue = null;
LicenseSystemSetting(String systemProperty) {
this.systemProperty = systemProperty;
}
@Override
public String property() {
return this.systemProperty;
}
@Override
public String environmentVariable() {
return this.name();
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}

}

}

@Override
public String defaultValue() {
return this.defaultValue;
}

LicenseManagerCredentialsProvider-Golang実装
LicenseCredentialsProvider
LicenseCredentialsProviderはを拡張しますAWSオンプレミスで使用する SDK のデフォルトの認証
情報プロバイダーチェーンには、LicenseManagerTokenCredentialsProvider。
package lib
import (
"context"
"fmt"
"sync"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"

)

// LicenseCredentialsProvider is the custom credential provider that can retrieve valid
temporary aws credentials
type LicenseCredentialsProvider struct {
fallBackProvider
aws.CredentialsProvider
mux
sync.RWMutex
licenseCredentials aws.Credentials
err
error
}
// NewLicenseCredentialsProvider method will create a LicenseCredentialProvider Object
which contains valid temporary aws credentials
func NewLicenseCredentialsProvider() (*LicenseCredentialsProvider, error) {
licenseCredentialProvider := &LicenseCredentialsProvider{}
fallBackProvider, err := createCredentialProvider()
if err != nil {
return licenseCredentialProvider, fmt.Errorf("failed to create
LicenseCredentialsProvider, %w", err)
}
licenseCredentialProvider.fallBackProvider = fallBackProvider
return licenseCredentialProvider, nil
}
// Retrieve method will retrieve temporary aws credentials from the credential provider
func (l *LicenseCredentialsProvider) Retrieve(ctx context.Context) (aws.Credentials, error)
{
l.mux.RLock()
defer l.mux.RUnlock()
l.licenseCredentials, l.err = l.fallBackProvider.Retrieve(ctx)
return l.licenseCredentials, l.err
}
func createCredentialProvider() (aws.CredentialsProvider, error) {
// LoadDefaultConfig will examine all "default" credential providers
ctx := context.TODO()
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("failed to create FallBackProvider, %w", err)
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}
var useFallbackProvider bool
if cfg.Credentials != nil {
if _, err := cfg.Credentials.Retrieve(ctx); err != nil {
// If the "default" credentials provider cannot retrieve credentials, enable fallback to
customCredentialsProvider.
useFallbackProvider = true
}
} else {
useFallbackProvider = true
}
if useFallbackProvider {
customProvider, err := newLicenseManagerTokenCredentialsProvider()
if err != nil {
return cfg.Credentials, fmt.Errorf("failed to create fallBackProvider, %w", err)
}
// wrap up customProvider with CredentialsCache to enable caching
cfg.Credentials = aws.NewCredentialsCache(customProvider)
}
return cfg.Credentials, nil

}

LicenseManagerTokenCredentialsProvider
LicenseManagerTokenCredentialsProviderは、オンプレミス環境で License Manager
OIDC 発行の ID トークンを使用して認証情報を提供します。のソースコードを含める必要がありま
すLicenseCredentialsProviderアプリケーションのクラスパスにあります。
package lib
import (
"context"
"fmt"
"io/ioutil"
"os"
"sync"
"time"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"

)

const awsRefreshTokenFilePathEnvVar = "AWS_LICENSE_ACCESS_FILE"
// licenseManagerTokenCredentialsProvider defines and contains
StsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
type licenseManagerTokenCredentialsProvider struct {
stsCredentialProvider *stsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
mux
sync.RWMutex
licenseCredentials
aws.Credentials
err
error
}
// Retrieve method will retrieve credentials from credential provider.
// Make this method public to make this provider satisfies CredentialProvider interface
func (a *licenseManagerTokenCredentialsProvider) Retrieve(ctx context.Context)
(aws.Credentials, error) {
a.mux.RLock()
defer a.mux.RUnlock()
a.licenseCredentials, a.err = a.stsCredentialProvider.Retrieve(ctx)
return a.licenseCredentials, a.err
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}
// newLicenseManagerTokenCredentialsProvider will create and return
a LicenseManagerTokenCredentialsProvider Object which wraps up
stsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
func newLicenseManagerTokenCredentialsProvider() (*licenseManagerTokenCredentialsProvider,
error) {
// 1. Retrieve variables From yaml environment
envConfig, err := config.NewEnvConfig()
if err != nil {
return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
roleArn := envConfig.RoleARN
var roleSessionName string
if envConfig.RoleSessionName == "" {
roleSessionName = fmt.Sprintf("aws-sdk-go-v2-%v", time.Now().UnixNano())
} else {
roleSessionName = envConfig.RoleSessionName
}
tokenFilePath := os.Getenv(awsRefreshTokenFilePathEnvVar)
b, err := ioutil.ReadFile(tokenFilePath)
if err != nil {
return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
refreshToken := aws.String(string(b))
// 2. Create stsClient
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
stsClient := sts.NewFromConfig(cfg, func(o *sts.Options) {
o.Region = configureStsClientRegion(cfg.Region)
o.Credentials = aws.AnonymousCredentials{}
})
// 3. Configure StsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
stsCredentialProvider := newStsAssumeRoleWithWebIdentityProvider(stsClient, roleArn,
roleSessionName, refreshToken)
// 4. Build and return
return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{
stsCredentialProvider: stsCredentialProvider,
}, nil

}

func configureStsClientRegion(configRegion string) string {
defaultRegion := "us-east-1"
if configRegion == "" {
return defaultRegion
} else {
return configRegion
}
}

コンテナ製品の Amazon SNS 通知
通知を受信するには、サブスクライブしますAWS MarketplaceAmazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) のトピックは、製品作成中に提供されます。トピックには、製品に対する顧客のサブスク
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リプションの変更に関する通知が表示されます。たとえば、これを使用して、顧客がいつプライベートオ
ファーを受け入れるかを知ることができます。

Note
製品作成プロセス中に、SNS トピックへの実際の Amazon リソースネーム (ARN) を受け取りま
す。例えば、以下のようになります。arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mpsubscription-notification-PRODUCTCODE
コンテナ製品では、次の Amazon SNS トピックを使用できます。
• Amazon SNS トピック:aws-mp-subscription-notification (p. 191)— このトピックは、購入者
が商品を購読または購読解除したときに通知します。これは、時間単位および時間単位の長期価格を含
む時間単位の料金モデルで利用できます。

Amazon SNS トピック:aws-mp-subscriptionnotification
内の各メッセージaws-mp-subscription-notificationトピックは以下の形式です。
{

}

"action": "<action-name>",
"customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
"product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",
"offer-identifier": "offer-abcexample123",
"isFreeTrialTermPresent":"true"

-<action-name>通知によって異なります。想定されるアクションは次のとおりです。
• subscribe-success
• subscribe-fail
• unsubscribe-pending
• unsubscribe-success
-offer-identifierオファーの場合のみ通知に表示されますプライベートオファー。

Amazon SQSキューを Amazon SNS トピックへサブ
スクライブする
Amazon SQSキューを提供された SNS トピックにサブスクライブすることをお勧めします。SQS キュー
の作成とキューのトピックへのサブスクライブの詳細な手順については、Amazon SNS トピックへ
Amazon SQS キューをサブスクライブする()Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド。

Note
購読することしかできませんAWS Marketplaceの SNS トピックAWS アカウント製品の販売に
使用されます。ただし、メッセージを別のアカウントに転送することはできます。詳細について
は、次を参照してください。別のアカウントの Amazon SQS キューへ Amazon SNS メッセージ
を送信する()Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド。

通知の SQS キューのポーリング
SQSキューをSトピックにサブスクライブすると、メッセージは SQSに保存されます。キューを継続的に
ポーリングし、メッセージを探し、それに応じて処理するサービスを定義する必要があります。
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Machine Learning 製品
出品者は、購入者が導入できる機械学習 (ML) アルゴリズムとモデルの作成に使用できますAWS
MarketplaceAWS。に出品されている Amazon SageMaker 商品には次の 2 種類がありますAWS
Marketplace。
パッケージはパッケージです
事前にトレーニングされた予測モデルで、購入者による追加のトレーニングは必要ありません。
Algorithm
購入者が予測を行う前にトレーニングデータを提供する必要があるモデル。トレーニングアルゴリズ
ムが含まれています。
これらの商品は、 SageMaker AmazonコンソールまたはAmazonコンソールから購入できますAWS
Marketplace。購入者は、製品の説明、ドキュメント、カスタマーレビュー、価格、サポート情報を確認
できます。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 コン
ソールの製品リストに追加されます。購入者は、AWS SDK、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、
SageMaker またはコンソールを使用して、フルマネージド型の REST 推論エンドポイントを作成したり、
データのバッチに対して推論を実行したりすることもできます。
Amazon での機械学習製品の作成に関するサポートについては SageMaker、AWS Marketplaceセラーオペ
レーションにお問い合わせください。

Learning to Rearning Rearning Rearning
AWS Marketplaceは、Amazon を使用して 2 種類の機械学習製品タイプをサポートしています
SageMaker。モデルパッケージ製品とアルゴリズム製品のどちらのタイプも、予測を行うための展開可能
な推論モデルを生成します。

SageMaker パッケージにはモデルパッケージ
Amazon SageMaker モデルパッケージ製品には、事前トレーニング済みのモデルが含まれています。
SageMaker 事前にトレーニングされたモデルを導入して、リアルタイムまたはバッチで推論や予測を行
うことができます。この製品には、モデルアーティファクトがある場合は、トレーニング済みの推論コン
ポーネントが含まれています。販売者は、 SageMaker モデルを使用してトレーニングすることも、自分
のモデルを持ち込むこともできます。

SageMaker アルゴリズム
SageMaker購入者はアルゴリズム製品を使用して完全な機械学習ワークロードを実行できます。アルゴ
リズム製品には、トレーニングと推論という2つの論理的要素があります。では SageMaker、バイヤーは
独自のデータセットを使用して、トレーニングコンポーネントを使用してトレーニングジョブを作成し
ます。トレーニングコンポーネントのアルゴリズムが完了すると、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。 SageMaker 購入者の Amazon Simple S3 Service (Amazon S3) バケットに、モデ
ルアーティファクトを保存します。 では SageMaker、購入者は生成されたモデルアーティファクトとと
もに推論コンポーネントをデプロイして、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。

推論モデルの導入
推論モデルがモデルパッケージから作成されるかアルゴリズムから作成されるかにかかわらず、推論モデ
ルを展開する方法は2つあります。
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• エンドポイント — このメソッドは SageMaker 、モデルのデプロイと API エンドポイントの作成に使用
します。購入者は、このエンドポイントをバックエンドサービスの一部として使用してアプリケーショ
ンを強化できます。データがエンドポイントに送信されると、 SageMaker それをモデルコンテナに渡
し、結果を API レスポンスで返します。エンドポイントとコンテナは、購入者が停止するまで稼働し続
けます。

Note
ではAWS Marketplace、エンドポイント方式はリアルタイム推論と呼ばれ、 SageMaker ドキュ
メントではホスティングサービスと呼ばれています。詳細については、「Amazon でのモデル
のデプロイ」を参照してください SageMaker。
• Batch 変換ジョブ — この方法では、購入者は推論用にデータセットを Amazon S3 に保存します。バッ
チ変換ジョブが開始されると、 SageMaker モデルがデプロイされ、S3 バケットからモデルのコンテナ
にデータが渡され、結果が S3 バケットに返されます。ジョブが完了すると、 SageMaker ジョブを停止
します。詳細については、「Batch 変換によるデータセット全体の推論の取得」を参照してください。

Note
SageMakerデータをモデルに渡して結果を購入者に返すため、どちらの方法もモデルにとって
わかりやすいです。

セキュリティと知的財産
アマゾン SageMaker 以下から取得したモデルとアルゴリズムの知的財産と購入者データの両方を保護し
ますAWS Marketplace。

知的財産の保護
製品を作成すると、コードは Docker コンテナイメージにパッケージ化されます。詳細については、次を
参照してください。製品の準備 SageMaker (p. 196)このガイドで後述する「」を参照 コンテナイメージ
をアップロードするとき、イメージとアーティファクトは転送中および保管時に転送中および保管時に暗
号化されます。また、イメージは公開前に脆弱性がないかスキャンされます。
知的財産を保護するうえで、 SageMaker 購入者のみがあなたの製品にアクセスすることを許可します
AWS のサービスエンドポイント。購入者は、コンテナイメージやモデルアーティファクトに直接アクセス
したり、プルしたりすることはできません。また、基盤となるインフラストラクチャにアクセスすること
もできません。

ネットワークアクセスなし
とは異なり SageMaker 購入者が製品を発売するときに購入者が作成するモデルとアルゴリズムAWS
Marketplaceでは、モデルとアルゴリズムはネットワークアクセスなしで展開されます。 SageMakerネッ
トワークにアクセスできない環境にイメージを展開するAWS のサービスエンドポイント。たとえば、コ
ンテナイメージはインターネット上のサービスへのアウトバウンド API 呼び出しを行うことはできませ
ん。VPC エンドポイント、またはその他AWS のサービス。

お客様データのセキュリティ
あなたの製品は次の場所で動きます SageMaker 買い手の中にAWS アカウント。そのため、購入者が製品
を使用してデータ推論を実行すると、売り手としてのあなたはデータにアクセスできません。
アルゴリズム製品の場合、モデルアーティファクトは各トレーニングジョブの後にトレーニングイメージ
によって出力されます。モデルアーティファクトは購入者のアカウントに保存されます。トレーニング
ジョブのモデルアーティファクトは、購入者が推論イメージを使用してモデルを展開するときに使用され
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ます。モデルアーティファクトに含まれる可能性のある知的財産を保護するには、出力する前に暗号化し
てください。

Important
このセキュリティモデルにより、実行時にコードがインターネットにアクセスするのを防ぎま
す。そのため、コードはインターネットからリソースやライブラリを使用できないため、依存
関係を Docker コンテナイメージで依存関係をパッケージ化します。トレーニングジョブから出
力アーティファクトを出力する場合は特に重要です。アーティファクトを暗号化および暗号化す
るキーは実行時にインターネット経由でアクセスすることはできません。これらは、イメージと
パッケージ化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。Amazon でのセキュリティ SageMaker。

Machine Learning Inference
SageMaker Amazon製品の価格設定モデルは複数の中から選択できます。貴社の製品を購読している購入
者は、 SageMaker AWS アカウント自社の製品を購入します。購入者への価格は、AWS アカウント自社
で稼働しているリソースのインフラストラクチャコストと、設定した製品価格を組み合わせたものです。

インフラストラクチャ料金
購入者は、 SageMaker 製品の使用中に発生するすべてのインフラ費用を負担します。AWS SageMaker こ
れらの費用はAmazonの価格ページで設定され、確認できます。

ソフトウェア料金
AWS Marketplace購入者に製品の使用料を請求するソフトウェア価格を決定します。機械学習製品をに追
加するときに、価格と条件を設定しますAWS Marketplace。
インスタンスタイプごとのすべてのインフラストラクチャとソフトウェアの価格は、AWS Marketplace購
入者がサブスクリプションを購入する前に、の製品リストページで購入者に表示されます。

料金表料金表
製品を無料で提供することを選択できます。この場合、購入者はインフラ費用のみを支払います。

時間料金
で実行されているソフトウェアのインスタンスごとの時間あたりの価格で製品を提供できます
SageMaker。ソフトウェアを実行するインスタンスタイプごとに異なる時間料金を請求できます。購入者
がソフトウェアを実行している間、AWS Marketplace使用状況を追跡し、それに応じて購入者に請求しま
す。使用量は分単位で日割り計算されます。
モデルパッケージ製品の場合、購入者は2つの異なる方法でソフトウェアを実行できます。エンドポイント
を継続的にホストしてリアルタイムの推論を実行したり、データセットに対してバッチ変換ジョブを実行
したりできます。購入者がソフトウェアを実行する方法の両方について、異なる価格を設定できます。
アルゴリズム製品の場合は、前述のように推論を実行するための価格を決定するだけでなく、トレーニン
グジョブの時間単価も決定します。トレーニングイメージがサポートするインスタンスタイプごとに異な
る時間料金を請求できます。

推論料金表
購入者がリアルタイム推論を継続的に実行するエンドポイントをホストしてソフトウェアを実行する場
合、推論ごとに価格を設定することを選択できます。
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Note
Batch 変換プロセスでは、常に時間単位の価格設定が使用されます。アルゴリズム製品のトレー
ニングジョブも、常に時間単位の価格設定を使用します。これらの価格は、推論価格とは独立し
て、また相互に設定できます。
デフォルトでは、推論価格設定により、AWS Marketplaceエンドポイントが呼び出されるたびに購入者に
課金されます。ただし、場合によっては、ソフトウェアが 1 回の呼び出しで推論のバッチを処理します
(ミニバッチとも呼ばれます)。エンドポイントのデプロイでは、1AWS Marketplace 回の呼び出しに対して
購入者に課金する推論回数をカスタマイズして指定できます。そのためには、次の例のように、呼び出し
の HTTP 応答ヘッダーにカスタムメータリングヘッダーを含めます。
X-Amzn-Inference-Metering: {"Dimension": "inference.count", "ConsumedUnits": 3}

この例は、購入者に3つの推論を請求する呼び出しを示しています。

Note
推論価格については、HTTPAWS Marketplace2XX レスポンスコードがあるリクエストに対しての
み購入者に請求します。

無料トライアル
オプションで、製品の無料試用版を作成し、無料トライアルの日数を定義できます。無料トライアルの期
間は 5 ～ 120 日間です。無料トライアルの期間中、購入者はソフトウェアを好きなだけ実行でき、ソフ
トウェアに課金されることはありません。無料トライアル中にインフラストラクチャコストを購入者に請
求します。試用期間が終了すると、通常のソフトウェア価格とインフラストラクチャコストが請求されま
す。

Note
無料トライアルを作成できるのは、時間単位で課金されるオファーのみです。推論価格が設定さ
れている製品の無料試用版を作成することはできません。
購入者が無料トライアルの製品を購読すると、ウェルカムメールメッセージが届きます。メッセージに
は、無料トライアルの期間、計算された有効期限、および登録解除の詳細が含まれます。有効期限の 3 日
前にリマインダーの E メールが送信されます。
で製品の無料トライアルを提供した場合AWS Marketplace、無料トライアルの特定の返金ポリシーに同意
したものとみなされます。

プライベートオファー
機械学習製品のプライベートオファーを作成できます。非公開オファーでは、特定の購入者に、公開され
ている価格とは異なる価格が適用されます。
プライベートオファーは、次の 2 つのいずれかの方法で機能します。
• 時給 — プライベートオファーは、公開されている時給とは異なる時給となる場合があります。
• 契約 — プライベートオファーは、特定の日数の間、固定の前払い料金がかかる契約です。購入者は、契
約期間全体にわたって無制限の数のインスタンスを使用できます。契約の終了時に、稼働し続けるすべ
てのインスタンスは、プライベートオファーで設定した時間料金で請求されます。たとえば、365日間
無制限に使用できる固定の前払い料金で契約を作成できます。また、プライベートオファーの時給も設
定します。購入者がこのプライベートオファーを受け入れると、その前払い料金を支払います。契約が
終了すると、まだ実行中のインスタンスはその時間単位で請求されます。無料のプライベートトライア
ルを提供する場合は、無料の永久ライセンスがないように、無料トライアル期間の終了後に正しい時給
を設定してください。
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プライベートオファーにおけるお客様と購入者の間の一連の条件および契約は、パブリックオファーまた
は他のプライベートオファーのものと異なる場合があります。
複数のプライベートオファーを作成して、1人の購入者に提供することができます。プライベートオファー
を延長して、プライベートオファーとパブリックオファーのどちらかを選択できるようにしたい購入者。
一度に購入者が購読できるオファーは 1 つのみです。プライベートオファーとパブリックオファーの両方
を同時に購読することはできません。
SageMaker 特定の購入者向けの商品の非公開オファーを作成するには、AWS Marketplaceセラーオペレー
ションにお問い合わせください。

Note
プライベートオファーの制限について詳しくは、をご覧くださいプライベートオファーに関する
注意事項 (p. 45)。

製品の準備 SageMaker
で製品を公開する前にAWS Marketplace、Amazonで準備する必要があります SageMaker。製品の準備に
は 3 つのステップがあります。
1. コードを画像にパッケージ化する (p. 196)— モデルパッケージまたはアルゴリズム製品を準備するに
は、製品の Docker コンテナイメージを作成する必要があります。
2. 画像をアップロードします (p. 211)— コードをコンテナイメージにパッケージ化してローカルでテス
トした後、イメージをアップロードして既知の脆弱性をスキャンします。続行する前に、脆弱性を修正
してください。
3. アマゾンを作る SageMaker資源 (p. 213)— 画像が正常にスキャンされると、その画像を使用してモデ
ルパッケージまたはアルゴリズムリソースを SageMaker。

コードを画像にパッケージ化する
の機械学習製品AWS MarketplaceAmazon を使用する SageMaker 購入者に提供する機械学習ロジックを作
成して実行します。 SageMaker ロジックを含む Docker コンテナイメージを実行します。 SageMakerこ
れらのコンテナを安全でスケーラブルなインフラストラクチャで実行します。詳細については、「 セキュ
リティと知的財産 (p. 193)」を参照してください。
トピック
• どのタイプのコンテナイメージを作成すればよいですか? (p. 196)
• パッケージイメージのモデル (p. 197)
• アルゴリズムイメージ (p. 202)

どのタイプのコンテナイメージを作成すればよいですか?
コンテナーイメージには、推論イメージとトレーニングイメージの 2 種類があります。
モデルパッケージ製品を作成するには、推論画像だけが必要です。詳細な手順については、「パッケージ
イメージのモデル (p. 197)」を参照してください。
アルゴリズム製品を作成するには、トレーニングイメージと推論イメージの両方が必要です。詳細な手順
については、「アルゴリズムイメージ (p. 202)」を参照してください。
コードをコンテナーイメージに適切にパッケージ化するには、コンテナーが SageMakerファイル構造。
サービスがコンテナとの間でデータをやり取りできるように、コンテナは正しいエンドポイントを公開す
る必要があります。以下のセクションでは、このプロセスの詳細について説明します。
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Important
セキュリティ上の理由から、購入者がコンテナ化された製品をサブスクライブすると、Docker
コンテナはインターネット接続のない隔離された環境で実行されます。コンテナの作成時には、
インターネット経由での呼び出しに依存しないでください。その場合は失敗します。の呼び出し
AWS のサービスも失敗します。詳細については、「 セキュリティと知的財産 (p. 193)」セク
ションを参照してください。
オプションで、推論イメージとトレーニングイメージを作成するときに、使用可能なDeep Learning
Containers メージ開始点として。画像は、すでにさまざまな機械学習フレームワークで適切にパッケージ
化されています。

パッケージイメージのモデル
アマゾン SageMaker モデルパッケージは、予測を行う事前トレーニング済みのモデルであり、購入者に
よるさらなるトレーニングを必要としません。
モデルパッケージには、以下のコンポーネントが含まれます。
• 保存されている推論画像Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)
• (オプション) モデルアーティファクト、別々に保存Simple Storage Service (Amazon S3)

Note
モデルアーティファクトは、モデルが予測を行うために使用するファイルで、通常は独自のト
レーニングプロセスの結果です。アーティファクトは、モデルが必要とする任意のファイルタイ
プにすることができますが、use.tar.gz 圧縮する必要があります。モデルパッケージの場合、推
論イメージにバンドルするか、Amazonに個別に保存することができます SageMaker。Amazon
S3 に保存されているモデルアーティファクトは、実行時に推論コンテナにロードされます。モ
デルパッケージをパブリッシュすると、それらのアーティファクトはパブリッシュされ、AWS
Marketplace購入者が直接アクセスできない Amazon S3 バケットを所有している。

Tip
推論モデルがGluon、Keras、MXNet などのディープラーニングフレームワークで構築されて
いる場合、 PyTorch, TensorFlow, TensorFlow-Lite、またはONNX、Amazonの使用を検討する
SageMaker Neo。Neoは、次のような特定のクラウドインスタンスタイプファミリーにデプロイ
する推論モデルを自動的に最適化できます。ml.c4,ml.p2、その他。詳細については、次を参照
してください。Neo を使用してモデルのパフォーマンスを最適化するのアマゾン SageMaker デ
ベロッパーガイド。
次の図は、モデルパッケージ製品のパブリッシングと使用のワークフローを示しています。

1. 売り手は推論イメージを作成し (展開時にはネットワークアクセスなし)、それを Amazon ECR レジス
トリにプッシュします。
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モデルアーティファクトは、推論イメージにバンドルするか、S3 に個別に保存できます。
2. 次に、出品者はAmazonでモデルパッケージリソースを作成します。 SageMaker ML製品をAWS
Marketplace。
3. 購入者は ML プロダクトに登録し、モデルをデプロイします。

Note
このモデルは、リアルタイム推論のエンドポイントとして、またはデータセット全体の予測
を一度に取得するバッチジョブとして展開できます。詳細については、次を参照してくださ
い。推論のためのモデルをデプロイする。
4. SageMaker 推論イメージを実行します。推論イメージにバンドルされていない出品者提供のモデルアー
ティファクトは、実行時に動的に読み込まれます。
5. SageMaker は、コンテナの HTTP エンドポイントを使用して購入者の推論データをコンテナに渡し、
予測結果を返します。

モデルパッケージの推論イメージを作成する
このセクションでは、推論コードをモデルパッケージ製品の推論イメージにパッケージ化するための
チュートリアルを提供します。このプロセスは、以下のステップで構成されています。
ステップ
• ステップ 1: コンテナイメージを作成する (p. 198)
• ステップ 2: イメージをローカルでビルドしてテストする (p. 201)
推論イメージは、推論ロジックを含む Docker イメージです。コンテナは実行時に HTTP エンドポイント
を公開して、 SageMaker コンテナとの間でデータをやり取りします。

Note
以下は、推論画像のパッケージコードの一例にすぎません。詳細については、次を参照して
ください。で Docker コンテナを使用する SageMakerとAWS Marketplace SageMaker 例オン
GitHub。
次の例では、Web サービスを使用しています。Flask、簡略化のため、本番準備完了とは見なさ
れません。

ステップ 1: コンテナイメージを作成する
推論イメージと互換性を持たせるには SageMakerでは、Docker イメージは HTTP エンドポイントを公開
する必要があります。コンテナが実行されている間、SageMaker 推論のための購入者の入力をコンテナの
HTTP エンドポイントに渡します。推論結果は HTTP レスポンスの本文に表示されます。
次のチュートリアルでは、Linux Ubuntu ディストリビューションを使用する開発環境で Docker CLI を使
用します。
• ウェブサーバースクリプトを作成する (p. 198)
• コンテナ実行用のスクリプトを作成する (p. 200)
• Dockerfile の作成 (p. 200)
• モデルアーティファクトをPackage 化またはアップロードする (p. 200)

ウェブサーバースクリプトを作成する
この例では、という名前の Python サーバーを使用しています。Flaskですが、フレームワークで動作する
任意の Web サーバーを使用できます。
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Note
Flaskここでは簡単にするために使われています。本番環境対応の Web サーバーとは見なされま
せん。
TCP ポート 8080 で 2 つの HTTP エンドポイントを処理する Flask Web サーバースクリプトを作成しま
す。 SageMaker を使用する。予想される 2 つのエンドポイントは次のとおりです。
• /ping– SageMaker コンテナの準備ができているかどうかを確認するために、このエンドポイントに
HTTP GET リクエストを行います。コンテナの準備ができたら、このエンドポイントで HTTP GET リ
クエストに HTTP 200 応答コードで応答します。
• /invocations– SageMaker 推論のためにこのエンドポイントに HTTP POST リクエストを行います。
推論のための入力データは、リクエストの本文にある。ユーザー指定のコンテンツタイプは HTTP ヘッ
ダーで渡されます。レスポンスのボディは推論出力です。タイムアウトの詳細については、「」を参照
してください。機械学習製品を作成するための要件とベストプラクティス (p. 229)。
./web_app_serve.py
# Import modules
import json
import re
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)
# Create a path for health checks
@app.route("/ping")
def endpoint_ping():
return ""
# Create a path for inference
@app.route("/invocations", methods=["POST"])
def endpoint_invocations():
# Read the input
input_str = request.get_data().decode("utf8")
# Add your inference code between these comments.
#
#
#
#
#
# Add your inference code above this comment.
# Return a response with a prediction
response = {"prediction":"a","text":input_str}
return json.dumps(response)

前の例では、実際の推論ロジックはありません。実際の推論イメージについては、推論ロジックを Web
アプリに追加して、入力を処理して実際の予測を返すようにします。
推論イメージには必要なすべての依存関係が含まれている必要があります。これは、インターネットにア
クセスできず、どのイメージにも電話をかけることができないためですAWS のサービス。

Note
リアルタイム推論とバッチ推論の両方に、この同じコードが呼び出されます
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コンテナ実行用のスクリプトを作成する
という名前のスクリプトを作成しますserveそれを SageMaker Docker コンテナイメージの実行時に実行
されます。次のスクリプトは、HTTP Web サーバーを起動します。
./serve
#!/bin/bash
# Run flask server on port 8080 for SageMaker
flask run --host 0.0.0.0 --port 8080

Dockerfile の作成
の作成Dockerfileビルドコンテキストで。この例ではUbuntu 18.04を使用していますが、フレームワー
クで動作する任意のベースイメージから開始できます。
./Dockerfile
FROM ubuntu:18.04
# Specify encoding
ENV LC_ALL=C.UTF-8
ENV LANG=C.UTF-8
# Install python-pip
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y python3.6 python3-pip \
&& ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python \
&& ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip;
# Install flask server
RUN pip install -U Flask;
# Add a web server script to the image
# Set an environment to tell flask the script to run
COPY /web_app_serve.py /web_app_serve.py
ENV FLASK_APP=/web_app_serve.py
# Add a script that Amazon SageMaker will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /serve /opt/program/serve
RUN chmod 755 /opt/program/serve
ENV PATH=/opt/program:${PATH}

-Dockerfileは、以前に作成した 2 つのスクリプトをイメージに追加します。のディレクトリserveスク
リプトが PATH に追加され、コンテナの実行時に実行できるようになります。

モデルアーティファクトをPackage 化またはアップロードする
モデルのトレーニングから推論イメージまでのモデルアーティファクトを提供する 2 つの方法は次のとお
りです。
• 推論イメージとともに静的にパッケージ化されています。
• 実行時に動的に読み込まれます。動的に読み込まれるため、同じイメージを使用してさまざまな機械学
習モデルをパッケージ化できます。
モデルアーティファクトを推論イメージとともにパッケージ化する場合は、アーティファクト
をDockerfile。
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モデルアーティファクトを動的にロードする場合は、それらのアーティファクトを Amazon S3 の圧縮
ファイル (.tar.gz) に個別に保存します。モデルパッケージを作成するときは、圧縮ファイルの場所を指
定し、 SageMaker 内容を抽出してコンテナディレクトリにコピーします/opt/ml/model/コンテナを
実行するとき。モデルパッケージをパブリッシュすると、それらのアーティファクトはパブリッシュさ
れ、AWS Marketplace購入者が直接アクセスできない Amazon S3 バケットを所有している。

ステップ 2: イメージをローカルでビルドしてテストする
ビルドコンテキストでは、次のファイルが存在します。
• ./Dockerfile
• ./web_app_serve.py
• ./serve
• 推論ロジックと (オプションの) 依存関係
次に、コンテナイメージをビルド、実行、テストします。

イメージを構築する
ビルドコンテキストで Docker コマンドを実行し、イメージをビルドしてタグ付けします。この例ではタ
グを使用していますmy-inference-image。
sudo docker build --tag my-inference-image ./

この Docker コマンドを実行してイメージをビルドすると、Docker がDockerfile。終了すると、次のよ
うなメッセージが表示されます。
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-inference-image:latest

をローカルで実行する
ビルドが完了したら、イメージをローカルでテストできます。
sudo docker run \
--rm \
--publish 8080:8080/tcp \
--detach \
--name my-inference-container \
my-inference-image \
serve

コマンドの詳細は次のとおりです。
• --rm— コンテナの停止後にコンテナを自動的に削除します。
• --publish 8080:8080/tcp— ポート 8080 を公開して、そのポートをシミュレートします。
SageMaker は HTTP 要求をに送信します。
• --detach— コンテナをバックグラウンドで実行します。
• --name my-inference-container— この実行中のコンテナに名前を付けます。
• my-inference-image— 構築イメージを実行します。
• serve— 同じスクリプトの実行 SageMaker コンテナの実行時に実行されます。
このコマンドを実行すると、Docker は構築した推論イメージからコンテナーを作成し、バックグラウンド
で実行します。コンテナは、serveスクリプト。テスト目的で Web サーバーを起動します。
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ping HTTP エンドポイントをテストする
メトリック SageMaker コンテナを実行し、定期的にエンドポイントに ping を送信します。 エンドポイン
トがステータスコード 200 の HTTP レスポンスを返すと、 SageMaker コンテナが推論の準備ができてい
ることを確認します。これをテストするには、次のコマンドを実行します。このコマンドは、エンドポイ
ントをテストし、応答ヘッダーを含めます。
curl --include http://127.0.0.1:8080/ping

次に出力例を示します。
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Server: MyServer/0.16.0 Python/3.6.8
Date: Mon, 21 Oct 2019 06:58:54 GMT

推論の HTTP エンドポイントをテストする
コンテナが ping に 200 ステータスコードを返して準備ができたことを示したら、 SageMaker 推論データ
を/invocations経由で HTTP エンドポイントPOSTリクエスト. 次のコマンドを使用して推論ポイントを
テストします。
curl \
--request POST \
--data "hello world" \
http://127.0.0.1:8080/invocations

次に出力例を示します。
{"prediction": "a", "text": "hello world"}
これら 2 つの HTTP エンドポイントが動作すると、推論イメージは SageMaker。

Note
モデルパッケージ製品のモデルは、リアルタイムとバッチの 2 つの方法で展開できます。どちら
の展開でも、 SageMaker は Docker コンテナの実行中に同じ HTTP エンドポイントを使用しま
す。
コンテナを停止するには、次のコマンドを実行します。
sudo docker container stop my-inference-container

推論画像の準備が整い、テストされたら、続行できます。画像をアップロードします (p. 211)。

アルゴリズムイメージ
アマゾン SageMaker アルゴリズムでは、買い手が予測を行う前にトレーニングのために自分のデータを
持参する必要があります。
アルゴリズムには、以下のコンポーネントが含まれます。
• に保存されているトレーニング画像Amazon ECR
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存されている推論イメージ
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Note
アルゴリズム製品の場合、トレーニングコンテナーは、モデルのデプロイ時に推論コンテナーに
ロードされるモデルアーティファクトを生成します。
次の図は、アルゴリズム製品を公開して使用するワークフローを示しています。

1. 出品者はトレーニングイメージと推論イメージ (展開時にはネットワークアクセスなし) を作成
し、Amazon ECR レジストリにアップロードします。
2. その後、出品者はAmazonでアルゴリズムリソースを作成します。 SageMaker ML製品をAWS
Marketplace。
3. 購入者がML商品をサブスクライブした場合。
4. 購入者は、互換性のあるデータセットと適切なハイパーパラメータ値を使用してトレーニングジョブ
を作成します。 SageMaker トレーニングイメージを実行し、トレーニングデータとハイパーパラメー
ターをトレーニングコンテナーにロードします。トレーニングジョブが完了すると、モデルアーティ
ファクトは/opt/ml/model/圧縮され、購入者のSimple Storage Service (Amazon S3)バケツ。
5. 購入者は、Amazon S3 に保存されているトレーニングのモデルアーティファクトを含むモデルパッ
ケージを作成し、モデルをデプロイします。
6. SageMaker 推論イメージを実行し、圧縮されたモデル成果物を抽出し、ファイルを推論コンテナのディ
レクトリパスにロードします/opt/ml/model/推論に役立つコードによって消費される場所。
7. モデルがエンドポイントとしてデプロイされるか、バッチ変換ジョブとしてデプロイされるか、
SageMaker は、購入者に代わって推論用のデータをコンテナの HTTP エンドポイント経由でコンテナ
に渡し、予測結果を返します。

Note
詳細については、次を参照してください。モデルのトレーニング。

アルゴリズムのトレーニングイメージを作成する
このセクションでは、トレーニングコードをトレーニングイメージにパッケージ化するためのチュートリ
アルを提供します。アルゴリズム製品を作成するには、トレーニング画像が必要です。
あるトレーニングイメージはトレーニングアルゴリズムを含む Docker イメージです。コンテナは特定の
ファイル構造に従い、 SageMaker コンテナとの間でデータをコピーします。
アルゴリズム製品を公開する際には、トレーニングイメージと推論イメージの両方が必要です。 トレー
ニングイメージを作成したら、推論イメージを作成する必要があります。 2 つの画像は 1 つの画像に結合
することも、別々の画像として残すこともできます。画像を組み合わせるか分離するかは、あなた次第で
す。通常、推論はトレーニングよりも簡単であり、推論のパフォーマンスを高めるために別の画像が必要
になる場合があります。
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Note
以下は、トレーニングイメージのパッケージコードの一例にすぎません。詳細については、
次を参照してください。独自のアルゴリズムとモデルをAWS MarketplaceとAWS Marketplace
SageMaker 例オン GitHub。
ステップ
• ステップ 1: コンテナイメージを作成する (p. 204)
• ステップ 2: イメージをローカルでビルドしてテストする (p. 206)

ステップ 1: コンテナイメージを作成する
トレーニング画像を Amazon と互換性を持たせるには SageMaker、許可するには特定のファイル構造に
従う必要があります SageMaker をクリックして、トレーニングデータと設定入力をコンテナ内の特定の
パスにコピーします。トレーニングが完了すると、生成されたモデルアーティファクトはコンテナー内の
特定のディレクトリパスに保存されます。 SageMaker からの COPY
以下は、LinuxのUbuntuディストリビューション上の開発環境にインストールされたDocker CLIを使用し
ています。
• 構成入力を読み取るようにプログラムを準備する (p. 204)
• データ入力を読み取るためのプログラムの準備 (p. 204)
• トレーニングアウトプットを記述するプログラムを準備する (p. 205)
• コンテナ実行用のスクリプトを作成する (p. 205)
• Dockerfile の作成 (p. 205)

構成入力を読み取るようにプログラムを準備する
トレーニングプログラムに購入者提供の構成入力が必要な場合、実行時にコンテナ内にコピーされる場所
は次のとおりです。必要に応じて、プログラムはそれらの特定のファイルパスから読み取る必要がありま
す。
• /opt/ml/input/configは、プログラムの実行方法を制御する情報を含むディレクトリです。
• hyperparameters.jsonは、JSON 形式のハイパーパラメータの名前と値の辞書です。値は文字列
なので、変換が必要な場合があります。
• resourceConfig.jsonに使用されるネットワークレイアウトを記述する JSON 形式のファイルで
す分散トレーニング。 トレーニングイメージが分散トレーニングをサポートしていない場合、この
ファイルは無視できます。

Note
設定入力の詳細については、「」を参照してください。Amazon SageMaker トレーニング情報の
提供。

データ入力を読み取るためのプログラムの準備
トレーニングデータは、以下の 2 つのモードのいずれかでコンテナに渡すことができます。コンテナで実
行されるトレーニングプログラムは、これら 2 つのモードのいずれかでトレーニングデータをダイジェス
トします。
ファイルモード
• /opt/ml/input/data/<channel_name>/には、そのチャンネルの入力データが含まれます。チャン
ネルは、への呼び出しに基づいて作成されますCreateTrainingJobしかし、チャネルがアルゴリズム
が期待するものと一致することが一般的に重要です。各チャンネルのファイルは以下からコピーされま
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すSimple Storage Service (Amazon S3)をこのディレクトリに追加し、Amazon S3 キー構造によって示
されるツリー構造を保持します。
パイプモード
• /opt/ml/input/data/<channel_name>_<epoch_number>は特定のエポックのパイプです。エ
ポックはゼロから始まり、読むたびに1つずつ増加します。実行できるエポック数に制限はありません
が、次のエポックを読む前に各パイプを閉じる必要があります。

トレーニングアウトプットを記述するプログラムを準備する
トレーニングの出力は、次のコンテナディレクトリに書き込まれます。
• /opt/ml/model/は、トレーニングアルゴリズムが生成するモデルまたはモデルアーティファクトを
書き込むディレクトリです。モデルは任意の形式にすることができます。単一のファイルでもディレ
クトリツリー全体でもかまいません。 SageMaker このディレクトリにあるファイルを、圧縮ファイル
(.tar.gz) にパッケージ化します。このファイルは、によって返される Amazon S3 の場所で入手できま
す。DescribeTrainingJobAPI オペレーション。
• /opt/ml/output/アルゴリズムが書き込めるディレクトリですfailureジョブが失敗した理由を説明
するファイル。このファイルの内容はFailureReasonフィールドのDescribeTrainingJob結果。成
功したジョブの場合、このファイルは無視されるので、書き込む理由はありません。

コンテナ実行用のスクリプトを作成する
の作成trainシェルスクリプトで SageMaker Docker コンテナイメージを実行するときに実行されます。
トレーニングが完了し、モデルアーティファクトがそれぞれのディレクトリに書き込まれたら、スクリプ
トを終了します。
./train
#!/bin/bash
# Run your training program here
#
#
#
#

Dockerfile の作成
の作成Dockerfileビルドコンテキストで。この例では Ubuntu 18.04 をベースイメージとして使用してい
ますが、フレームワークで動作する任意のベースイメージから開始できます。
./Dockerfile
FROM ubuntu:18.04
# Add training dependencies and programs
#
#
#
#
#
# Add a script that SageMaker will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /train /opt/program/train

205

AWS Marketplace 販売者ガイド
コードを画像にパッケージ化する
RUN chmod 755 /opt/program/train
ENV PATH=/opt/program:${PATH}

-Dockerfile以前に作成したものを追加しますtrainスクリプトを画像に追加します。スクリプトのディ
レクトリが PATH に追加され、コンテナの実行時に実行できるようになります。
前の例では、実際のトレーニングロジックはありません。実際のトレーニングイメージについては、ト
レーニングの依存関係をDockerfileを選択し、トレーニング入力を読み取るロジックを追加してモデル
アーティファクトをトレーニングおよび生成します。
インターネットにアクセスできないため、トレーニング画像には必要な依存関係がすべて含まれている必
要があります。
詳細については、次を参照してください。独自のアルゴリズムとモデルをAWS MarketplaceとAWS
Marketplace SageMaker 例オン GitHub。

ステップ 2: イメージをローカルでビルドしてテストする
ビルドコンテキストでは、次のファイルが存在します。
• ./Dockerfile
• ./train
• トレーニングの依存関係と論理
次に、このコンテナイメージをビルド、実行、テストできます。

イメージを構築する
ビルドコンテキストで Docker コマンドを実行し、イメージをビルドしてタグ付けします。この例ではタ
グを使用していますmy-training-image。
sudo docker build --tag my-training-image ./

この Docker コマンドを実行してイメージをビルドすると、Docker がDockerfile。完了すると、次のよ
うな内容が表示されます。
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-training-image:latest

をローカルで実行する
それが完了したら、次の例に示すように、イメージをローカルでテストします。
sudo docker run \
--rm \
--volume '<path_to_input>:/opt/ml/input:ro' \
--volume '<path_to_model>:/opt/ml/model' \
--volume '<path_to_output>:/opt/ml/output' \
--name my-training-container \
my-training-image \
train

以下はコマンドの詳細です。
• --rm— コンテナが停止したら、コンテナを自動的に削除します。
• --volume '<path_to_input>:/opt/ml/input:ro'— コンテナでテスト入力ディレクトリを読み
取り専用として使用できるようにします。
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• --volume '<path_to_model>:/opt/ml/model'— トレーニングテストが完了したときに、モデル
アーティファクトが保存されているホストマシン上のパスをバインドマウントします。
• --volume '<path_to_output>:/opt/ml/output'— 失敗の理由があるパスをバインドマウントす
るfailureファイルはホストマシンに書き込まれます。
• --name my-training-container— この実行中のコンテナに名前を付けます。
• my-training-image— 構築イメージを実行します。
• train— 同じスクリプトを実行する SageMaker コンテナの実行時に実行されます。
このコマンドを実行すると、Docker はビルドしたトレーニングイメージからコンテナーを作成して実行し
ます。コンテナはtrainscript、トレーニングプログラムを開始します。
トレーニングプログラムが終了してコンテナーが終了したら、出力モデルのアーティファクトが正しいこ
とを確認します。さらに、ログ出力をチェックして、トレーニングジョブについて十分な情報が提供され
ていることを確認しながら、不要なログを生成していないことを確認します。
これで、アルゴリズム製品のトレーニングコードのパッケージ化が完了しました。アルゴリズム製品には
推論イメージも含まれているため、次のセクションに進みます。 アルゴリズムの推論イメージを作成す
る (p. 207)。

アルゴリズムの推論イメージを作成する
このセクションでは、推論コードをアルゴリズム製品の推論イメージにパッケージ化するためのチュート
リアルを提供します。
推論イメージは、推論ロジックを含む Docker イメージです。コンテナは実行時に HTTP エンドポイント
を公開し、 SageMaker コンテナとの間でデータをやり取りします。
アルゴリズム製品を公開する際には、トレーニングイメージと推論イメージの両方が必要です。 先に「」
を参照してください。アルゴリズムのトレーニングイメージを作成する (p. 203)。2 つの画像は 1 つの画
像に結合することも、別々の画像として残すこともできます。画像を組み合わせるか分離するかは、あな
た次第です。通常、推論はトレーニングよりも簡単であり、推論のパフォーマンスを高めるために別の画
像が必要になる場合があります。

Note
以下は、推論画像のパッケージコードの一例にすぎません。詳細については、次を参照してくだ
さい。独自のアルゴリズムとモデルをAWS MarketplaceとAWS Marketplace SageMaker 例オン
GitHub。
次の例では、Web サービスを使用しています。Flask、簡略化のため、本番準備完了とは見なさ
れません。
ステップ
• ステップ 1: 推論画像を作成する (p. 207)
• ステップ 2: イメージをローカルでビルドしてテストする (p. 210)

ステップ 1: 推論画像を作成する
推論イメージと互換性を持たせるには SageMakerでは、Docker イメージは HTTP エンドポイントを公開
する必要があります。コンテナが実行されている間、SageMaker 購入者が提供する推論用の入力をコンテ
ナの HTTP エンドポイントに渡します。推論の結果は HTTP レスポンスの本文で返されます。
以下は、LinuxのUbuntuディストリビューション上の開発環境にインストールされたDocker CLIを使用し
ています。
• ウェブサーバースクリプトを作成する (p. 208)
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• コンテナ実行用のスクリプトを作成する (p. 209)
• Dockerfile の作成 (p. 209)
• モデルアーティファクトを動的に読み込むためのプログラムの準備 (p. 209)

ウェブサーバースクリプトを作成する
この例では、という名前の Python サーバーを使用しています。Flaskですが、フレームワークで動作する
任意の Web サーバーを使用できます。

Note
Flaskここでは簡単にするために使われています。本番環境対応の Web サーバーとは見なされま
せん。
TCP ポート 8080 で 2 つの HTTP エンドポイントを処理する Flask Web サーバースクリプトを作成しま
す。 SageMaker を使用します。予想される 2 つのエンドポイントは次のとおりです。
• /ping– SageMaker コンテナの準備ができているかどうかを確認するために、このエンドポイントに
HTTP GET リクエストを行います。コンテナの準備ができたら、このエンドポイントで HTTP GET リ
クエストに HTTP 200 応答コードで応答します。
• /invocations– SageMaker 推論のためにこのエンドポイントに HTTP POST リクエストを行います。
推論用の入力データは、リクエストの本文で送信されます。ユーザー指定のコンテンツタイプは HTTP
ヘッダーで渡されます。レスポンスのボディは推論出力です。
./web_app_serve.py
# Import modules
import json
import re
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)
# Create a path for health checks
@app.route("/ping")
def endpoint_ping():
return ""
# Create a path for inference
@app.route("/invocations", methods=["POST"])
def endpoint_invocations():
# Read the input
input_str = request.get_data().decode("utf8")
# Add your inference code here.
#
#
#
#
#
# Add your inference code here.
# Return a response with a prediction
response = {"prediction":"a","text":input_str}
return json.dumps(response)

前の例では、実際の推論ロジックはありません。実際の推論画像については、推論ロジックを Web アプ
リに追加して、入力を処理して予測を返すようにします。
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推論イメージはインターネットにアクセスできないため、必要な依存関係をすべて含める必要がありま
す。

コンテナ実行用のスクリプトを作成する
という名前のスクリプトを作成しますserveそれを SageMaker Docker コンテナイメージを実行するとき
に実行されます。このスクリプトでは、HTTP Web サーバーを起動します。
./serve
#!/bin/bash
# Run flask server on port 8080 for SageMaker
flask run --host 0.0.0.0 --port 8080

Dockerfile の作成
の作成Dockerfileビルドコンテキストで。この例ではUbuntu 18.04を使用していますが、フレームワー
クで動作する任意のベースイメージから開始できます。
./Dockerfile
FROM ubuntu:18.04
# Specify encoding
ENV LC_ALL=C.UTF-8
ENV LANG=C.UTF-8
# Install python-pip
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y python3.6 python3-pip \
&& ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python \
&& ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip;
# Install flask server
RUN pip install -U Flask;
# Add a web server script to the image
# Set an environment to tell flask the script to run
COPY /web_app_serve.py /web_app_serve.py
ENV FLASK_APP=/web_app_serve.py
# Add a script that Amazon SageMaker will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /serve /opt/program/serve
RUN chmod 755 /opt/program/serve
ENV PATH=/opt/program:${PATH}

-Dockerfileは、以前に作成した 2 つのスクリプトをイメージに追加します。のディレクトリserveスク
リプトが PATH に追加され、コンテナの実行時に実行できるようになります。

モデルアーティファクトを動的に読み込むためのプログラムの準備
アルゴリズム製品の場合、購入者はトレーニングイメージで独自のデータセットを使用して、独自のモデ
ルアーティファクトを生成します。トレーニングプロセスが完了すると、トレーニングコンテナはモデル
アーティファクトをコンテナディレクトリに出力します。 /opt/ml/model/。 SageMaker そのディレ
クトリの内容を.tar.gz ファイルに圧縮し、購入者のAWS アカウントAmazon S3 で。
モデルが展開されると、 SageMaker 推論イメージを実行し、Amazon S3 の購入者のアカウントに保存さ
れている.tar.gz ファイルからモデルアーティファクトを抽出し、それらを/opt/ml/model/ディレクト
リ。実行時に、推論コンテナコードはモデルデータを使用します。
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Note
モデルアーティファクトファイルに含まれている可能性がある知的財産を保護するために、ファ
イルを出力する前に暗号化することもできます。詳細については、「 セキュリティと知的財
産 (p. 193)」を参照してください。

ステップ 2: イメージをローカルでビルドしてテストする
ビルドコンテキストでは、次のファイルが存在します。
• ./Dockerfile
• ./web_app_serve.py
• ./serve
次に、このコンテナイメージをビルド、実行、テストできます。

イメージを構築する
Docker コマンドを実行してイメージをビルドし、タグ付けします。この例ではタグを使用していますmyinference-image。
sudo docker build --tag my-inference-image ./

この Docker コマンドを実行してイメージをビルドすると、Docker がDockerfile。完了すると、次のよ
うな内容が表示されます。
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-inference-image:latest

をローカルで実行する
ビルドが完了したら、イメージをローカルでテストできます。
sudo docker run \
--rm \
--publish 8080:8080/tcp \
--volume '<path_to_model>:/opt/ml/model:ro' \
--detach \
--name my-inference-container \
my-inference-image \
serve

以下はコマンドの詳細です。
• --rm— コンテナが停止したら、コンテナを自動的に削除します。
• --publish 8080:8080/tcp— ポート8080を公開してポートをシミュレートする SageMaker は
HTTP 要求をに送信します。
• --volume '<path_to_model>:/opt/ml/model:ro'— テストモデルアーティファクトがホスト
マシン上で読み取り専用として保存されている場所へのパスをバインドマウントし、コンテナ内の推論
コードで使用できるようにします。
• --detach— コンテナをバックグラウンドで実行します。
• --name my-inference-container— この実行中のコンテナに名前を付けます。
• my-inference-image— 構築イメージを実行します。
• serve— 同じスクリプトを実行する SageMaker コンテナの実行時に実行されます。
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このコマンドを実行すると、Docker は推論イメージからコンテナーを作成し、バックグラウンドで実行し
ます。コンテナはserveスクリプト。テスト目的で Web サーバーを起動します。

ping HTTP エンドポイントをテストする
メトリック SageMaker コンテナを実行し、定期的にエンドポイントに ping を送信します。 エンドポイン
トがステータスコード200のHTTPレスポンスを返すと、 SageMaker コンテナが推論の準備ができている
ことを確認します。
エンドポイントをテストし、レスポンスヘッダーを含めるには、次のコマンドを実行します。
curl --include http://127.0.0.1:8080/ping

出力例を次の例で示します。
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Server: MyServer/0.16.0 Python/3.6.8
Date: Mon, 21 Oct 2019 06:58:54 GMT

推論の HTTP エンドポイントをテストする
コンテナが200ステータスコードを返すことで準備完了を示すと、 SageMaker 推論データを/
invocations経由の HTTP エンドポイントPOSTリクエスト.
推論エンドポイントをテストするには、次のコマンドを実行します。
curl \
--request POST \
--data "hello world" \
http://127.0.0.1:8080/invocations

出力例を次の例で示します。
{"prediction": "a", "text": "hello world"}

これら 2 つの HTTP エンドポイントが動作すると、推論イメージは SageMaker。

Note
アルゴリズム製品のモデルは、リアルタイムとバッチの 2 つの方法で展開できます。どちらの展
開でも、 SageMaker は Docker コンテナの実行中に同じ HTTP エンドポイントを使用します。
コンテナを停止するには、次のコマンドを実行します。
sudo docker container stop my-inference-container

アルゴリズム製品のトレーニングイメージと推論イメージの両方が準備され、テストされたら、画像を
アップロードします (p. 211)。

画像をアップロードします
このセクションでは、推論イメージとトレーニングイメージを Amazon Elastic Container Registry にアッ
プロードするためのウォークスルーを提供します。Amazon ECRは、完全マネージド型 Docker レジスト
リです。 ここがアマゾンの場所です SageMaker からイメージを取得して、推論用のモデルパッケージ
またはトレーニングジョブのアルゴリズムを作成します。これもどこですかAWS Marketplaceは、モデル
パッケージとアルゴリズム製品を公開するために画像を取得します。
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どの画像をアップロードしなければいけませんか？
モデルパッケージを公開する場合は、推論画像のみをアップロードしてください。アルゴリズムを公開
する場合は、推論画像とトレーニング画像の両方をアップロードします。推論イメージとトレーニングイ
メージが組み合わされている場合は、結合されたイメージを 1 回だけアップロードします。

どのような IAM 権限が必要ですか?
次の手順では、ローカルマシンに正しいAWSの認証情報AWS Identity and Access Management(IAM) ロー
ルまたは出品者のユーザーAWS アカウント。ロールまたはユーザーは、両方に対して正しいポリシー
を設定する必要がありますAWS MarketplaceとAmazon ECR。たとえば、次の例に挙げることができま
す。AWS管理ポリシー:
• AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess— へのアクセスについてAWS Marketplace
• AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess— Amazon ECR へのアクセスについて

Docker クライアントにログインしますAWS
の変数を設定しますAWS リージョン発行する場所 (「」サポート対象AWS リージョンの発行 (p. 235)).
この例では、米国東部 (オハイオ) リージョンを使用します。
region=us-east-2

次のコマンドを実行して、変数をAWS アカウントID。この例では、現在のAWS Command Line
Interface(AWS CLI) 認証情報は出品者のAWS アカウント。
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

Docker CLI クライアントをAWS アカウントAmazon ECR Docker レジストリ、次のコマンドを実行しま
す。
aws ecr get-login-password \
--region ${region} \
| sudo docker login \
--username AWS \
--password-stdin \
${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com

リポジトリを作成してイメージをアップロードする
アップロードされたイメージのタグ用の変数と、アップロードされたイメージリポジトリの名前用の別の
変数を設定します。
image=my-inference-image
repo=my-inference-image

Note
推論イメージとトレーニングイメージが作成されたこのガイドの前のセクションでは、myinference-imageそしてmy-training-image、それぞれ。この例では、推論イメージを作成して、リ
ポジトリに同じ名前でアップロードします。
次のコマンドを実行して、Amazon ECR にイメージリポジトリを作成します。
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aws ecr --region ${region} create-repository --repository-name "${repo}"

Amazon ECR リポジトリの場所のフルネームは、以下の部分で構成されています。 <accountid>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image-repository-name>
イメージをリポジトリにプッシュするには、リポジトリの場所のフルネームでタグ付けする必要がありま
す。
イメージリポジトリの場所のフルネームの変数をlatestタグ。
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${repo}:latest"

画像にフルネームのタグを付けます。
sudo docker tag ${image} ${fullname}

最後に、推論イメージを Amazon ECR のリポジトリにプッシュします。
sudo docker push ${fullname}

アップロードが完了すると、そのイメージがAmazon ECR コンソールのリポジトリリスト出版元のリー
ジョン。前の例では、イメージが米国東部 (オハイオ) リージョンのリポジトリにプッシュされました。

アップロードした画像をスキャンする
左Amazon ECR コンソールで、AWS リージョン公開元のリポジトリを開き、イメージがアップロード
されたリポジトリを開きます。アップロードした画像を選択し、スキャンを開始して既知の脆弱性を確
認します。AWS MarketplaceAmazonで使用されているコンテナイメージのAmazon ECRスキャン結果を
チェックします SageMaker 公開する前のリソース。製品を作成する前に、重大度または高の脆弱性を持
つコンテナーイメージを修正する必要があります。
画像が正常にスキャンされたら、それらを使用してモデルパッケージまたはアルゴリズムリソースを作成
できます。
製品のスキャン中に誤検出のエラーがあると思われる場合は、AWS Marketplace販売者オペレーションエ
ラーに関する情報が含まれています。
次のステップ
• でサイズ制限を参照してください機械学習製品を作成するための要件とベストプラクティス (p. 229)
• Continue toアマゾンを作る SageMaker資源 (p. 213)

アマゾンを作る SageMaker資源
モデルパッケージまたはアルゴリズム製品を公開するには、それぞれのパッケージリソースのモデルまた
はアルゴリズムリソースアマゾンで SageMaker。
のリソースを作成するときAWS Marketplace製品の場合、検証ステップを通じて認証を受ける必要があり
ます。検証ステップでは、公開する前に、モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースをテストするた
めのデータを提供する必要があります。

Note
製品のイメージをまだ作成しておらず、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に
アップロードしていない場合は、「」を参照してください。コードを画像にパッケージ化す
る (p. 196)そして画像をアップロードします (p. 211)その方法については。
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モデルパッケージを作成する
以下に、モデルパッケージを作成するための要件を示します。AWS Marketplace:
• 保存されている推論画像Amazon ECR
• (オプション) モデルアーティファクト、別々に保存Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) での保存に使用されたテストデータ

Note
以下は、モデルパッケージ製品の作成に関するものです。のモデルパッケージの詳細については
SageMaker「」を参照してください。モデルパッケージのリソースを作成する。

モデルパッケージリソースの作成
次の手順では、モデルパッケージリソースを作成する手順を説明します。

ステップ 1: モデルパッケージリソースを作成するには
1.

を開くアマゾン SageMaker コンソール。

2.

[] にいることを確認しますAWSページの右上にあるページで、公開するリージョン。公開につい
ては、サポート対象AWS リージョンの発行 (p. 235)セクションに追加します。前のステップで
Amazon ECR にアップロードした推論イメージは、同じリージョンに存在する必要があります。

3.

左のナビゲーションメニューの [] を選択します。モデルパッケージ。

4.

[Create model package (モデルパッケージの作成)] を選択します。

パッケージを作成したら、推論パッケージの仕様を設定する必要があります。

ステップ 2: 推論仕様を設定するには
1.

以下の内容を指定します。[Name] (名前)のモデルパッケージ (たとえばmy-model-package).

2.

を使用する場合推論画像の場所に、Amazon ECR にアップロードされた推論画像の URI を入力しま
す。URI を取得するには、画像をAmazon ECR コンソール。

3.

トレーニングのモデルアーティファクトが推論イメージのロジックにバンドルされている場合は、モ
デルデータアーティファクトの場所空の。それ以外の場合は、モデルアーティファクトの圧縮ファイ
ル (.tar.gz) の完全な Amazon S3 の場所を指定します。

4.

ドロップダウンボックスを使用して、両方のリアルタイム推論でサポートされている推論イメージの
インスタンスタイプを選択します（別名エンドポイント) とバッチ変換ジョブ。

5.

[次へ] を選択します。

モデルパッケージを作成して公開する前に、期待どおりに機能することを確認するための検証が必要で
す。これには、指定した推論用のテストデータを使用してバッチ変換ジョブを実行する必要があります。
検証仕様は SageMaker 検証の実行方法。

ステップ 3: 検証仕様を設定するには
1.

設定でモデルパッケージを公開するAWS Marketplaceにはい。に設定するといいえでは、このモ
デルパッケージを後で公開することはできません。選ぶはい 証明するのモデルパッケージAWS
Marketplace検証ステップが必要です。

2.

このプロセスを初めて完了する場合は、[] を選択します。新規ロールの作成向けのIAM ロール。
アマゾン SageMaker は、モデルパッケージを展開するときにこのロールを使用します。これに
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は、Amazon ECR からのイメージや Amazon S3 からのアーティファクトのプルなどのアクショ
ンが含まれます。設定を確認し、[] を選択します。ロールの作成。 ここでロールを作成すると、
AmazonSageMakerFullAccessIAM ポリシーを、作成するロールに適用します。
3.

の編集JSON[] で展開します。 許可される値の詳細については、「」を参照してくださ
い。TransformJobDefinition。
1. TransformInput.DataSource.S3Uri: 推論用のテストデータを保存する場所に設定します。
2. TransformInput.ContentType: テストデータのコンテンツタイプを指定します (たとえ
ば、application/json,text/plain,image/png , または他の値). SageMaker は実際の入力
データを検証しません。この値は、コンテナの HTTP エンドポイントに渡されます。Contenttypeヘッダー値。
3. TransformInput.CompressionType: に設定NoneAmazon S3 の推論用のテストデータが圧縮さ
れていない場合。
4. TransformInput.SplitType: に設定Noneで Amazon S3 のオブジェクトそれぞれを全体として
渡して推論します。
5. TransformOutput.S3OutputPath: 推論出力が保存されている場所に設定します。
6. TransformOutput.AssembleWith: に設定None各推論を Amazon S3 内の個別のオブジェクト
として出力します。

4.

[Create model package (モデルパッケージの作成)] を選択します。

SageMaker は Amazon ECR から推論イメージを取得し、アーティファクトを推論コンテナにコピー
し、推論用のテストデータを使用してバッチ変換ジョブを実行します。検証が成功すると、ステータス
がCompleted。

Note
検証ステップでは、テストデータによるモデルの精度は評価されません。検証ステップは、コン
テナーが実行され、期待どおりに応答するかどうかを確認します。
モデル製品リソースの作成が完了しました。「で製品を公開するAWS Marketplace (p. 217)」に進みま
す。

アルゴリズムを作成する
以下はアルゴリズムを作成するための要件です。AWS Marketplace:
• Amazon ECR に保存される推論イメージ
• Amazon ECR に保存されるトレーニングイメージ
• トレーニング用のテストデータ。Amazon S3 に保存される
• 推論のためのテストデータ、Amazon S3 に保存される

Note
次のチュートリアルでは、アルゴリズムプロダクトを作成します。詳細については、次を参照し
てください。アルゴリズムリソースを作成する。

アルゴリズムリソースを作成する
次の手順では、アルゴリズムパッケージにリソースを作成する手順を説明します。

ステップ 1: アルゴリズムリソースを作成するには
1.

を開くアマゾン SageMaker コンソール。
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2.

[] にいることを確認しますAWSページの右上にある公開元のリージョン (「」サポート対象AWS リー
ジョンの発行 (p. 235)). 前のステップで Amazon ECR にアップロードしたトレーニングイメージと
推論イメージは、この同じリージョンにある必要があります。

3.

左のナビゲーションメニューの [] を選択します。アルゴリズム。

4.

[Create algorithm (アルゴリズムの作成)] を選択します。

アルゴリズムパッケージを作成したら、モデルのトレーニングとチューニングの仕様を設定する必要があ
ります。

ステップ 2: トレーニングとチューニングの仕様を設定するには
1.

「」と入力します[Name] (名前)あなたのアルゴリズム (例えば、my-algorithm).

2.

を使用する場合トレーニングイメージで、Amazon ECR にアップロードされたトレーニング画像の完
全な URI の場所を貼り付けます。URI を取得するには、画像をAmazon ECR コンソール。

3.

ドロップダウンボックスを使用して、トレーニング用インスタンスタイプあなたのトレーニングイ
メージがサポートしていること。

4.

でチャンネル仕様セクションで、アルゴリズムがサポートする入力データセットごとに、最大 20
チャネルの入力ソースにチャネルを追加します。詳細については、次を参照してください。入力デー
タ設定。

5.

[次へ] を選択します。

6.

アルゴリズムがハイパーパラメーターとハイパーパラメーター調整をサポートしている場合、調整パ
ラメーターを指定しなければなりません。

7.

[次へ] を選択します。

Note
アルゴリズムがハイパーパラメーター調整をサポートし、適切なパラメーターを調整可能にする
ことを強くお勧めします。これにより、データサイエンティストはモデルを調整して最良の結果
を得ることができます。
調整パラメーターを設定したら (存在する場合)、推論イメージの仕様を設定する必要があります。

ステップ 3: 推論画像仕様を設定するには
1.

を使用する場合推論画像の場所で、Amazon ECR にアップロードされた推論イメージの URI を貼り付
けます。URI を取得するには、画像をAmazon ECR コンソール。

2.

ドロップダウンボックスを使用して、リアルタイム推論（別名：エンドポイント) とバッチ変換ジョ
ブ。

3.

[次へ] を選択します。

アルゴリズムを作成して公開する前に、アルゴリズムが期待どおりに機能することを確認するための検証
が必要です。これには、トレーニング用のテストデータを含むトレーニングジョブと、指定した推論用の
テストデータを含むバッチ変換ジョブの両方を実行する必要があります。検証仕様は SageMaker 検証の
実行方法。

ステップ 4: 検証仕様を設定するには
1.

設定このアルゴリズムをAWS Marketplaceにはい。に設定するといいえでは、このアルゴリズムは後
で公開できません。選ぶはい 証明するのアルゴリズムAWS Marketplace検証仕様が必要です。

2.

機械学習パッケージを初めて作成する場合AWS Marketplace、選択新規ロールの作成向けのIAM
ロール。アマゾン SageMaker は、アルゴリズムをトレーニングし、後続のモデルパッケージを展
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開するときにこのロールを使用します。これには、Amazon ECR からのイメージのプル、Amazon
S3 へのアーティファクトの保存、Amazon S3 からのトレーニングデータのコピーなどのアクショ
ンが含まれます。設定を確認し、[] を選択します。ロールの作成。 ここでロールを作成すると、
AmazonSageMakerFullAccessIAM ポリシーを、作成するロールに適用します。
3.

の編集JSON検証プロファイルのファイルトレーニングジョブの定義。許可される値の詳細について
は、「」を参照してください。 TrainingJobDefinition。
1. InputDataConfig: この JSON 配列に、Channel オブジェクトトレーニング仕様ステップで指定
したチャンネルごとに。チャネルごとに、学習用のテストデータを保存する場所を指定します。
2. OutputDataConfig: トレーニングが完了すると、トレーニングコンテナディレクトリパス内のモ
デルアーティファクト/opt/ml/model/は圧縮され、Amazon S3 にコピーされます。圧縮ファイ
ル (.tar.gz) が保存されている Amazon S3 の場所を指定します。

4.

次の検証プロファイルの JSON ファイルを編集します。変換ジョブの定義。許可される値の詳細につ
いては、「」を参照してください。 TransformJobDefinition。
1. TransformInput.DataSource.S3Uri: 推論用のテストデータを保存する場所に設定します。
2. TransformInput.ContentType: テストデータのコンテンツタイプを指定します。
例:application/json,text/plain,image/png, またはその他の値。アマゾン SageMaker
は実際の入力データを検証しません。この値は、コンテナの HTTP エンドポイントに渡されま
す。Content-typeヘッダー値。
3. TransformInput.CompressionType: に設定NoneAmazon S3 の推論用のテストデータが圧縮さ
れていない場合。
4. TransformInput.SplitType: S3 でオブジェクトを分割する方法を選択します。
例:Noneは、Amazon S3 のオブジェクトそれぞれを全体として渡し、推論します。詳細について
は、「」を参照してください。 SplitTypeアマゾンで SageMaker API リファレンス。
5. TransformOutput.S3OutputPath: 推論出力が格納される場所に設定します。
6. TransformOutput.AssembleWith: に設定None各推論を Amazon S3 内の個別のオブジェクト
として出力します。

5.

選択アルゴリズムパッケージを作成する。

SageMaker は Amazon ECR からトレーニングイメージを取得し、データを使用してテストトレーニング
ジョブを実行し、モデルアーティファクトを Amazon S3 に保存します。次に、Amazon ECR から推論イ
メージを取得し、Amazon S3 から推論コンテナにアーティファクトをコピーし、推論用のテストデータを
使用してバッチ変換ジョブを実行します。検証が成功すると、ステータスがCompleted。

Note
検証ステップでは、テストデータを使用した学習またはモデルの精度は評価されません。検証ス
テップは、コンテナーが期待どおりに実行され、応答するかどうかを確認します。
検証ステップはバッチ処理のみを検証します。リアルタイム処理が製品で機能することを検証す
るのはお客様次第です。
アルゴリズム製品リソースの作成が完了しました。「で製品を公開するAWS Marketplace (p. 217)」に進
みます。

で製品を公開するAWS Marketplace
モデルパッケージまたはアルゴリズムを公開する前に、以下が必要です。
• AnAWS アカウントとして登録されているAWS Marketplace販売者。これは、AWS Marketplace 管理
ポータル で行えます。
• 下の完成した出品者プロフィール設定の [] ページでAWS Marketplace 管理ポータル。
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• 有料商品を出版するには、税に関するインタビューと銀行フォームに記入する必要があります。これ
は、無料の製品を公開する場合には必要ありません。詳細については、次を参照してください。販売者
登録プロセス。
• にアクセスするためのアクセス権限が必要ですAWS Marketplace 管理ポータルそしてアマゾン
SageMaker。詳細については、「必要な許可 (p. 218)」を参照してください。

公開プロセスの概要
公開プロセスには次の 4 つのステップがあります。
1.

製品の送信— モデルパッケージまたはアルゴリズム製品の説明、使用情報、およびその他の詳細を含
むリストを作成します。 出版のために商品を送信してから、ステータスが次のステップに変わるまで
約1時間かかります。

2.

製品のテスト— お使いのの使用AWS アカウントとして登録されているAWS Marketplace出品者
は、AWS Marketplace、それを購読し、製品をテストします。また、その他は許可されていますAWS
アカウント製品をプレビューしてテストできます。変更が必要な場合は、戻ってリストの詳細を編集
できます。

3.

出版のためにサインオフする— 製品を公開する準備ができたら、AWS Marketplace 管理ポータルを選
択し、サインオフして公開する。

4.

製品のライブ化— あなたの製品は現在AWS Marketplace。更新プログラムまたは製品修正を含む新し
いバージョンを公開することで、製品を維持できます。

必要な許可
アマゾンを公開するには SageMaker 製品、AWS Identity and Access Managementログインしている
(IAM) ユーザーまたはロールには、次の IAM アクションのいずれかまたは両方が必要です。
• SageMaker:DescribeModelPackage— モデルパッケージを掲載するため
• SageMaker:DescribeAlgorithm— アルゴリズムを一覧表示するため
向けのAWS Marketplace必要な権限、または出品用アカウントの管理については、のポリシーとアクセス
許可AWS Marketplace売り手。

製品の送信
以下は、商品の出品情報を作成するための手順ですAWS Marketplaceモデルパッケージとアルゴリズム製
品の両方に対応。

Note
出品の送信、必要なリソースが機械学習製品を作成するための要件とベストプラクティ
ス (p. 229)。
このプロセスには以下のステップがあります。
ステップ
• ステップ 1: 新しいリストを作成する (p. 219)
• ステップ 2: 製品の全般的な送信 (p. 219)
• ステップ 3: ローンチオプションを追加する (p. 220)
• ステップ 4: 価格と条件を設定する (p. 226)
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• ステップ 5: 掲載のための送信 (p. 227)

ステップ 1: 新しいリストを作成する
新しい機械学習製品出品の送信
1.
2.

出品者にサインインするAWS アカウント[] に移動し、に移動します。AWS Marketplace 管理ポータ
ル。
トップメニューで、製品そしてそれから機械学習。

3.

選択新しいリスティングを作成する。

Note
リポジトリの []新しい製品ページで製品の概要セクションでは、現在のステータス、プライバ
シー設定、製品タイプ、作成者、および製品 ID を表示できます。

ステップ 2: 製品の全般的な送信
一般的な製品情報を提供するため
1.

左製品の全般的な情報セクションの製品の説明、選択を追加します。。
a.

向けの製品の可視性セクションで、以下のいずれかのオプションを選択します。
• Public—この製品は、最初は限定されたセットで入手可能になりますAWS アカウントテスト
用。サインオフして公開すると、その製品は一般公開され、すべての顧客が購読できるように
なります。
• プライベート— 商品はAWS アカウントあなたが指定するもの。今後、この製品を公開するこ
とはできなくなります。

b.

2.

c. 選択続行完了すると。
を使用する場合プロモーションリソースで、製品ロゴ、検索キーワード、および関連リソースリンク
を入力します。これらの値は後で使用することができます。
•

3.

Enter製品タイトル,製品の短い説明,製品の概要,製品カテゴリ 1、およびその他の詳細。これらの
値は後で使用することができます。製品の説明については、機械学習製品を作成するための要件
とベストプラクティス (p. 229)。

選択続行完了すると。

を使用する場合Support 情報で、製品のサポートを提供するかどうかを選択します。
a.

4.

選択内容はい、サポートと連絡先の詳細を提供します。 これらの値は後で使用することができま
す。
b. 選択続行完了すると。
を使用する場合リージョンの提供状況で、特定のAWS リージョンに商品を出品したい。
デフォルト値は です。現在およびfuture サポートされるすべてのリージョンで利用可能にする。
•

選択続行完了すると。

Note
公開のための下書き後、この選択を変更することはできません。
製品を公開する次のステップは、販売するモデルパッケージまたはアルゴリズムであるローンチオプショ
ンを提供することです。

219

AWS Marketplace 販売者ガイド
製品の送信

ステップ 3: ローンチオプションを追加する
起動オプションを追加するには
1.

左起動オプションセクションのARN を入力してくださいの場合、モデルパッケージまたはアルゴリズ
ムの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
ARN は Amazon Machine で確認できます。 SageMaker コンソールモデルパッケージまたはアルゴリ
ズムページで.

Example モデルパッケージの ARN
arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>

Example アルゴリズムの ARN
arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:algorithm/<algorithm-name>
2.

[Add] (追加) を選択します。

3.

次の手順は、モデルパッケージとアルゴリズム製品のどちらを公開するかによって異なります。購入
者向けのバージョン番号を除き、バージョンの詳細は後で変更できます。
1. を使用する場合ステップ 1: バージョンの詳細と Git リポジトリリンクを入力する、バージョン番
号、リリースノート、およびサンプル Jupyter ノートブックのURLを提供し、 GitHub repository.
2. を使用する場合アルゴリズム製品のみ、ステップ 2: トレーニングデータ入力を説明する詳細を入力
します、トレーニングデータを説明し、トレーニングデータリソースの例とトレーニングアルゴリ
ズムの概要を含めます。
アルゴリズムメトリクス、チャネル仕様、およびハイパーパラメータは、でアルゴリズムリ
ソースを作成したときに指定した値に基づいて、製品の詳細ページに自動的に表示されます。
SageMaker。
次の例は、トレーニングデータ入力の詳細が出品者としてどのように表示されるか、トレーニング
データ入力の詳細が購入者にどのように表示されるかを示しています。

Example トレーニングデータ入力の例 — セラービュー
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Example トレーニングデータ入力の例 — 購入者の意見

次の例は、カスタム属性（呼び出しパラメータ）が出品者としてどのように表示され、カスタム属
性（呼び出しパラメータ）が購入者にどのように表示されるかを示しています。

Example カスタム属性 (呼び出しパラメータ) の例 — セラービュー
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Example カスタム属性 (呼び出しパラメータ) の例 — 購入者ビュー

3. を使用する場合ステップ 3: 入力の詳細の入力で、モデルまたはアルゴリズムの入力の詳細と、サン
プル入力ファイルの URL を指定します。
次の例は、モデルデータ入力の詳細が販売者としてどのように表示されるか、およびモデルデータ
入力の詳細が購入者にどのように表示されるかを示しています。
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Example モデルデータ入力の例 — セラービュー
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Example モデルデータ入力の例 — 購入者の見解

4. を使用する場合ステップ 4: 出力の詳細入力で、モデルまたはアルゴリズムの出力の詳細とサンプル
出力をテキストまたは URL として指定します。
使用に関する情報については、「機械学習製品を作成するための要件とベストプラクティ
ス (p. 229)」を参照してください。
次の例は、モデルデータ出力の詳細が出品者としてどのように表示されるか、モデルデータ出力の
詳細が購入者にどのように表示されるかを示しています。
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Example モデルデータ出力の例 — セラービュー
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Example モデルデータ出力の例 — 購入者の見解

5. を使用する場合ステップ 5: サポートされているインスタンスを確認して作成するで、推奨インスタ
ンスを設定します。
• これがモデルパッケージ製品で、バッチ変換とリアルタイムデプロイの両方で、サポートされて
いるインスタンスから推奨されるインスタンスタイプを選択します。
• これがアルゴリズム製品で、推奨されるインスタンスタイプのトレーニングジョブも選択しま
す。
モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースがサポートしていないインスタンスタイプは選択で
きません。サポートされているインスタンスタイプは、Amazon でそれらのリソースを作成したと
きに選択されました SageMaker。
4.

選択続行完了すると。

Note
製品の予想されるインプットとアウトプットを説明する明確な使用情報（例を含む）は、ポジ
ティブな購入体験をサポートするために重要です。詳細については、「機械学習製品を作成する
ための要件とベストプラクティス (p. 229)」を参照してください。
製品を公開する次のステップは、価格と条件を設定することです。

ステップ 4: 価格と条件を設定する
価格と条件を設定するには
1.

左料金と条件セクションで、オファーを追加。

2.

を設定します。料金。
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ソフトウェアを無料で提供したり、有料価格を設定したり、無料試用期間を有効にしたりできます。
詳細については、「Machine Learning Inference (p. 194)」を参照してください。
3.

エンドユーザー使用許諾契約書 (EULA) として使用するプレーンテキストファイルをアップロードし
ます。

4.

[Save and close] (保存して閉じる) を選択します。

製品に関するすべての情報が揃っています。次のステップは、製品をテストできるように、限られた可用
性で公開することです。

ステップ 5: 掲載のための送信
掲載のための送信
1.

リポジトリの []新しい製品ページで送信して送信セクションの追加のテストアカウント — オプショ
ン、1 つまたは複数を入力します。AWS アカウント追加のテスターの ID。

2.

選択送信して送信。

これにより、公開プロセスが開始され、AWS Marketplaceあなた（およびオプションのテスター）がサブ
スクライブしてテストに使用できます。
これで、製品をテストする準備ができました。機械学習製品のテストの詳細については、製品の送
信 (p. 227)。
製品をテストした後、変更が必要な場合は上記の手順をやり直すことができます。購入者に商品を提供す
る準備が整ったら、次のことができます。出版のためにサインオフする (p. 227)。

製品の送信
商品の初回送信後、プレビューリストの準備が整うまでに約1時間かかります。ステータスがに変更された
後製品のテスト、出品用アカウントおよびその他の許可リストAWS アカウントでリストをプレビューでき
ますAWS Marketplace、製品をサブスクライブしてテストします。

リスティングのプレビューを見るには
1.

左AWS Marketplace 管理ポータル[] に移動し、に移動します。製品の概要ページで.

2.

選択ステージングされた製品に移動。

3.

変更するには、製品を編集すると同じ手順に従います製品の送信 (p. 218)。

4.

すべての購入者が閲覧できるように製品を公開する準備ができたら、の手順に従います。出版のため
にサインオフする (p. 227)。

他を追加するにはAWS アカウント出版前に製品をテストするには、AWS Marketplace販売者オペレーショ
ンそして提供するAWS アカウントID。許可リストされたアカウントには、制限製品詳細ページの製品バー
ジョンの送信。

出版のためにサインオフする
このステップは、説明、価格、使用情報を記入し、製品をテストした後に行います。

公開を承認するには
1.

出品者にサインインするAWS アカウント[] に移動し、に移動します。AWS Marketplace 管理ポータ
ル。
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2.

トップメニューで、製品そしてそれから機械学習。

3.

に移動します。製品の概要販売者の製品の場合。

4.

選択サインオフして公開する。

製品の更新
♪Machine Learning リストの [] ページでAWS Marketplace 管理ポータルを使用して、モデルパッケージま
たはアルゴリズム製品を次の方法で更新します。
• 新しいバージョンの追加 (p. 228)— 既存の製品の新しいバージョンとして、新しいモデルパッケージ
またはアルゴリズムリソースを追加できます。
• バージョンの制限 (p. 228)— 既存の製品の以前のバージョンを制限できます。
• 製品を削除する (p. 229)— 製品全体を削除できます。

新しいバージョンの追加
モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースの新しいバージョンを追加するには
1.

に移動します。Machine Learning リストの [] ページでAWS Marketplace 管理ポータル。

2.

に移動します。製品の概要あなたの既存の製品の。

3.

選択製品を編集する。

4.

[]起動オプション、選択編集。

5.

リソースの ARN を追加するには、バージョンページを開き、新しいバージョンの追加。
起動オプションの追加方法の詳細については、製品の送信 (p. 218)。

Note
使用情報は各製品バージョンに固有です。フォローし続ける機械学習製品を作成するための要件
とベストプラクティス (p. 229)新しいバージョンに使用情報を追加するとき。
購入者がその製品から製品を発売するときAWS Marketplaceリスト、彼らは異なるバージョンを選択する
ことができます。購入者がAmazonから商品を発売したとき SageMaker コンソールでは、最新バージョン
のみが表示されます。

バージョンの制限
モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースのバージョンを制限するには
1.

に移動します。製品の概要あなたの既存の製品の。

2.

選択製品を編集する。

3.

[]起動オプション、選択編集。

4.

リポジトリの []バージョンページで [] を選択します。バージョンの制限。

5.

に戻ります。製品の概要を選択し、送信して送信。

Note
すでに製品を購読している購入者は、モデルパッケージまたはアルゴリズムの制限付きバージョ
ンを引き続き使用できます。ただし、新しい購入者はそれらの制限付きバージョンをオプション
として表示することはできません。
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製品の削除
製品を削除するには
1.

で公開されている製品のリストに移動しますMachine Learning リストの [] ページでAWS Marketplace
管理ポータル。

2.

削除する製品を選択し、アクションドロップダウンリストで、リストを非公開にする。

3.

メールアドレスと、出品を削除する理由を入力してください。AWS Marketplace担当者がお客様のリ
クエストについて連絡します。

Note
[] から製品送信AWS Marketplaceでは、新規購入者はあなたの製品を購読できなくなります。た
だし、既存の購入者は製品を使用し続けることができ、そこに最低 90 日サポートされる必要があ
ります。未公開の出品を別の商品に置き換える予定の場合は、返送/所有権の放棄依頼の詳細に新
しい出品情報を記載してください。

機械学習製品を作成するための要件とベストプラク
ティス
購入者がモデルパッケージとアルゴリズム製品を簡単にテストできると感じることが重要です。以下のセ
クションでは、機械学習 (ML) 製品リストを作成するための要件と、ML 製品のベストプラクティスについ
て説明します。要件と推奨事項の完全な概要については、ML商品の出品に関する要件と推奨事項のまと
め (p. 231)。

Note
AnAWS Marketplace公開された製品が要件を満たしていない場合、担当者がこれらの要件を満た
すように連絡する場合があります。
トピック
• 必要な資産 (p. 229)
• ML 製品の一般的なベストプラクティス (p. 230)
• 使用状況の情報の要件 (p. 230)
• 入力と出力の要件 (p. 230)
• Jupyter ノートブックの要件 (p. 231)
• ML商品の出品に関する要件と推奨事項のまとめ (p. 231)

必要な資産
機械学習製品の出品の出品の前に、次の必須資産が揃っていることを確認してください。
• Amazon リソースネーム (ARN)— モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースの ARN をAWS リー
ジョンあなたが出版しているもの (サポート対象AWS リージョンの発行 (p. 235)).
• モデルパッケージの ARN の形式は次のとおりです。arn:aws:sagemaker:<region>:<accountid>:model-package/<model-package-name>
• アルゴリズムの ARN は次の形式です。arn:aws:sagemaker:<region>:<accountid>:algorithm/<algorithm-name>
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• the section called “使用状況の情報の要件” (p. 230)— 入力、出力、およびコード例に関する詳細を提供
します。
• the section called “入力と出力の要件” (p. 230)— ファイルまたはテキストのいずれかを指定します。
• the section called “Jupyter ノートブックの要件” (p. 231)— 製品の完全な使用方法を示します。

ML 製品の一般的なベストプラクティス
機械学習製品に関する次の情報を提供します。
• 製品の説明には、以下を含めてください。
• あなたのモデルは何をしますか
• ターゲット顧客は誰ですか
• 最も重要なユースケースは何ですか
• モデルがどのようにトレーニングされたか、または使用されたデータの量
• パフォーマンス指標と使用される検証データは何ですか
• 医療の場合、モデルが診断用であるかどうか
• デフォルトでは、機械学習製品は公開されるように設定されています。ただし、非公開の製品を作成す
ることはできます。詳細については、「製品の送信 (p. 218)」を参照してください。
• (オプション) 有料製品については、お客様が製品を試用できるように 14 ～ 30 日間の無料トライアルを
提供します。詳細については、「Machine Learning Inference (p. 194)」を参照してください。
• （オプション）モデルパッケージ製品について、製品リストページでリアルタイムの製品デモを有効に
する場合は、AWS Marketplace販売者オペレーション。製品デモでは、購入予定者は、モデル自体を購
読したり展開したりすることなく、リストページから直接モデルを試すことができます。

使用状況の情報の要件
製品の予想されるインプットとアウトプットを説明する明確な使用情報（例を含む）は、ポジティブな購
入体験を促進するために重要です。
新しいバージョンのリソースを製品リストに追加するたびに、使用情報を提供する必要があります。
初めて公開する新製品の使用情報を追加するには、AWS Marketplace 管理ポータルconsole. 開始元製品ド
ロップダウンで、機械学習。販売者の製品の場合。左製品の概要下起動オプションで、モデルパッケージ
またはアルゴリズムリソースの ARN を指定し、を追加します。。
特定のバージョンの既存の使用情報を編集するには、編集下起動オプションそしてそれからバージョンを
編集。

入力と出力の要件
入力と出力の例を含む形式を明確に説明することは、購入者が製品を理解して使用できるようにするため
に重要です。この理解は、購入者が最良の推論結果を得るために入力データに対して必要な変換を実行す
るのに役立ちます。
Amazonを追加する場合、次の入力が求められます SageMaker 販売者の製品の出品の場合。

推論入力と出力
推論入力には、リアルタイムエンドポイントとバッチ変換ジョブの両方の入力形式を指定します。データ
の必要な前処理のためのコードスニペットを含めます。サポートされている MIME コンテンツタイプを含
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める (たとえば、image/jpeg,image/png,イメージ)、値の説明 (該当する場合)、および制限事項が含まれま
す。ホストされている入力サンプルを含めるGitHub。
推論出力には、リアルタイムエンドポイントとバッチ変換ジョブの両方の出力形式を指定します。出力
MIME コンテンツタイプを含める (たとえば、application/json,image/jpeg) と値の説明 (該当する場合)。ホ
ストされている出力サンプルを含めるGitHub。
サンプルについては、製品で動作する入力ファイルを提供します。モデルがマルチクラス分類を実行する
場合、クラスごとに少なくとも 1 つのサンプル入力ファイルを提供します。

トレーニング入力
左モデルをトレーニングするための情報セクションで、必要なデータの前処理のための入力データ形
式とコードスニペットを指定します。サポートされている MIME コンテンツタイプを含める (たとえ
ば、image/jpeg,image/png,イメージ)、値の説明 (該当する場合)、および制限事項が含まれます。ホストさ
れている入力サンプルを必ず含めてくださいGitHub。
購入者が提供できるオプション機能と必須機能の両方の指定PIPE入力モードがサポートされています。も
し分散トレーニング(複数の CPU/GPU インスタンスでのトレーニング) がサポートされています。これを
指定してください。チューニングのために、推奨されるハイパーパラメータを挙げてください。

Jupyter ノートブックの要件
あなたを追加するとき SageMaker リソースを製品リストに追加するには、でホストされているサンプル
の Jupyter ノートブックへのリンクを提供しますGitHubこれは、購入者にデータのアップロードや検索を
要求することなく、完全なワークフローを示しています。
AWS SDK for Python (Boto) を使用します。よく開発されたサンプルノートは、購入者があなたのリスト
を試して使用するのを容易にします。
モデルパッケージ製品の場合、サンプルノートブックは、入力データの準備、リアルタイム推論のための
エンドポイントの作成、およびバッチ変換ジョブのパフォーマンスを示します。詳細については、次を参
照してください。モデルPackage リストとサンプルノートオン GitHub。ノートブックのサンプルについ
ては、generic_sample_notebookそしてinsurance。後者のサンプルノートブックは全部で機能しますAWS
リージョン、パラメータを入力せず、購入者がサンプルデータを見つける必要もありません。

Note
未開発のサンプル Jupyter ノートブックで、複数の入力やデータの前処理手順が示されていない
と、購入者が製品の価値提案を完全に理解することが難しくなる可能性があります。
アルゴリズム製品の場合、サンプルノートブックは、完全なトレーニング、チューニング、モデル作
成、リアルタイム推論のためのエンドポイントの作成、およびバッチ変換ジョブのパフォーマンスを
示します (アルゴリズムリストとサンプルノートブックオン GitHub). ノートブックのサンプルについて
は、amazon_demo_productそしてautomlオン GitHub。これらのサンプルノートブックは、パラメータを
入力しなくても、購入者がサンプルデータを探す必要なく、すべての地域で機能します。

Note
サンプルトレーニングデータがないと、購入者が Jupyter ノートブックを正常に実行できなくな
る可能性があります。サンプルノートが未開発であると、購入者が製品を使用できなくなり、採
用が妨げられる可能性があります。

ML商品の出品に関する要件と推奨事項のまとめ
次の表に、機械学習製品出品の出品の要件と推奨事項の概要を示します。
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詳細

モデルパッケージ出品の場合

アルゴリズムリスト用

Explain in detail what the product
does for supported content
types (for example, “detects X in
images").

Required

Required

Provide compelling and
differentiating information about
the product (avoid adjectives like
"best" or unsubstantiated claims).

Recommended

Recommended

List most important use case(s)
for this product.

Required

Required

Describe the data (source and
size) it was trained on and list
any known limitations.

Required

Not applicable

Describe the core framework that
the model was built on.

Recommended

Recommended

Summarize model performance
metric on validation data (for
example, "XX.YY percent
accuracy benchmarked using the
Z dataset").

Required

Not applicable

Summarize model latency
and/or throughput metrics on
recommended instance type.

Required

Not applicable

Describe the algorithm category.
For example, “This decision
forest regression algorithm is
based on an ensemble of treestructured classifiers that are
built using the general technique
of bootstrap aggregation and a
random choice of features.”

Not applicable

Required

Product descriptions

Usage information
For inference, provide the input
Required
format for both the real-time
endpoint and batch transform job.
Include supported MIME content
types (for example, image/jpeg,
image/png, イメージ), description
of values if applicable, and
limitations. See 入力と出力の要
件 (p. 230).

Required

For inference, provide input
samples for both the real-time
endpoint and batch transform
job. Samples must be hosted

Required

Required
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詳細

モデルパッケージ出品の場合

アルゴリズムリスト用

on GitHub. See 入力と出力の要
件 (p. 230).
For inference, provide the output Required
format for both the real-time
endpoint and batch transform job.
Include output MIME content type
(for example, application/json,
image/jpeg) and description of
values if applicable. See 入力と
出力の要件 (p. 230).

Required

For inference, provide output
samples for both the real-time
endpoint and batch transform
job. Samples must be hosted
on GitHub. See 入力と出力の要
件 (p. 230).

Required

Required

For inference, provide an
example of using an endpoint
or batch transform job. Include
a code example using the AWS
Command Line Interface (AWS
CLI) commands or using an AWS
SDK.

Required

Required

For training, provide input
format. Include supported MIME
content types (for example,
image/jpeg, image/png, イメー
ジ), description of values if
applicable, and limitations (for
example, minimum rows of data
required). See 入力と出力の要
件 (p. 230).

Not applicable

Required

For training, provide input
samples hosted on GitHub. See
入力と出力の要件 (p. 230).

Not applicable

Required

For training, provide an
example of performing training
jobs. Describe the supported
hyperparameters, their ranges,
and their overall impact. Specify
if the algorithm supports
hyperparameter tuning,
distributed training, or GPU
instances. Include code example
such as AWS CLI commands or
using an AWS SDK, for example.

Not applicable

Required
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詳細

モデルパッケージ出品の場合

アルゴリズムリスト用

Provide a Jupyter notebook
hosted on GitHub demonstrating
complete use of your product.
See Jupyter ノートブックの要
件 (p. 231).

Required

Required

Provide technical information
related to the usage of the
product, including user manuals
and sample data.

Recommended

Recommended

サービス制限とクォータ
このセクションでは、機械学習 (ML) 製品の制限と割り当てについて説明します。AWS Marketplace。

ネットワークの隔離
セキュリティ上の理由から、購入者がコンテナ化された製品をサブスクライブすると、Docker コンテナは
ネットワークアクセスがない隔離された環境で実行されます。コンテナの作成時には、インターネット経
由での呼び出しに依存しないでください。その場合は失敗します。への呼び出しAWS のサービスも失敗し
ます。

イメージのサイズ
Docker イメージのサイズは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) によって管理されま
す。サービスクォータ。Docker イメージのサイズは、トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブ、エンドポ
イント作成中の起動時間に影響します。パフォーマンスを向上させるため、最適な Docker イメージのサ
イズを維持します。

[Storage size] (ストレージサイズ)
エンドポイントを作成すると、Amazon SageMaker は、エンドポイントをホストする各 ML コンピュー
トインスタンスに Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージボリュームをアタッチします。
エンドポイントは、リアルタイム推論またはアマゾン SageMaker ホスティングサービス.) ストレージボ
リュームのサイズは、インスタンスタイプによって異なります。詳細については、次を参照してくださ
い。ホストインスタンスストレージボリュームのアマゾン SageMaker デベロッパーガイド。
バッチ変換については、を参照してください。Batch 変換の保存のアマゾン SageMaker デベロッパーガイ
ド。

インスタンスサイズ
SageMaker では、さまざまな ML のユースケースに合わせて最適化されたインスタンスタイプを選択でき
ます。インスタンスタイプは、CPU、GPU、メモリ、およびネットワーク容量のさまざまな組み合わせで
構成されています。インスタンスタイプを使用すると、ML モデルを構築、トレーニング、デプロイする
ためのリソースの適切な組み合わせを柔軟に選択できます。詳細については、次を参照してください。ア
マゾン SageMaker ML インスタンスタイプ。

推論のためのペイロードサイズ
エンドポイントでは、呼び出しごとの入力データの最大サイズを 6 MB に制限します。ソフトウェアがよ
り大きな入力サイズを想定している場合、購入者は以下に設定されたエンドポイントを展開できますアマ
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ゾン SageMaker 非同期推論。非同期推論が必要な場合は、購入者がエンドポイントを適切に設定できる
ように、詳細な使用情報を提供してください。
バッチ変換の場合、呼び出しごとの入力データの最大サイズは 100 MB です。 この値を調整することはで
きません。

推論のための処理時間
エンドポイントの場合、1 回の呼び出しの最大処理時間は 60 秒です。 ソフトウェアがより長い処理時間
を必要とする場合、購入者はアマゾン SageMaker非同期推論。非同期推論が必要な場合は、購入者がエン
ドポイントを適切に設定できるように、詳細な使用情報を提供してください。
バッチ変換の場合、呼び出しごとの最大処理時間は60分です。 この値を調整することはできません。

Service Quotas
トレーニングと推論に関連するクォータの詳細については、を参照してください。アマゾン SageMaker
サービスクォータ。

マネージドスポットトレーニング
からのすべてのアルゴリズムAWS Marketplace、の値MaxWaitTimeInSecondsが3,600秒 (60分) に設定
されます。これは、マネージドスポットトレーニングが実装されています。この値を調整することはでき
ません。

Docker イメージとAWS アカウント
公開するには、イメージは、が所有する Amazon ECR リポジトリに保存されている必要がありま
す。AWS アカウント販売者の 別のユーザーが所有するリポジトリに保存されているイメージを公開する
ことはできませんAWS アカウント。

組み込みアルゴリズムからのモデルパッケージの発行
AWS Marketplace
を使用してトレーニングジョブから作成されたモデルパッケージアマゾン SageMaker 組み込みアルゴリ
ズムまたはからのアルゴリズムAWS Marketplace購読は公開できません。
トレーニングジョブのモデルアーティファクトは引き続き使用できますが、モデルパッケージを公開する
には独自の推論イメージが必要です。

サポート対象AWS リージョンの発行
AWS Marketplaceモデルパッケージとアルゴリズムリソースの公開をサポートAWS リージョン次のことが
当てはまります。
• その地域アマゾン SageMakerサポートする
• An利用可能なリージョンデフォルトではオプトインされている (たとえば、詳細リージョンの詳細を表
示する返却値"OptInStatus": "opt-in-not-required")
モデルパッケージまたはアルゴリズム製品の公開に必要なすべてのアセットは、公開元として選択した同
じリージョンに保存する必要があります。これには以下が含まれます。
• Amazon で作成されたモデルパッケージとアルゴリズムリソース SageMaker
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• Amazon ECR リポジトリにアップロードされた推論とトレーニングの画像
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存され、モデルパッケージリソースのモデルデプロ
イ中に動的にロードされるモデルアーティファクト (存在する場合)
• Amazon S3 に保存されている推論およびトレーニング検証用のテストデータ
によってサポートされている任意のリージョンで、製品の開発とトレーニングを行うことができます。
SageMaker。ただし、公開する前に、以下のリージョンにすべてのアセットをコピーし、リソースを再作
成する必要があります。AWS Marketplaceがからの発行をサポート
出品プロセス中、AWS リージョンの公開元である場合は、公開先のリージョンを選択して、製品を利用可
能にすることができます。

トラブルシューティング
このセクションでは、機械学習製品の公開プロセス中に発生する可能性があるいくつかの一般的なエラー
のヘルプを提供します。問題がリストにない場合は、AWS Marketplace販売者オペレーション。
全般: でモデルパッケージまたはアルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN) を追加すると 400 エラー
が発生しますAWS Marketplace 管理ポータル
アマゾンを使ったなら SageMaker コンソールでリソースを作成するには、はいプロセスの最終ペー
ジでモデルパッケージを公開しますAWS MarketplaceまたははいにとってこのアルゴリズムをAWS
Marketplace。は選択できませんいいえ発行します。選択中はいモデルパッケージまたはアルゴリズムを公
開しません。ただし、作成時にモデルパッケージまたはアルゴリズムリソースを検証します。これはAWS
Marketplace。
使用している OSAWSでの SDKモデルパッケージを作成するまたはアルゴリズムを作成するで、パラメー
タがCertifyForMarketplaceは、 に設定されます。true。
認定および検証済みのモデルパッケージまたはアルゴリズムリソースを再作成したら、新しい ARN を
AWS Marketplace 管理ポータル。
全般: モデルパッケージまたはアルゴリズムの ARN をAWS Marketplace 管理ポータル
このエラーは、さまざまな理由で発生します。
• ARN は無効である可能性があります。正しい ARN を使用していることを確認します。
• モデルパッケージの場合、ARN は次のようになります。arn:aws:sagemaker:useast-2:000123456789:model-package/my-model-package-name。
• アルゴリズムの場合、ARN は以下のようになります。arn:aws:sagemaker:useast-2:000123456789:algorithm/my-algorithm。
• モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースが同じパッケージに作成されていませんAWS アカウント
出品用アカウントとして。出版するすべてのリソースとアセットが、出版元の出品者アカウントにある
ことを確認してください。
• -AWS Identity and Access Management公開に使用する (IAM) ユーザーまたはロールに、モデルパッ
ケージまたはアルゴリズムリソースにアクセスするための正しい IAM 権限がありません。IAM ユーザー
またはロールに次のアクセス許可があることを確認します。
• モデルパッケージの場合、アクションsagemaker:DescribeModelPackageモデルパッケージのリ
ソースが許可されている必要があります。
• アルゴリズムの場合、アクションsagemaker:DescribeAlgorithmアルゴリズムリソースで許可す
る必要があります。
全般: アルゴリズム製品の価格をAWS Marketplace 管理ポータル
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このエラーは、トレーニングイメージのみと付随する推論イメージを持たないアルゴリズムリソース
を公開しようとした場合に発生する可能性があります。に公開されているアルゴリズムリソースAWS
Marketplace両方のコンポーネントが必要です。詳細については、「製品の準備 SageMaker (p. 196)」を
参照してください。
アマゾン SageMaker: 「クライアントエラー：モデルパッケージまたはアルゴリズムリソースを作成する
と、「レジストリのアクセスが拒否されました」というエラーメッセージが表示される
このエラーは、モデルパッケージまたはアルゴリズムの作成に使用されているイメージがAmazon ECR別
のリポジトリに属するリポジトリAWS アカウント。モデルパッケージまたはアルゴリズムの検証では、ク
ロスアカウントイメージはサポートされていません。が所有する Amazon ECR リポジトリにイメージをコ
ピーします。AWS アカウントあなたが出版に使用していること。次に、新しいイメージの場所を使用して
リソースを作成します。
アマゾン SageMaker: 「未開始」と「クライアントエラー：スキャンの予定はありません...」 モデルパッ
ケージまたはアルゴリズムリソースを作成したときの失敗メッセージ
このエラーは、 SageMaker が Amazon ECR に保存されている Docker コンテナイメージのスキャンを開
始できません。このような場合は、Amazon ECR コンソールで、イメージがアップロードされたリポジト
リを見つけ、イメージを選択して、Scan。

レポート作成
AWS MarketplaceAmazonのレポートを作成します SageMaker では、購入者、財務状況、使用状況、およ
び税金に関するデータが含まれている 送信したレポートがで利用可能になるまでに約AWS Marketplace 管
理ポータルに[Reports] ページ。詳細については、次を参照してください。販売者レポート。
次のサブセクションでは、機械学習製品の財務が SageMaker が報告されます。

日別ビジネスレポート
日次ビジネスレポートには、インスタンスタイプ、使用時間、ソフトウェア料金による収益、および各購
入者と製品のその他の詳細が表示されます。購入者は、一意の匿名の顧客参照IDによって識別されます。
詳細については、次を参照してください。日別ビジネスレポート。

月別収益レポート
月次収益レポートは、ソフトウェアの使用に対して購入者に請求された月次収益を提供します。詳細につ
いては、次を参照してください。月別請求済み収益レポート。

支払いレポート
毎月の支払いレポートには、ソフトウェア料金の決済期間中にお客様に代わって集められたすべての資金
の内訳が記載されています。レポートに反映される合計決済金額は、銀行口座に入金された金額と一致す
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。支払いレポート。

その他のレポートと分析
その他の利用可能なレポートについては、を参照してください。販売者レポート。
カスタムレポートがで利用可能になるまでに約セラーデリバリーデータフィードサービス (p. 302)から
AWS Marketplace。
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SaaS) ベースの製品
SaaS (Software-as-a-Service) 製品では、販売者が AWS インフラストラクチャでホストされるソフトウェ
アをデプロイし、購入者が AWS 環境内のソフトウェアへのアクセスできるように権限を付与します。販
売者は、ソフトウェア内での顧客のアクセスやアカウント作成、リソースのプロビジョニング、アカウン
ト管理まで行います。
SaaS 製品のサポートについては、 こちらからお問い合わせください。
トピック
• SaaS 製品の開始方法 (p. 238)
• SaaS 製品の計画 (p. 248)
• SaaS 製品ガイドライン (p. 250)
• SaaS 製品の料金設定 (p. 251)
• SaaS 無料トライアル (p. 256)
• SaaS の顧客のオンボーディング (p. 257)
• SaaS 製品用の Amazon SNS 通知 (p. 259)
• AWS Marketplace Metering Service API および使用権限管理サービス API へのアクセス (p. 262)
• レポート作成 (p. 269)
• SaaS 製品統合のためのコード例 (p. 269)
• PrivateLink で AWS を使用するAWS Marketplace (p. 274)

SaaS 製品の開始方法
この章では、販売者が SaaS (SaaS) 製品を作成および管理する方法について説明します。このセクショ
ンでは、SaaS 製品の請求モデルに基づいて、AWS Marketplace で SaaS 製品を作成して適切な AWS
Marketplace API と統合する方法について説明します。

前提条件
開始するには、以下の前提条件を満たす必要があります。
1. AWS Marketplace 管理ポータル にアクセスして使用する。これは、AWS Marketplace に販売者として
登録して販売する製品を管理するために使用するツールです。詳細については、「AWS Marketplace 管
理ポータル (p. 5)」を参照してください。
2. 販売者として登録し、税金および銀行の情報を提出する。詳細については、「販売者登録プロセ
ス (p. 6)」を参照してください。
3. AWS Marketplace で SaaS 製品を作成および統合する方法を計画する。詳細については、SaaS 製品の
計画 (p. 248)を参照してください。
トピック
• SaaS 製品の作成 (p. 239)
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• 初期 SaaS 製品ページの作成 (p. 240)
• SaaS サブスクリプション製品の統合 (p. 240)
• SaaS 契約製品の統合 (p. 243)
• での SaaS 契約を統合する pay-as-you-go 製品 (p. 245)
• サーバーレス SaaS 統合ソリューションをデプロイする (p. 247)

SaaS 製品の作成
Software a-Service (SaaS oftware a Service) 製品のSaaS には、AWS Marketplace、それを統合してAWS
Marketplace、統合をテストし、製品を顧客にリリースします。以下の手順でプロセスについて詳しく説明
します。

SaaS 製品の作成AWS Marketplace
1.

SaaS 製品の掲載を決定する
販売を希望する SaaS 製品があるAWS Marketplace。方法を確認して理解するSaaS 製品の計
画 (p. 248)。

2.

価格とオファーの種類を決定する
SaaS 製品には、サブスクリプション、契約、および pay-as-you-go 。オファータイプの選択
は、SaaS 製品と統合する方法に影響しますAWS Marketplace。詳細については、「料金の計
画 (p. 248)」を参照してください。

3.

資産を集める
製品の提出に使用する必要のある資産を収集します。製品の資産には以下が含まれます。
• 製品ロゴ URL — 提供する製品の鮮明なロゴ画像が含まれている公開されている URL です。
• エンドユーザーライセンス契約 (EULA) URL — 製品には EULA があり、顧客がの製品を読んで確認
できるように EULA へのリンクを提供する必要があります。AWS Marketplaceページで.
• 製品登録 URL — この URL は、で製品を購読した後に顧客が送信される場所ですAWS
Marketplace。
• 製品に関するメタデータ — の製品作成ウィザードでメタデータを指定します。AWS Marketplace
管理ポータル。
• 製品のSupport 情報 — これには、製品のサポートチャネルのメールアドレスと URL が含まれま
す。

4.

統合のための製品の送信
初期 SaaS 製品ページの作成 (p. 240)出品用アカウントからAWS Marketplace 管理ポータル。AWS
Marketplaceでは、製品は限定製品として公開されます。この場合、製品はそのアカウントでのみ統合
とテストに使用できます。-AWS Marketplace運営チームは、製品コード、Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) トピック、製品ページ URL を記載したメールを送信します。その情報があれ
ば、との統合を作成およびテストするために使用する環境が手に入ります。AWS Marketplace販売者
の製品の場合。から受け取った電子メールメッセージを使用しますAWS Marketplace製品に関する通
信のための運用チーム。

5.

AWS Marketplace と統合します
製品は、アクセス権を付与する前にサブスクリプションを検証したり、場合によっては使用状況を測
定したりするなど、製品のオンボーディングと使用をサポートする必要があります。とどのように統
合するかAWS Marketplace商品に使用しているオファーの種類によって異なります。オファータイプ
に基づく統合の詳細については、次のトピックを参照してください。
• サブスクリプションの統合
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• 契約統合
• との契約 pay-as-you-go 統合
製品を統合する最後のステップAWS Marketplace統合が適切に機能することを確認するためにテスト
することです。
6.

掲載のための製品の送信
インテグレーションを検証し、製品を公開する準備が整ったら、AWS Marketplace運用チーム (以前に
作成したメールケースを使用) end-to-end テストして起動します。

7.

作成する
After end-to-end テストが完了したら、元の料金で製品ページを確認する必要があります。製品作成
時に受け取ったメールケースに返信して、ページを承認します (SaaS 製品の作成 (p. 239)). 承認
後、AWS Marketplace運営チームがで製品ページを有効にしますAWS Marketplace。この時点で、顧
客は製品の検索とサブスクライブを行えるようになります。

初期 SaaS 製品ページの作成
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションのメタデータを利用して、次の場所で新しい
SaaS 製品を作成します。AWS Marketplaceカタログ、使用AWS Marketplace 管理ポータル。
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

[Products (製品)] で [SaaS] を選択します。

3.

にとってSaaS 製品を作成する、選択してくださいSaaS サブスクリプションまたはSaaS 契約作成す
る製品の種類に応じて、スタート。

Note
選択内容SaaS 契約、契約価格を設定するか、 pay-as-you-go 価格設定は、製品の価格情報を
設定するときに使用します。
4.

収集したメタデータと製品アセットを使用して、製品作成ウィザードを確認して完了します。SaaS
製品の作成に関するサポートについては、お問い合わせAWS Marketplace操作チーム。

5.

-AWS Marketplace運営チームは、貴社の製品を限定製品として公開し、貴社や誰にでも見られるよう
にしていますAWS アカウント製品の閲覧を許可しました。

Note
価格を一時的に引き下げることができるため、高額な料金を発生させずに購入フローを試す
ことができます。詳細については、お問い合わせください。
6.

-AWS Marketplaceオペレーションチームが、あなたに関連付けられているアドレスにメールを送信し
ますAWS アカウント製品コード、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピック、およ
び製品ページ URL をテストできるようにします。これは、製品を実際に販売する前に必要な製品のい
くつかのテストの最初のものです。次のアドレスからメールに返信できます。AWS Marketplace運用
チームが製品に関するサポートやリクエストを行います。たとえば、テスト目的で製品へのアクセス
を他のアカウントに要求する場合などです。この情報を紛失した場合、または質問がある場合は、お
問い合わせ。

SaaS サブスクリプション製品の統合
製品と統合するAWS Marketplace一歩進んでいますかSaaS 製品の作成 (p. 239)。SaaS (Software as a
Service) サブスクリプション製品をAWS Marketplaceでは、コードを記述し、複数の顧客シナリオに適切
に対応できることを実証する必要があります。以下のセクションでは、これらのシナリオとその対応方法
について説明し、統合テストの概要を示します。
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Note
開始する前に、で対象の Software as a Service (SaaS oftware as a Service) 製品に適した料金モ
デルを選択していることを確認してください。AWS Marketplace。詳細については、「SaaS 製
品の計画 (p. 248)」を参照してください。
トピック
• シナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 241)
• シナリオ: メーターの使用状況 (p. 241)
• シナリオ: ユーザーサブスクリプションの変更を監視する (p. 241)
• シナリオ: 顧客購読の検証 (p. 242)
• SaaS サブスクリプション製品の統合をテストする (p. 242)

シナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します
顧客があなたの製品を購読すると、登録URLにリダイレクトされます。これは、一時的なx-amznmarketplace-tokenトークン。このリクエストには、次の方法で返信します。
1. このトークンをCustomerIdentifier,CustomerAWSAccountId, およびProductCodeを呼び出して
ResolveCustomerの API オペレーションAWS Marketplace Metering Service。
2. 永続的存在を維持するCustomerIdentifier,CustomerAWSAccountID, およびProductCodefuture
通話のために、システムに挿入します。顧客が有効なサブスクリプションを持っているかどうか、およ
び顧客について必要な情報を保存する必要があります。
3. リクエストへの応答として、ユーザーの初回使用体験（サービスに適用）を示す必要があります。

シナリオ: メーターの使用状況
顧客があなたのサービスを使い始めると、あなたは毎時メータリング記録を送らなければなりません。計
測の詳細については、「」を参照してください。使用量の計測 (p. 262)。
を使用することをお勧めしますAWS CloudTrailアクティビティを監視して、請求情報がに送信されている
ことを確認するAWS。計測レコードを送信する場合は、次の点に注意してください。
• 計測リクエストは、毎時 0 分に重複排除されます。
• 送信したレコードは 1 時間ごとに累積されます。
• ベストプラクティスとして、過去 1 時間以内にレコードがない場合でも、計測レコードを 1 時間ごとに
送信することを強くお勧めします。

シナリオ: ユーザーサブスクリプションの変更を監視する
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを設定し、製品の Amazon SNS トピックにサブ
スクライブします。SNS トピック情報は、から受信した電子メールメッセージに含まれていましたAWS
Marketplace製品を作成したときの運用チーム。詳細については、「SaaS 製品の作成 (p. 239)」を参照
してください。SNS トピックを購読すると、特定の顧客に対するアクセスの提供や取り消しなど、顧客の
サブスクリプションに対する変更に関する通知が届きます。

Note
Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) は次のようになりま
すarn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscriptionnotification-<product code>。
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応答する必要がある通知は次のとおりです。
• subscribe-success— 顧客が登録されており、顧客IDを正常に測定できます。
• unsubscribe-pending— お客様は登録解除中です。最後の計量記録があれば送ってください。
• unsubscribe-success— お客様が購読を解除しました。顧客の計量記録は受け付けられなくなりま
す。保持ポリシーを順守しながら、顧客リソースをシャットダウンするための慣行に従ってください。
• subscribe-fail— カスタマーのサブスクリプションが失敗しました。顧客のIDを測定したり、顧客
に代わってリソースを作成したりしないでください。

シナリオ: 顧客購読の検証
顧客に代わってリソースを作成する前に、顧客があなたの製品にアクセスできることを確認してくださ
い。Amazon SQS 経由で受け取った通知から顧客の最新のステータスを保存し、顧客がアクセス権を持っ
ているかどうかを知ることができます。

SaaS サブスクリプション製品の統合をテストする
での SaaS サブスクリプション製品の統合が完了したらAWS Marketplaceでは、統合が成功することを確
認するために、詳細なテストを実施する必要があります。次の手順では、製品の統合を検証するステップ
を示します。

Note
独自のアカウントを使用して製品をサブスクライブし、統合が正常に終了することをテストしま
す。料金を一時的に下げて、これらのアカウントに高額な料金を発生させずに購入フローをテス
トすることができます。一時的に価格を下げる、または追加のテストアカウントに製品へのアク
セスを許可する方法の詳細については、お問い合わせ。
製品の発売後も、サービスは新規顧客のこれらのシナリオに引き続き対応する必要があります。
1.

許可したアカウントを使用して、製品をサブスクライブしてカスタマーエクスペリエンスをテストし
ます。

2.

許可したアカウントでサブスクライブした後、アカウントが登録 URL にリダイレクトされることと、
そのリダイレクトが一時トークンを含む POST リクエストであることを確認します。future 呼び出し
のために、アプリケーションに顧客 ID が保持されていることを確認してください。これは次の一部を
テストしますシナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 241)。

3.

上記の手順でテストアカウントを検証したら、そのアカウントをアプリケーションにオンボードしま
す。たとえば、テスト用の顧客でフォームに入力して、新しいユーザーアカウントを作成することが
できます。または、SaaS アプリケーションにアクセスするための次の手順を別途用意します。これ
は次の一部をテストしますシナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 241)。

4.

テスト顧客がオンボーディングされたら、メータリングレコードをに送信するリクエストを行います
AWS請求目的でBatchMeterUsageの API オペレーションAWS Marketplace Metering Service。この
テストシナリオ: メーターの使用状況 (p. 241)。

5.

サブスクリプションの変更をテストします。考えられるシナリオには、サブスクリプションの解除、
サブスクリプションの成功、サブスクリプションの失敗などがあります。このテストシナリオ: ユー
ザーサブスクリプションの変更を監視する (p. 241)。

6.

サブスクリプションの成功を確認します。テストアカウントの Amazon SNS 通知を受け取ると、計測
を開始できます。に送信されるレコードAWS Marketplace Metering ServiceAmazon SNS 通知を受け
取る前は計測されません。このテストシナリオ: 顧客購読の検証 (p. 242)。

Note
請求に関する問題を防ぐため、プログラムでこの通知を待ってから顧客のためのリソースを
起動することを強くお勧めします。
7.

統合のすべての要件を満たし、ソリューションのテストが完了したら、AWS Marketplace運営チー
ム。AWS Marple Marvelite Marvelite 運営チームは、計測レコードが正常に送信されていることを確
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認することにより、ソリューションの一連の最終テストを実施します。BatchMeterUsageAPI オペ
レーション。
統合とテストが完了したら、最終レビューを行い、製品を一般に公開することができますAWS
Marketplace。詳細については、SaaS 製品の作成 (p. 239)を参照してください。

SaaS 契約製品の統合
製品と統合するAWS Marketplace一歩進んでいますかSaaS 製品の作成 (p. 239)。Software as a Service
(SaaS a Service) 契約製品のAWS Marketplaceでは、コードを記述し、複数の顧客シナリオに適切に対応
できることを実証する必要があります。以下のセクションでは、これらのシナリオとその対応方法につい
て説明し、統合テストの概要を示します。

Note
開始する前に、で対象の Software as a Service (SaaS oftware as a Service) 製品に適した料金モ
デルを選択していることを確認してくださいAWS Marketplace。詳細については、「SaaS 製品
の計画 (p. 248)」を参照してください。
トピック
• シナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 243)
• シナリオ: あなたのサービスは顧客のリクエストを処理します (p. 243)
• シナリオ: ユーザーサブスクリプションの変更を監視する (p. 244)
• SaaS 契約製品の統合をテストする (p. 244)

シナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します
顧客があなたの製品を購読すると、登録URLにリダイレクトされます。これは、一時的なx-amznmarketplace-tokenトークン。このリクエストには、次の方法で応答します。
1. トークンをCustomerIdentifier,CustomerAWSAccountId, およびProductCodeを呼び出して
ResolveCustomerの API オペレーションAWS Marketplace Metering Service。
2. お客様がアクセスできるサブスクリプションと数量 (該当する場合) を確認するには、
GetEntitlementsの API オペレーションAWS Marketplace Entitlement Service。
3. 永続的存続するCustomerIdentifier,CustomerAWSAccountId, およびProductCodefuture 通話の
ために、システムで。顧客が有効なサブスクリプションを持っているかどうか、および顧客について必
要な情報を保存します。
4. リクエストへの応答として、ユーザーの初回使用体験（サービスに適用）を示す必要があります。

シナリオ: あなたのサービスは顧客のリクエストを処理します
顧客があなたのサービスに要求するとき、あなたは適切なアクションまたはメッセージで次のシナリオに
応答する必要があります。
• システムには顧客 ID がありません。これは、まだ購読していないことを意味します。購読方法をユー
ザーに伝える必要があります。
• 顧客IDがあり、GetEntitlementsAPI オペレーションは適切なエンタイトルメントを返します。この
シナリオでは、要求を満たす必要があります。
• 彼らは顧客IDを持っていますが、GetEntitlementsAPI オペレーションがエンタイトルメントを返さ
ないか、リクエストを満たすのに十分な数量が返されません。このシナリオでは、アクセスをどのよう
に処理し、ユーザーエクスペリエンスを管理するかを決定する必要があります。
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シナリオ: ユーザーサブスクリプションの変更を監視する
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを設定し、製品の Amazon SNS トピックにサブ
スクライブします。SNS トピック情報は、から受信した電子メールメッセージに含まれていましたAWS
Marketplace製品を作成したときの運用チーム。詳細については、「SaaS 製品の作成 (p. 239)」を参照
してください。SNS トピックを購読すると、特定の顧客に対するアクセスの提供や取り消しなど、顧客の
エンタイトルメントの変更に関する通知が届きます。

Note
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) は次のようになりますarn:aws:sns:useast-1:<account id>:aws-mp-entitlement-notification-<product code>。
応答しなければならない唯一の通知は次のとおりです。
• entitlement-updated— 顧客のエンタイトルメントが変更されたため、GetEntitlements新しい
ステータスを確認するための API オペレーション。顧客ストアを更新し、該当する場合（たとえば、顧
客の契約が失効した場合）、保持ポリシーに従って、顧客リソースをシャットダウンするための慣行に
従います。

Note
詳細については、「使用権限の確認 (p. 266)」を参照してください。

SaaS 契約製品の統合をテストする
SaaS 契約製品の統合後AWS Marketplaceでは、統合が成功することを確認するために、詳細なテストを
実施する必要があります。次の手順では、製品の統合を検証するステップを示します。

Note
独自のアカウントを使用して製品をサブスクライブし、統合が正常に行われたことをテストしま
す。料金を一時的に下げて、これらのアカウントで高額な料金を発生させずに購入フローをテス
トすることができます。一時的に価格を下げる、または追加のテストアカウントに製品へのアク
セスを許可する方法の詳細については、お問い合わせ。
製品の発売後も、サービスは新規顧客のこれらのシナリオに引き続き対応する必要があります。
1.

許可したアカウントを使用して、製品を契約してカスタマーエクスペリエンスをテストします。

2.

アカウントで契約した後、アカウントが登録 URL にリダイレクトされることと、そのリダイレクトが
一時トークンを含む POST リクエストであることを確認します。アプリケーションがfuture 通話のた
めに顧客 ID を保持し、顧客が持つエンタイトルメントを正しく処理することを確認します。これは次
の一部をテストしますシナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 243)。

3.

上記の手順でテストアカウントを検証したら、そのアカウントをアプリケーションにオンボードしま
す。たとえば、テスト用の顧客でフォームに入力して、新しいユーザーアカウントを作成することが
できます。または、SaaS アプリケーションにアクセスするための次の手順を別途用意します。これ
は次の一部をテストしますシナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 243)。

4.

からエンタイトルメントが返されない場合GetEntitlementsAPI オペレーション。オンボーディン
グ中または検証の進行中に、アプリケーションは、使用権限のないユーザーのアクセスとエクスペリ
エンスを正しく管理する必要があります。このテストシナリオ: あなたのサービスは顧客のリクエスト
を処理します (p. 243)。

5.

サブスクリプションの変更をテストします。アプリケーションがサブスクリプションの解除、サブス
クリプションの成功、サブスクリプションの失敗シナリオを正しく処理していることを確認します。
このテストシナリオ: ユーザーサブスクリプションの変更を監視する (p. 244)。

6.

統合のすべての要件を満たし、ソリューションのテストが完了したら、AWS Marketplace運営チー
ム。AWS Market Market Market Market Market Market 運営チームは、が正常に呼び出されたことを確
認することにより、GetEntitlementsAPI操作と十分にオンボーディングされた新規顧客。

244

AWS Marketplace 販売者ガイド
での SaaS 契約を統合する pay-as-you-go 製品

統合とテストが完了したら、最終レビューを行い、製品を公開することができますAWS Marketplace。詳
細については、「SaaS 製品の作成 (p. 239)」を参照してください。払い戻しリクエストフォームに記入
して、テストサブスクリプションをキャンセルすることもできます。サブスクリプションをキャンセルす
る方法の詳細については、the section called “AWS Marketplace製品の払い戻しプロセス” (p. 42)。

での SaaS 契約を統合する pay-as-you-go 製品
製品と統合するAWS Marketplace一歩進んでいますかSaaS 製品の作成 (p. 239)。Software as a Service
(SaaS) 契約製品をAWS Marketplaceでは、コードを記述し、複数の顧客シナリオに適切に対応できること
を実証する必要があります。以下のセクションでは、これらのシナリオとその対応方法について説明し、
統合テストの概要を示します。

Note
開始する前に、で対象の Software as a Service (SaaS) 製品に適した料金モデルを選択しているこ
とを確認してください。AWS Marketplace。詳細については、「SaaS 製品の計画 (p. 248)」を
参照してください。
トピック
• シナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 245)
• シナリオ: あなたのサービスは顧客のリクエストを処理します (p. 245)
• シナリオ: メーターの使用状況 (p. 246)
• シナリオ: ユーザーエンタイトルメントの変更を監視する (p. 246)
• SaaS 契約製品の統合をテストする (p. 246)

シナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します
顧客があなたの製品を購読すると、登録URLにリダイレクトされます。これは、一時的なx-amznmarketplace-tokenトークン。このリクエストには、以下に示す方法で応答します。
1. このトークンをCustomerIdentifier,CustomerAWSAccountId, およびProductCodeを呼び出して
ResolveCustomerの API オペレーションAWS Marketplace Metering Service。
2. お客様がアクセスできるサブスクリプションと数量 (該当する場合) を確認するには、
GetEntitlementsアクションのAWS Marketplace Entitlement Service。
3. 永続的ストレージCustomerIdentifier,CustomerAWSAccountId, およびProductCodefuture 通話
のために、あなたのシステムで。顧客が有効なサブスクリプションを持っているかどうか、および顧客
について必要な情報を保存します。
4. リクエストへの応答として、ユーザーの初回使用体験（サービスに適用）を示す必要があります。

シナリオ: あなたのサービスは顧客のリクエストを処理します
顧客があなたのサービスに要求するとき、あなたは適切なアクションまたはメッセージで次のシナリオに
応答する必要があります。
• システムには顧客 ID がありません。これは、まだ購読していないことを意味します。あなたは彼らに購
読方法を説明するメッセージを与えるべきです。
• 顧客IDがあり、GetEntitlementsAPI オペレーションは適切なエンタイトルメントを返します。この
シナリオでは、要求を満たす必要があります。
• 彼らは顧客IDを持っていますが、GetEntitlementsAPI オペレーションがエンタイトルメントを返さ
ないか、リクエストを満たすのに十分な数量が返されません。このシナリオでは、アクセスをどのよう
に処理し、ユーザーエクスペリエンスを管理するかを決定する必要があります。
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シナリオ: メーターの使用状況
顧客があなたのサービスを使い始めると、あなたは毎時メータリング記録を送らなければなりません。計
測の詳細については、「」使用量の計測 (p. 262)。
を使用することをお勧めしますAWS CloudTrailアクティビティを監視して、請求情報がに送信されている
ことを確認するAWS。計測レコードを送信する場合は、次の点に注意してください。
• 計測リクエストは、毎時 0 分に重複排除されます。
• 送信したレコードは 1 時間ごとに累積されます。
• ベストプラクティスとして計測レコードを 1 時間以内に送信することを強くお勧めします。使用量は 0
で 1 時間ごとに計測レコードを送信することを強くお勧めします。

シナリオ: ユーザーエンタイトルメントの変更を監視する
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを設定し、製品の Amazon SNS トピックをサブス
クライブします。SNS トピックには、エンタイトルメント変更用とサブスクリプション変更用の 2 つの
SNS トピックがあります。トピック情報は、から受信した E メールメッセージに含まれていましたAWS
Marketplace製品を作成したときの運用チーム。詳細については、「SaaS 製品の作成 (p. 239)」を参照
してください。SNS トピックを購読すると、特定の顧客に対するアクセスの提供や取り消しなど、顧客購
読の変更に関する通知が届きます。

Note
Subscription 変更の SNS トピックの Amazon Resource Name (ARN) は次のように
なりますarn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscriptionnotification-<product code>。エンタイトルメント変更の SNS トピック ARN は次
のようになりますarn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-entitlementnotification-<product code>。
応答する必要のある通知は次のとおりです。
• entitlement-updated(エンタイトルメント SNS トピック内) — カスタマーエンタイトルメントが変
更されたため、GetEntitlements新しいステータスを確認するための API オペレーション。顧客スト
アを更新し、該当する場合（たとえば、顧客の契約が失効した場合）、保持ポリシーを順守して、顧客
リソースを停止するための慣行に従います。
• subscribe-success(サブスクリプション SNS トピック) — 顧客はサブスクライブされており、顧客
ID に対して正常に測定できます。
• unsubscribe-pending(サブスクリプション SNS トピック内) — お客様はサブスクリプション解除中
です。最後の計量記録があれば送ってください。
• unsubscribe-success(サブスクリプション SNS トピック) — カスタマーがサブスクライブを解除し
ました。顧客の計量記録は受け付けられなくなります。保持ポリシーを順守しながら、顧客リソースを
シャットダウンするための慣行に従ってください。
• subscribe-fail(サブスクリプション SNS トピック) — カスタマーサブスクリプションが失敗しまし
た。顧客IDを測定したり、顧客に代わってリソースを有効にしたりしないでください。

Note
詳細については、「使用権限の確認 (p. 266)」を参照してください。

SaaS 契約製品の統合をテストする
との契約を統合した後 pay-as-you-go の製品AWS Marketplaceでは、統合が成功することを確認するため
に、詳細なテストを実施する必要があります。次の手順では、製品の統合を検証するステップを簡単に示
しています。
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Note
独自のアカウントを使用して製品をサブスクライブし、統合が正常に終了することをテストしま
す。料金を一時的に下げて、これらのアカウントで高額な料金を発生させずに購入フローをテス
トすることができます。一時的に価格を下げる、または追加のテストアカウントが製品にアクセ
スできるようにする方法の詳細については、お問い合わせ。
製品の発売後も、サービスは新規顧客のこれらのシナリオに引き続き対応する必要があります。
1.

許可したアカウントを使用して、製品を契約してカスタマーエクスペリエンスをテストします。

2.

アカウントで契約した後、アカウントが登録 URL にリダイレクトされることと、そのリダイレクトが
一時トークンを含む POST リクエストであることを確認します。アプリケーションがfuture 通話のた
めに顧客 ID を保持し、顧客が持つエンタイトルメントを正しく処理することを確認します。これは次
の一部をテストしますシナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 245)。

3.

上記の手順でテストアカウントを検証したら、そのアカウントをアプリケーションにオンボードしま
す。たとえば、テスト用の顧客でフォームに入力して、新しいユーザーアカウントを作成することが
できます。または、SaaS アプリケーションにアクセスするための次の手順を別途用意します。これ
は次の一部をテストしますシナリオ: あなたのサービスは新規顧客を検証します (p. 245)。

4.

からエンタイトルメントが返されない場合GetEntitlementsAPI オペレーション、オンボーディ
ング中または検証の進行中に、使用権限のないユーザーのアクセスとエクスペリエンスを正しく
管理する必要があります。このテストシナリオ: あなたのサービスは顧客のリクエストを処理しま
す (p. 245)。

5.

テスト顧客がオンボーディングされたら、メータリングレコードをに送信するリクエストを行います
AWS請求目的でBatchMeterUsageの API オペレーションAWS Marketplace Metering Service。この
テストシナリオ: メーターの使用状況 (p. 246)。

6.

サブスクリプションの変更をテストします。アプリケーションがサブスクリプションの解除、サブス
クリプションの成功、サブスクリプションの失敗が正常に処理されていることを確認します。このテ
ストシナリオ: ユーザーエンタイトルメントの変更を監視する (p. 246)。

7.

統合のすべての要件を満たし、ソリューションのテストが完了したら、AWS Marketplace運営
チーム。AWS Market Market Market 運営チームは、が正常に呼び出されていることを確認するこ
とにより、ソリューションをテストします。GetEntitlementsAPI操作と十分にオンボーディ
ングされた新規顧客。また、を使用して計測レコードが正常に送信されていることも確認しま
す。BatchMeterUsageAPI オペレーション。

統合とテストが完了したら、最終レビューを行い、製品を一般に公開することができますAWS
Marketplace。詳細については、SaaS 製品の作成 (p. 239)を参照してください。

サーバーレス SaaS 統合ソリューションをデプロイす
る
-AWS MarketplaceサーバーレスSaaS統合デプロイメントは、ベンダーのSaaSソリューションを対応する
リストと正常に統合するために必要なコア機能を果たしますAWS Marketplace。これらの機能には、新規
顧客登録の受け入れ、顧客アクセスの付与と取り消し、顧客エンタイトルメントの更新、従量制の使用状
況のレポートが含まれます。
ここで紹介しているビデオでは、AWSクイックスタートAWS Marketplaceサーバーレス SaaS 統合。こ
の自動化されたリファレンス展開により、新しいサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ソリューション
をAWS Marketplace出品用アカウントを作成し、出品プロセスを加速し、大幅に削減する go-to-market 時
間。
AWS Marketplace サーバーレス SaaS 統合の AWS クイックスタート
次の図は、AWS Marketplaceサーバーレス SaaS 統合AWS環境は次のようなイベントのワークフローを設
定します。
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サーバークラス SaaS インテグレーションをデプロイする方法の詳細についてはAWS クラウド、リファ
レンスAWS Marketplace サーバーレス SaaS 統合クイックスタートリファレンスデプロイガイド。このク
イックスタートリファレンスガイドは、登録のためのAWS Marketplace新しいSaaSリストで必要な統合を
完了するための軽量なサーバーレスソリューションを必要とする販売者。

SaaS 製品の計画
SaaS 製品を AWS Marketplace に追加する前には、いくつかの計画を行う必要があります。このス
テップは、製品が成功を収めるために不可欠です。計画が不十分だと、請求に問題が生じたり、AWS
Marketplace で製品の再作成が必要になったりする場合があります。

Important
製品の設定のほとんどは、設定後に変更することはできません。AWS Marketplace で製品を作成
した後に変更が必要になった場合は、正しい設定で新しい製品を作成する必要があります。

料金の計画
の SaaS 製品には 3AWS Marketplace つの価格モデルがあります。製品に適した価格モデルを選択するこ
とは、製品を計画する際に行う最も重要な決定です。料金モデルによって、顧客の支払いオプションと、
作成、テスト、デプロイする必要がある請求統合コードが決まるため、選択を誤ると数週間の遅れが生じ
る可能性があります。さまざまなタイプの価格モデルについては、「SaaS 製品価格設定」を参照してく
ださい。

Note
すべての SaaS 価格モデルは無料試用版をサポートしています。詳細については、「SaaS 無料
トライアル」を参照してください。

請求の統合の計画
AWS Marketplace に SaaS 製品を出品する利点の 1 つは、請求の統合です。この利点を活用するには、
選択した価格モデルに応じて、AWS Marketplace メータリングサービスまたはと統合する必要がありま
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す。AWS Marketplace Entitlement Serviceこれらの 2 つのサービスにより、請求と使用量のレポートが正
確に行われるようになります。
統合を計画したら、有効にする前に製品との統合をテストする必要があります。統合とテストの詳細
については、「AWS Marketplace Metering Service API および使用権限管理サービス API へのアクセ
ス (p. 262)」を参照してください。

Amazon SNS SNS インテグレーションを計画する
SaaS 製品用にサブスクライブできる Amazon SNS トピックは 2 つあります。これらのメッセージ
は、AWS または顧客によって行われたサブスクリプションおよび契約の変更をプログラムで処理するため
に役立ちます。これらの Amazon SNS 通知をプログラムによるトリガーとして使用すると、通知処理のプ
ログラミング方法によっては、顧客が製品登録ウェブサイトで新しいアカウントを登録できるようにした
り、サブスクリプションの有効期限が切れた顧客による製品へのアクセスを拒否したりすることができま
す。

顧客が製品にアクセスする方法の計画
このセクションでは、購入者が製品にアクセスできるようにする方法について説明します。

SaaS 製品の登録ウェブサイトの計画
SaaS 製品を購入する顧客は、その製品にアクセスする必要があります。顧客が製品にアクセスする方法
を計画および実装することが必要です。SaaS 製品は、以下のアクセスオプションをサポートしていま
す。
• AWS PrivateLink
• 販売者の製品ウェブサイト

顧客が SaaS 製品にアクセスするための AWS PrivateLink の使用
PrivateLink で AWS を使用するAWS Marketplace (p. 274)サービスを Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) エンドポイントサービスとして構成できるようになりました。顧客は、VPC エンドポイン
トを作成して、AWS クラウド仮想ネットワークを通じて販売者のソフトウェアにアクセスできます。また
は、販売者が所有および管理するウェブサイトを通じてソフトウェア製品へのアクセスを提供することも
できます。その場合、顧客がインターネット間の接続を作成します。

販売者の登録ウェブサイトの使用
販売者の SaaS 製品は、販売者の環境でホストされており、販売者が管理および保守を行うウェブサイト
などのパブリックエンドポイントを通じてインターネット経由でアクセスする必要があります。一般的
に、販売者には、顧客が製品の登録、製品の使用のためのサインイン、製品のサポートへのアクセスのた
めに使用するウェブサイトがあります。便宜上、このエンドポイントを登録ウェブサイトと呼びます。
このアクセスオプションを選択した場合に製品に登録ウェブサイトがまだないのであれば、登録ウェブサ
イトを作成する必要があります。登録Webサイトを作成したら、顧客が登録ページにアクセスするたびに
検証するようにWebサイトをプログラムする必要があります。

登録ウェブサイトを使用して顧客を検証するには
1.

一時トークンの x-amzn-marketplace-token を含む POST リクエストを受け入れます。

2.

AWS MarketplacecustomerID ResolveCustomerメータリングサービスを呼び出して、トークンをと
交換してください。

3.

customerID を取得したら、その後の呼び出しのためにアプリケーションに保持します。

4.

でcustomerID、GetEntitlementAWS Marketplace Entitlement Serviceに電話をして、顧客がどのディ
メンションに登録しているか、および数量を確認します。
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5.

顧客のアクセスと使用権限を検証したら、顧客が使用権限を超えないようにアプリケーションをプロ
グラムします。

SaaS 製品ガイドライン
AWS Marketplace は、お客様のために安全、セキュアな、そして信頼できるプラットフォームを促進する
ために、AWS Marketplace 上のすべての SaaS 製品およびサービスについて以下のガイドラインを維持し
ます。
すべての製品とその関連メタデータは、送信時に審査され、現在の AWS Marketplace ガイドラインを満た
しているか、または上回っているかを確認します。これらのガイドラインは、進化するセキュリティ要件
を満たすために、見直され、調整されます。さらに、 AWS Marketplace は継続的に製品をレビューし、こ
れらのガイドラインに対する変更を満たしていることを確認します。製品がコンプライアンスに準拠して
いない場合、製品の更新が必要となる場合があります。場合によっては、問題が解決するまで新規サブス
クライバーが製品を一時的に利用できなくなることがあります。

製品設定ガイドライン
すべての SaaS 製品は、次の製品設定ガイドラインに従う必要があります。
• 少なくとも 1 つの価格ディメンションの料金が $0.00 を超える必要があります。
• すべての価格ディメンションは、実際のソフトウェアに関連するものでなければならず、ソフトウェア
に関係のない他の製品またはサービスを含むことはできません。
• AWS GovCloud (US) リージョンでのみ提供される SaaS 製品は、製品タイトルの任意の場所に
GovCloud を含める必要があります。

顧客情報の要件
すべての SaaS 製品は、次の顧客情報の要件に従う必要があります。
• SaaS 製品は、AWS Marketplace に記載されているディメンションに基づいて完全に課金される必要が
あります。
• クレジットカードや銀行口座情報など、SaaS 製品に対する顧客支払い情報はいかなる時点でも収集で
きません。

製品使用ガイドライン
すべての SaaS 製品は、次の製品使用ガイドラインに従う必要があります。
• で製品を購読するとAWS Marketplace、顧客は SaaS アプリケーション内でアカウントを作成して Web
コンソールにアクセスできるようになるはずです。顧客がすぐにアプリケーションにアクセスできない
場合は、アクセスするタイミングに関する具体的な指示を記載したメッセージを提供する必要がありま
す。アカウントが作成された後に、アカウントが作成されたことを確認する通知を明確な次のステップ
とともに顧客に送信する必要があります。
• 顧客がすでに SaaS アプリケーションにアカウントを持っている場合、顧客はフルフィルメントラン
ディングページからログインできる必要があります。
• 顧客は、関連する契約またはサブスクリプション使用の情報など、SaaS アプリケーション内でサブス
クリプションのステータスを確認できる必要があります。
• 顧客は、アプリケーションの使用、トラブルシューティング、返金のリクエスト (該当する場合) などの
問題について、簡単にサポートを受けることができる必要があります。サポートの問い合わせオプショ
ンは、フルフィルメントランディングページで指定する必要があります。

250

AWS Marketplace 販売者ガイド
アーキテクチャガイドライン

• 製品ソフトウェアとメタデータには、ユーザーを他のクラウドプラットフォーム、追加製品、アップセ
ルサービス、またはでは利用できない無料トライアルオファーにリダイレクトする言語を含めてはなり
ませんAWS Marketplace。
SaaS 製品の無料トライアルの詳細については、を参照してくださいSaaS 無料トライアル (p. 256)。
• 製品が別の製品または別の ISV 製品のアドオンである場合、製品の説明には、その製品が他の製品の機
能を拡張するものであり、追加されていないと製品の有用性が非常に限定的であることを明記する必要
があります。たとえば、<product name>この製品は機能を拡張するものとない場合がありますが、この
製品の有用性は非常に限られています。 <product name>このリストのすべての機能を利用するには、独
自のライセンスが必要になる場合があることに注意してください。

アーキテクチャガイドライン
すべての SaaS 製品は、次のアーキテクチャガイドラインに従う必要があります。
• アプリケーションの一部は、AWS アカウントユーザーが所有するでホストされている必要があります。
• すべてのアプリケーションコンポーネントは、管理するインフラストラクチャでホストされている必要
があります。顧客のインフラストラクチャに追加のリソースを必要とするアプリケーションは、次のガ
イドラインに従う必要があります。
• AWS Security Token Service(AWS STS) やAWS Identity and Access Management (IAM) を使用するな
どの安全な方法でリソースをプロビジョニングします。
• プロビジョニングされたすべてのIAMポリシーステートメントの説明AWS のサービス、およびIAM
ロールまたはユーザーがお客様のアカウントにデプロイされて使用される方法など、追加の文書を提
供してください。
• AWS Marketplace取引とは別にインフラストラクチャの追加料金が発生した場合は、AWS追加のイン
フラストラクチャ料金を支払う責任があることを説明する通知を製品説明に含めてください。
• 製品でエージェントがデプロイされる場合は、エージェントへのデプロイ方法を説明した指示を顧客
に提供する必要がありますAWS アカウント。
• お客様のインフラストラクチャで実行されるリソースを必要とするアプリケーションについては、に
よる追加審査が必要でAWS Marketplace、2 ～ 4 週間かかることもあります。
• プロバイダーとして登録されAWS Marketplace、SaaS 公開リクエストを送信したから API が正常に呼
び出されました。AWS アカウントSaaS 価格モデルによって、呼び出される API が決まります。
• SaaS コントラクト — GetEntitlementsでAWS Marketplace Entitlement Service.
• 消費を伴う SaaS 契約 — GetEntitlementsAWS Marketplace BatchMeterUsageメータリングサービス
内および AWS Marketplace メータリングサービス内。AWS Marketplace Entitlement Service
• SaaS サブスクリプション — BatchMeterUsageAWS Marketplace 計測サービス内。
• リージョンでのみ提供される SaaS 製品は、AWS GovCloud (US)AWS リージョンAWS GovCloud (US)
他のリージョンとリージョンのアーキテクチャ上の境界、製品のユースケース、および製品に推奨され
ないワークロードを概説する必要があります。

SaaS 製品の料金設定
購入者がSaaS 製品を購入するとAWS Marketplace、AWS Marketplace請求先IDが提供されます。AWS
Marketplace Entitlement Service請求先識別子を使用してとを呼び出しますAWS Marketplace Metering
Service。次に、AWS顧客は環境内の製品にアクセスするか、作成した VPC エンドポイント接続を介して
製品にアクセスします。

Note
すべての SaaS 価格モデルは無料試用版をサポートしています。詳細については、SaaS 無料ト
ライアルを参照してください。
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SaaS 料金モデル
料金モデル

説明

SaaS サブスクリプション

お客様の SaaS 製品の 1 pay-as-you-go 時間あた
りの使用量に対して購入者に請求するモデル。詳
細については、「SaaS サブスクリプションの料
金 (p. 252)」を参照してください。

SaaS 契約

購入者には、ソフトウェアの使用料を事前に請求
してもらうこともできますし、支払いスケジュー
ルを柔軟に設定することもできます。顧客は、
契約を超えた追加使用量に対して支払うことも
できます。詳細については、「SaaS 契約の料
金 (p. 253)」を参照してください。

とのSaaS契約 pay-as-you-go

購入者には、ソフトウェアの使用料を事前に請求
してもらうこともできますし、支払いスケジュー
ルを柔軟に設定することもできます。購入者に
は、契約価格に加えて使用量に応じて追加の従量
制料金も請求されます。詳細については、「SaaS
契約の料金 (p. 253)」を参照してください。

SaaS 製品を利用できるようにするにはAWS Marketplace、SaaS サブスクリプション価格モデルと SaaS
契約価格モデルのどちらを提供するかを決定します (p. 253) (p. 252)。

SaaS サブスクリプションの料金
Software as a Service (SaaS) サブスクリプションでは、AWS Marketplaceは、販売者が当社に送信した計
測レコードに基づいて顧客に請求します。料金は必ず、顧客のアカウントにデプロイされたソフトウェア
から 1 時間ごとに計測し、報告する必要があります。使用量はすべて、AMI ベースと同じメカニズムを使
用して、毎月計算し、請求されます。AWS Marketplace提供タイプの製品。製品の使用料金を請求できる
かどうかは、販売者から受信した計測レコードに依存します。製品の計測レコードの送受信を正常に行う
必要があります。
サブスクリプション価格で SaaS 製品を公開する前に、次の手順を行う必要があります。
1. で新しい SaaS 製品を作成します。AWS Marketplace 管理ポータル、選択新しい SaaS サブスクリプ
ション。
2. のフィールドに入力します。将軍タブを使用して、必要な情報を使用します。製品コードを書き留めて
おきます。
3. リポジトリの []料金タブの料金表を設定で、カテゴリ製品の価格を最もよく表したものです。価格
カテゴリは、AWS Marketplace ウェブサイトでの顧客に表示されます。から選択できます。帯域
幅(GBps、MBps)データ(GB、MB、TB)ホスト(時間)、リクエスト,階層(時間)、またはUsers(時間)。事
前定義カテゴリのどれもニーズに適合しない場合は、汎用的な単位カテゴリ.
次に、価格ディメンションを定義します。各価格ディメンションは、単位あたりの価格を設定できる機
能またはサービスを表します。ディメンションの例として、ユーザー数、スキャンされたホスト数、取
り込まれたログの GB 数があります。最大で 24 のディメンションを定義できます。定義するディメン
ションごとに、以下の情報を追加する必要があります。
• ディメンション API 名— 計測レコードをAWS Marketplace Metering Service。この名前は顧客がどの
ディメンションを使用したかを表します。この名前は請求レポートに記載されます。そのレポートに
アクセスできるのは販売者だけであるため、わかりやすい名前にする必要はありません。この名前を
設定した後に変更することはできません。
• ディメンションの説明— 製品のディメンションを記述した、顧客に表示される説明。説明は、70 文
字以内でなければならず、ユーザーフレンドリである必要があります。説明の例としては、1 時間あ
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たりの管理者、プロビジョニングされた Mbps あたりの帯域幅があります。製品が発行された後に、
この説明を変更することはできません。
• ディメンションレート— この製品のFCP 単位あたりのソフトウェア料金 (米ドル)。このフィールド
では小数点以下 3 桁がサポートされています。

SaaS サブスクリプションの終了時
顧客は、AWS Management Console を通じて SaaS サブスクリプション製品のサブスクリプションを解除
できます。SaaS サブスクリプション終了プロセスの重要なポイントは次のとおりです。
1. SaaS 製品にが送信されますunsubscribe-pendingその顧客のトピックを通じて、Amazon SNS ト
ピックを通じて通知します。
2. その顧客の残り使用量を計測するまでに 1 時間の猶予があります。
3. その時間が経過すると、販売者は unsubscribe-success 通知を受信します。この時点で、この顧客
の計測レコードを送信することはできません。
サブスクリプションを解除した顧客の SaaS アプリケーションで機能をどのように無効化するかは、販売
者に任されています。たとえば、製品でその顧客の既存の仕事を完了するが、その顧客が新しい仕事を作
成できないようにすることが考えられます。使用が無効になったことを示すメッセージを顧客に表示する
とよいでしょう。顧客は AWS Marketplace を通じて製品を再度サブスクライブできます。

SaaS サブスクリプションがキャンセルされた場合
SaaS サブスクリプション解約プロセスの重要なポイントは次のとおりです。
1. 顧客は、SaaS サブスクリプション製品のサブスクリプションをキャンセルできます。あなたの
Marketplace ソフトウェアのページAWS Marketplaceウェブサイト.
その顧客のトピックを通じて、SaaS 製品に通知が送信されます。
2. その顧客の残り使用量を計測するまでに 1 時間の猶予があります。
3. 販売者は、キャンセルが進行中の製品から顧客に通知します。顧客が製品を介してキャンセルを指示し
ている場合は、顧客を AWS Marketplace にリダイレクトします。今後は請求されないようにするため
に、顧客は AWS Marketplace を通じてキャンセルを確定する必要があります。

SaaS 契約の料金
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 契約では、お客様がソフトウェアの購入を開始し、お客様と
契約を締結します。契約のもとで、顧客は SaaS 製品を特定の数量、使用する権利を持ちます。AWS
Marketplace はこれらの使用権限を SaaS アプリケーションに伝えます。これは、AWS Marketplace
Entitlement Serviceを通じて行います。SaaS Contractの価格モデルを使用する場合、アプリケーションは
メータリングレコードを送信しません。代わりに、を呼び出してエンタイトルメントを確認しますAWS
Marketplace Entitlement Service。使用カテゴリ、ディメンション、契約期間を定義します。
AWS Marketplace顧客との契約に基づいて、前払いまたは定義した支払いスケジュールに基づいて顧客に
請求します。その時点で、それらのリソースの使用権限が付与されます。契約を超える使用量について
は、AWS Marketplaceを通じて当社が受け取った計測記録に基づいて顧客に請求しますAWS Marketplace
Entitlement Service。
SaaS 製品を契約価格で公開できるようにするには、次の手順を行う必要があります。
1. で新しい SaaS 製品を作成しAWS Marketplace 管理ポータル、[新規 SaaS 契約] を選択します。
2. 「General」タブのフィールドに必要な情報を入力します。製品コードを書き留めておきます。
3. 「価格設定」タブで:
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a. 「価格設定」では、顧客に提供したい契約期間を選択します。契約期間ごとに異なる価格を入力で
きます。[毎月]、[1 年]、[2 年]、[3 年] から 1 つ以上のオプションを選択できます。プライベートオ
ファーを作成している場合は、カスタム期間を月単位 (最大 60 か月) で選択できます。
b. 「提供したい契約タイプを選択してください」で、購入者に商品を購入してもらう方法を以下のオプ
ションから選択します。
• 購入者は提示されるオプションを1つ以上選択できます — 顧客は提示する価格設定項目ごとに数量
を選択できます。
• 購入者は、提供されている複数の階層から 1 つの階層を選択できます。お客様は、さまざまな機
能、サービス、および使用量を含むオプションから階層を選択します。
c. 製品の価格を最も正確に表す使用単位カテゴリを選択してください。価格カテゴリは、AWS
Marketplace ウェブサイトでの顧客に表示されます。帯域幅 (GBps、MBps)、データ
(GB、MB、TB)、ホスト (時間)、要求、階層 (時間)、またはユーザー (時間) から選択できます。定義
済みのカテゴリのどれもニーズに合わない場合は、より汎用的な単位カテゴリを選択できます。
4. カテゴリを選択したら、価格ディメンションを定義します。各価格ディメンションは、単価を設定で
きる機能またはサービスを表します。ディメンションの例として、ユーザー数、スキャンされたホスト
数、取り込まれたログの GB 数があります。定義したディメンションごとに、名前、説明、価格、およ
び API 名を追加します。名前、価格、および説明は顧客に表示されます。API 名は、AWS Marketplace
による追跡および報告に使用されます。
• AWS Marketplace Entitlement Serviceに電話して、お客様が購入した寸法を取得します。
• AWS Marketplace Metering Serviceに電話をして、お客様が使用した寸法を示してください。
契約の各価格ディメンションについて、そのディメンションを契約よりも長く使用した分だけ支払うよ
うに顧客に支払うように設定できます。使用した量に対してのみ顧客が支払う、契約料金なしのディメ
ンションを追加することもできます。
ウィザードを使用して SaaS 製品の契約を作成する場合、料金ディメンションに次のフィールドを定義
する必要があります。
• ディメンション API 名 - 使用権限 API を呼び出すときに使用される名前です。この名前は、請求レ
ポートや外部向けではないレポートに表示されます。API 名の最大文字数は 15 文字です。一度設定
した名前は、変更することはできません。
• ディメンション表示名:— ユーザーに表示されるディメンションの名前。この名前は、顧客が製品の
ディメンションを理解できる名前にします。名前はわかりやすいものにし、最大長は 24 文字です。
この値は変更できます。
• ディメンションの説明:— 製品のディメンションに関する追加情報を提供する、お客様向けのディメ
ンションの説明。説明の最大長は 70 文字です。
• ディメンション-月額価格 — このディメンションの1か月オプションのユニットあたりのソフトウェ
ア料金。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• ディメンション-1年間の価格 — このディメンションの12か月オプションのユニットあたりのソフト
ウェア料金。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。月額料金ではありませ
ん。この価格は、12 か月間の 1 回限りの料金を表している必要があります。
• ディメンション-2年間の価格 — このディメンションの24か月オプションのユニットあたりのソフト
ウェア料金。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。
• ディメンション-3年間の価格 — このディメンションの36か月オプションのユニットあたりのソフト
ウェア料金。このフィールドでは小数点以下 3 桁がサポートされています。

例: データストレージアプリケーション

暗号化されていな
いデータ (GB)

月額料金

12 か月料金

24 か月料金

追加利用の場合の
Pay-as-you-go 価
格

1.50 USD/GB

16.00 USD/GB

30.00 USD/GB

0.1 USD/GB
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暗号化されている
データ (GB)

月額料金

12 か月料金

24 か月料金

追加利用の場合の
Pay-as-you-go 価
格

1.55 USD/GB

16.60 USD/GB

31.20 USD/GB

0.11 USD/GB

例: ログモニタリング製品
月額料金

12 か月料金

Basic (10 ホストのモニ
タリング、5 コンテナの
モニタリング)

100 USD

1,000 USD

Standard (20 ホストの
モニタリング、10 コン
テナのモニタリング)

200 USD

2,000 USD

Pro (40 ホストのモニタ
リング、20 コンテナの
モニタリング)

400 USD

4000 USD

追加利用の場合の Payas-you-go 価格

1 時間あたりのモニタリ
ング対象追加ホスト

0.1 USD

1 時間あたりのモニタリ
ング対象追加コンテナ

0.2 USD

Note
価格は、1 か月、12 か月、24 か月、36 か月の期間に対して定義できます。製品にこれらのオプ
ションを 1 つ以上提供することができます。期間は各ディメンション間で同じである必要があり
ます。たとえば、ReadOnlyUsersAdminUsersと次元があるとします。の年間価格を提示する
場合はReadOnlyUsers、AdminUsersの年間価格も提示する必要があります。

SaaS 契約のアップグレード
顧客は、期間が長いこと以外でより高い価値の契約にアップグレードできます。たとえば、数量が多い契
約や上位の使用権限にアップグレードできます。顧客には既存の契約に案分計算されたクレジットが付与
されます。顧客は既存の契約のサイズを縮小することはできません。サイズを縮小できるのは更新時のみ
であり、そうしない場合は更新をキャンセルします。
使用権限は、SaaS 製品で AWS Marketplace Entitlement Service を呼び出すことによって確認されます。

自動更新
顧客は AWS Marketplace を通じて SaaS 契約で製品を購入する際に、契約期間の自動更新に同意すること
ができます。顧客は 1 年、2 年、または 3 年の期間中に、使用権限に対して毎月支払い続けます。顧客は
常に更新設定を変更することができます。更新をキャンセルしたり、数量や期間に応じて契約を更新した
りできます。

SaaS 契約が終了したとき
SaaS 契約製品には、契約の有効期限があります。契約が終了すると、次のイベントが発生します。
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1. SaaS 製品には、entitlement-updated購入者の資格が変更されたことを示す通知が届きます。AWS
Marketplace Entitlement Serviceは空のレスポンスを返します。
2. 1 時間以内に顧客の残りの使用量を計測できます。この時間が経過すると、この顧客のメータリングレ
コードを送信できなくなります。

SaaS 契約がキャンセルされた場合
SaaS 契約の解約プロセスの要点は次のとおりです。
1. 顧客は、AWS Support で SaaS 契約製品のキャンセルと返金をリクエストできます。
顧客は、AWS Support を通じて 48 時間以内に返金をリクエストする必要があります。
全額または日割り計算による払い戻しは、通常3～5営業日以内に行われます。
2. SaaS 製品には、Amazon SNS トピックを通じてそのカスタマーへの通知が送信されます。
3. 追加使用料が発生した場合は、1 時間以内に最終的な計測記録をお客様に送信してください。
4. 販売者は、キャンセルが進行中の製品から顧客に通知します。顧客が製品を介してキャンセルを指示し
ている場合は、顧客を AWS Marketplace にリダイレクトします。今後は請求されないようにするため
に、顧客は AWS Marketplace を通じてキャンセルを確定する必要があります。

SaaS 無料トライアル
出品者はAWS Marketplace 管理ポータル (AMMP) で SaaS 無料トライアルオファーを作成できます。お客
様は、SaaS 無料トライアルオプションを使用することで、大規模な購入を決定する前にソフトウェア製
品を評価できます。顧客が製品を購読すると、製品は有料顧客と同じようにエンタイトルメントチェック
を実行します。
それぞれが SaaSAWS アカウント 製品の無料試用版を使用できるのは 1 回だけです。無料トライアル中
に付与された無料使用量は、AWS組織内の連結アカウント間で共有されません。1 つのメイン支払いアカ
ウント内の複数の連結アカウントが、それぞれ独自の無料トライアルを作成できます。

Note
セラーデータ配信サービス (SDDS) を使用する場合は、Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) 3 S3 バケットを介して契約詳細トライアルレポートが届きます。レポートには、加入者の名
前と ID、オファー ID、契約の開始日と終了日などの契約の詳細が含まれます。出品者は、新しい
サブスクリプションが作成されると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知も
受け取ります。Amazon SNS 通知には、isFreeTrialTermPresent無料トライアル契約を識別
するフラグが含まれています。

SaaS 無料試用オファーの作成
出品者はAWS Marketplace 管理ポータル (AMMP) で SaaS 無料トライアルオファーを作成できます。

SaaS 無料トライアルオファーを作成するには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

でAWS Marketplace 管理ポータル、次のいずれかを選択します。
• オファーの作成または管理
• 「オファー」タブ。

3.

オファーページで [公開無料トライアル] タブを選択し、すべての SaaS 無料トライアルを確認してく
ださい。
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4.

[無料試用オファーの作成] を選択します。販売者は、公開 SaaS 製品ごとに 1 つの SaaS 無料トライ
アルオファーを作成できます。

5.

「オファーの基本」で、「製品」を選択し、「次へ」を選択します。

6.

無料トライアルの設定では:
a.

無料トライアルの日数 (日数) を入力します。
無料トライアルの期間は7〜90日間です。

b.

既存の公開オファーの製品寸法をご覧ください。
SaaS サブスクリプション無料トライアルの製品サイズは変更できません。
SaaS 契約、無料トライアル、ディメンションの削除または追加では、ディメンションごとに数
量制限を設定できます。

7.

サービス契約をご覧ください。
SaaS サブスクリプションの無料トライアルの場合、パブリックオファーの EULA が無料トライアル
のオファーに適用されることに注意してください。
SaaS 契約の無料トライアルの場合、EULA バージョンの場合は、AWS Marketplace標準契約またはカ
スタム EULA を選択してから、[オファーを確認] を選択できます。

8.

オファーのすべての情報を確認して確認し、[オファーを作成] を選択します。

SaaS 無料トライアルオファーのキャンセル
販売者はいつでも無料トライアルのオファーをキャンセルできますAWS Marketplace 管理ポータル.
SaaS 無料試用オファーをキャンセルするには
1.

AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。

2.

でAWS Marketplace 管理ポータル、次のいずれかを選択します。
• オファーの作成または管理
• 「オファー」タブ。

3.

「オファー」ページで、オファーを選択します。

4.

「オファーを表示」を選択します。

5.

「オファーをキャンセル」を選択します。

オファーがキャンセルされると、そのオファーに関する有効な契約は有効期限が切れるまで有効です。
キャンセルされたオファーに関する新しい契約は作成できません。

SaaS の顧客のオンボーディング
SaaS（Software as a Service）サブスクリプションと SaaS 契約では、AWS Marketplace顧客は製品を通
じてサブスクリプションを購入しますが、AWSその環境内の製品にアクセスします。製品をサブスクラ
イブした後、顧客は販売者が SaaS 製品の一部として作成および管理するウェブサイトにリダイレクトさ
れ、自分のアカウントを登録して製品を設定します。
SaaS 製品リストを作成するときは、登録ランディングページの URL を指定します。当社はその URL を
使用して、顧客がサブスクライブすると、顧客を販売者の登録ランディングページにリダイレクトしま
す。ソフトウェアの登録ランディングページでは、顧客のアカウントを作成するために必要なあらゆる情
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報を収集します。使用量の通知について顧客にメールで連絡する予定がある場合は、顧客のメールアドレ
スを収集することをお勧めします。
登録ランディングページでは、x-amzn-marketplace-tokenAWS Marketplaceフォームデータフォー
ム内のトークンを顧客の識別子で識別して受け入れることができなければなりません。次に、AWS
Marketplace Metering Serviceそのトークン値をに渡して、固有の顧客 ID、顧客AWS アカウント ID、およ
び対応する製品コードを解決する必要があります。コード例については、ResolveCustomerコードサン
プル (p. 269) を参照してください。

Note
登録トークンは特定の購読顧客を対象として処理され、生成された各トークンの有効期限は 4 時
間です。呼び出し元が同じトークンを使用して API を呼び出している限り、トークンの有効期限
が切れるまで同じ応答値を返し続けます。

新しい購入者を受け入れるための SaaS 製品の設定
新しい顧客を受け入れ、適切に計測するために SaaS ソフトウェアを正しく設定する責任を負います。次
のプロセスでは、新規顧客のソフトウェアへのアクセスを特定、実装、計測するための推奨方法の 1 つに
ついて説明します。
1.

顧客が AWS Marketplace ウェブサイトの販売者の製品ページにアクセスしたときに、その製品をサブ
スクライブすることを選択します。

2.

顧客はあなたの製品を購読しています。AWS アカウントつまり、製品から送信されるサブスクリプ
ションレコードとメータリングレコードは、AWS顧客の請求書の一部になります。

3.

顧客IDと製品コードを含む登録トークンが顧客用に生成されます。

4.

顧客はソフトウェアの登録ランディングページにリダイレクトされます。そのページでは、顧客 ID が
含まれている登録トークンを受け入れる必要があります。

5.

ユーザーのブラウザは、ソフトウェアの登録ランディングページ URLPOST にリクエストを送信し
ます。リクエストにはx-amzn-marketplace-token、POST顧客の登録トークンを含むパラメータ
が 1 つ含まれています。登録ウェブサイトの観点からは、顧客がこのパラメータを持つフォームを
送信しました。登録トークンは不透明な文字列です。オファータイプが無料トライアルの場合freetrial、x-amzn-marketplace-offer-type値を含む 2 番目のパラメータがリクエストに追加され
ます。

6.

この登録トークンを顧客識別子、顧客AWS アカウント ID、および製品コードと引き換えるには、
ウェブサイトが AWS Marketplace Metering Service ResolveCustomerを呼び出す必要がありま
す。AWS アカウント顧客識別子は顧客のIDではありませんが、製品間で共通であるため、顧客記録の
一部として内部ソースに保存する必要があります。製品コードは AWS が販売者に提供する、SaaS 製
品に固有の文字列です。AWS の各製品には、登録時に割り当てられた一意の製品コードがあります。

Note
ResolveCustomer呼び出しの例については、を参照してくださいResolveCustomerコー
ドサンプル (p. 269)。
7.

Web サイトは、返された製品コードが顧客がアクセスしようとしている SaaS 製品と一致することを
検証し、GetEntitlement電話をかけて顧客のサブスクリプションのエンタイトルメントデータを返
します。

8.

顧客は、製品でアカウントを作成するか、または既存のアカウントにサインインするように指示され
ます。

Note
製品内の既存の顧客アカウントの設定またはリンクにチームによる手動処理が必要な場合
は、お問い合わせフォームを使用して顧客の連絡先情報を収集できます。連絡先情報を収集
し、AWS Marketplace固有の顧客識別子 (手順 6 で取得) を解決したら、顧客への通知メッ
セージを表示します。通知には、相手のアカウントが設定中であることを伝え、連絡が来る
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まで待つよう伝えます。お客様に、予定納期と連絡先情報を伝えます。また、同じ詳細を記
載した電子メールメッセージを顧客に送信します。
9.

顧客は、その SaaS 製品に固有の認証情報を使用して、販売者のウェブサイトにサインインしていま
す。アカウントデータベースでは、顧客ごとにエントリを作成できます。AWSアカウントデータベー
スには顧客 ID の列が必要です。この列には、ステップ 6 で取得した顧客 ID を入力します。販売者の
システム内の他のアカウントでこの顧客 ID が共有されていないことを確認します。を通じて複数の製
品を購読している顧客の場合AWS Marketplace、顧客識別子は変わらず、各サブスクリプションには
固有の製品コードが割り当てられます。

10. 出品者登録プロセスでは、購入者が商品を購読または購読解除したときに通知する Amazon SNS ト
ピックを購読します。これらは、カスタマーのアクションを通知する JSON 形式の Amazon SNS 通
知です。
• 利用資格の通知 — 契約を含む価格モデルを使用する製品の場合、購入者が新しい契約を作成する
か、アップグレードするか、更新するか、期限切れになったときに通知が届きます。販売者のアカ
ウントデータベースには、サブスクリプション状態用に列が追加されている必要があります。詳細
については、「Amazon SNS トピック:aws-mp-entitlement-notification (p. 260)」を参
照してください。
• 購読通知 — 契約や定期購入を含むあらゆる価格モデルの商品について、購入者が商品を購読
または購読解除すると通知が届きます。詳細については、「Amazon SNS トピック:aws-mpsubscription-notification (p. 260)」を参照してください。
これらのメッセージをキャプチャするには Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用す
ることをお勧めします。販売者が subscribe-success でサブスクリプション通知を受信すると、
その顧客アカウントは計測する準備ができています。この通知を受信する前に販売者が送信したレ
コードは計測されません。これを行う方法については、Amazon Simple Queue Developture Guide の
「Step 2: Amazon SQS キューにメッセージを送信する許可を Amazon SNS トピックに付与する」を
参照してください。

Note
subscribe-success 通知を受信しない限り、製品サブスクリプションをアクティブ化しな
いでください。
11. データベースに保存されている顧客識別子を使用して、AWS Marketplace 計測サービスを通じて使用
状況を測定するか、を使用して使用資格を確認しますAWS Marketplace Entitlement Service。

セキュリティと注文
AWS からすぐに返される顧客 ID、または販売者のシステムで署名されている顧客 ID のみを信頼すること
は、販売者の責任です。登録トークンは約 1 時間後に期限切れになる可能性があるため、すぐに解決する
ことをお勧めします。登録トークンを解決したら、登録が完了するまで、顧客のブラウザセッションで署
名済みの属性として顧客 ID を保存します。

SaaS 製品用の Amazon SNS 通知
通知を受け取るには、製品の作成時に提供されるAWS Marketplace Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) トピックをサブスクライブします。トピックには、お客様のサブスクリプションや製品の
契約内容の変更に関する通知が表示されます。これにより、特定の顧客に対するアクセス許可の付与およ
び取り消しをいつ行うかを把握できます。

Note
製品の作成プロセス中に、SNS トピックに実際の Amazon リソースネーム (ARN) が届き
ます。例えば:arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscriptionnotification-PRODUCTCODE
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次の Amazon SNS トピックは、Software as as as a Service (SaaS) 製品で使用できます。
• Amazon SNS トピック:aws-mp-entitlement-notification (p. 260)— このトピックは、購入者
が新しい契約を作成したり、アップグレードしたり、更新したり、期限切れになったりしたときに通知
します。これは、契約 (SaaS 契約および消費あり SaaS 契約 (超過分) とも呼ばれる) を含む価格モデル
を備えた製品でのみ利用できます。
• Amazon SNS トピック:aws-mp-subscription-notification (p. 260)— このトピックでは、購入
者が製品を購読または購読解除したときに通知されます。このトピックには、offer-identifier非公
開オファーの場合はが、SaaS 無料トライアルの場合は無料トライアルフラグが含まれます。これは、
契約やサブスクリプション (SaaS サブスクリプション、SaaS コントラクト、SaaS 使用量のある契約
(超過分) とも呼ばれる) を含むすべての価格モデルで利用できます。
これらの通知に応答するシナリオの詳細については、次のトピックを参照してください。
• SaaS サブスクリプション製品の統合 (p. 240)
• SaaS 契約製品の統合 (p. 243)
• での SaaS 契約を統合する pay-as-you-go 製品 (p. 245)

Amazon SNS トピック:aws-mp-entitlementnotification
aws-mp-entitlement-notificationトピックの各メッセージの形式は次のとおりです。
{

}

"action": "<action-name>",
"customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
"product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",

<action-name>常にそうなるでしょう entitlement-updated。

Note
• エンタイトルメントメッセージの場合、アクション (新規、アップグレード、更新、期限切れ)
に関係なく、メッセージは同じです。更新内容を確認するには、後でを呼び出す必要がありま
す。GetEntitlement
• 使用量超過の SaaS 契約の場合、出品者には aws-mp-subscription-notificationSNS
トピックが提供されます (p. 260)。これは、出品者が超過価格を追加したときに受け取る追加
の通知です。出品者が新規顧客を獲得すると、entitlement-updated (何らかのアクション
を指す場合もあります)、新規顧客であることを示す購読メッセージが出品者に届きます。
契約価格が設定されている製品（契約との契約を含む pay-as-you-go）は、これらのメッセージに応答す
る必要があります。対応方法の詳細については、「」を参照してくださいシナリオ: ユーザーサブスクリプ
ションの変更を監視する (p. 244)。

Amazon SNS トピック:aws-mp-subscriptionnotification
aws-mp-subscription-notificationトピックの各メッセージの形式は次のとおりです。
{

"action": "<action-name>",
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}

"customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
"product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",
"offer-identifier": "offer-abcexample123",
"isFreeTrialTermPresent":"true"

offer-identifierオファーがプライベートオファーの場合にのみ通知に表示されます。
isFreeTrialTermPresentプロパティには、購入者のサブスクリプションが無料試用版かどうかを示し
ます。このプロパティの JSON 値は boolean データ型ではありません。代わりに、値は文字列データ型に
変換されます。詳細については、「SaaS 無料トライアル」を参照してください。
<action-name>通知内容によって異なります。想定されるアクションは次のとおりです。
• subscribe-success—subscribe-success このメッセージは、出品者がメータリングレコードの
送信を開始できるタイミングを示します。
• subscribe-fail—subscribe-fail メッセージが生成された場合、購入者がすでに販売者の SaaS
ランディングページに移行していても、支払いが失敗している可能性があります。AWS Marketplace出
品者は、商品の消費を許可する前に、subscribe-successメッセージが表示されるまで待つ必要があ
ります。
• unsubscribe-pending— 購入者が登録を解除すると、unsubscribe-pendingまずメッセージが送
信されます。これは、購入者が完全にキャンセルされる前に、売り手が最終的な計測記録を送信するま
での時間が限られている（約1時間）ことを示しています。
• unsubscribe-success—unsubscribe-success メッセージはキャンセルの完了を知らせるもの
で、それ以降はメータリング記録は受け付けられません。

Note
• 購入者が購読を解除し、最後のメッセージが送信される前にすぐに再購読に成功した
場合、unsubscribe-successunsubscribe-success最後のメッセージは送信され
ず、subscribe-success代わりにメッセージが送信されます。
サブスクリプション価格が設定されている製品（との契約を含む pay-as-you-go）は、これらのメッセー
ジに応答する必要があります。対応方法の詳細については、次のトピックを参照してください。
• SaaS サブスクリプション製品の統合 (p. 240)
• での SaaS 契約を統合する pay-as-you-go 製品 (p. 245)

SNS トピックへの SQS キューのサブスクライブ
提供された SNS トピックへ Amazon SQS キューをサブスクライブすることをお勧めします。SQS キュー
を作成してキューをトピックに登録する詳細な手順については、Amazon 簡易通知サービス開発者ガイド
の「Amazon SQS キューを Amazon SNS トピックに登録する」を参照してください。

Note
AWS MarketplaceSNSトピックに登録できるのは、AWS アカウント商品の販売に使用された
ユーザーのみです。ただし、メッセージを別のアカウントに転送することはできます。詳細につ
いては、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの Amazon SNSメッセージを
Amazon SQSキューに送信するか別のアカウントでのメッセージの送信を参照してください。

通知の SQS キューのポーリング
SQS キューを SNS トピックにサブスクライブすると、メッセージは SQS に保存されます。キューを継
続的にポーリングし、メッセージを探し、それに応じて処理するサービスを定義する必要があります。
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AWS Marketplace Metering Service API および使用
権限管理サービス API へのアクセス
このセクションでは、AWS Marketplace メータリングサービスと統合するプロセスの概要を説明しま
す。AWS Marketplace Entitlement Serviceこれは、SaaS (SaaS) 製品の顧客使用状況の請求とレポートが
正確であることを確認するために使用されます。限定された状態で公開済みの SaaS サブスクリプション
製品または SaaS 契約製品を送信済みであることを前提としています。限定された状態では、テストアカ
ウントを使用して、製品が適切に構成されていて機能していることを確認できますが、製品は一般公開さ
れていません。

Note
お使いの SaaS 製品が別の製品と統合されている場合AWSメータリングを異なる方法で処理す
るマネージドサービス (Amazonなど) SageMaker Ground Truth またはAWS WAF) の場合、AWS
Marketplace の計測サービスと統合する必要はありません。製品のメータリングは、顧客への二
重請求を避けるために、1つのシステムでのみ行う必要があります。
トピック
• 使用量の計測 (p. 262)
• 使用権限の確認 (p. 266)
• SaaS 製品統合チェックリスト (p. 266)
のセットアップについてはAWS CLI、認証情報とともに、「」を参照してください設定:AWS CLIのAWS
Command Line Interfaceユーザーガイド。AWS Python SDK を初めて利用する場合は、「Boto 3
Quickstart」を参照してください。

使用量の計測
SaaS サブスクリプションでは、販売者が使用量を計測し、販売者が顧客に請求しますAWS販売者が提供
する計測レコードに基づきます。SaaS 契約では、販売者は、顧客の契約による使用権限を超えた使用量
のみを計測します。販売者のアプリケーションで顧客の使用量を計測する際に、アプリケーションは未
払いの使用量を AWS に提供します。アプリケーションは、製品を作成するときに定義した価格ディメン
ション (所定の 1 時間に、転送された GB 数やスキャンされたホスト数など) を計測します。たとえば、ア
プリケーションに送信されたデータ量に基づいて課金する場合は、データ量を計測して、該当する計測レ
コードを 1 時間に 1 回送信できます。AWS はその計測データと、販売者が製品の作成時に指定した価格
を使用して、顧客への請求を計算します。

Note
オプションで、追跡するプロパティ全体で使用量を分割できます。これらのプロパティは購入者
にタグとして公開されます。これらのタグを使用すると、購入者はタグ値によって使用量に分割
されたコストを表示できます。たとえば、ユーザーごとに課金し、ユーザーにDepartmentプロ
パティでは、次のキーを持つタグを使用して使用量割り当てを作成できますDepartment、およ
び値ごとに 1 つの割り当て。これにより、レポートする価格、ディメンション、または合計使用
量は変更されませんが、顧客は製品に適したカテゴリ別にコストを表示できます。詳細について
は、「ベンダー計測のタグ付け (オプション) (p. 264)」を参照してください。
使用量やコストについてできるだけ詳細な可視性を顧客に提供できるように、計測レコードを 1 時間ごと
に送信することをお勧めします。1 時間より長い期間 (1 日間など) で使用量を集計する場合は、1 時間ご
との計測レコードを継続して送信し、その 1 時間内にレポートする使用量がない場合は数量を 0 と記録し
ます。すべての顧客の使用量を時間単位で AWS にレポートします (一度にまとめて送信できる顧客の数は
25 以内)。
AWS は、販売者から受信した計測レコードに基づいてのみ、製品の使用料金を顧客に請求できます。製品
の計測レコードが正常に送受信されるようにしておくことは販売者の責任です。AWS CloudTrail を使用す
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ると、送信したレコードが正確であることを確認できます。その情報を使用すると、継続的な監査を実行
することもできます。詳細については、「AWS Marketplace による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ
記録 (p. 423)」を参照してください。

Note
お使いの SaaS 製品が別の製品と統合されている場合AWSメータリングを異なる方法で処理
するマネージドサービス (Amazonなど) SageMaker Ground Truth、AWS WAF) の場合、AWS
Marketplace の計測サービスと統合する必要はありません。製品のメータリングは、顧客への二
重請求を避けるために、1つのシステムでのみ行う必要があります。

使用量を計測するように製品を設定する
♪BatchMeterUsageAWS Marketplace Metering Service でのオペレーションで、計測レコードを配信す
るAWS。以下に留意してください。
• 当社では、BatchMeterUsage オペレーションによるバッチ処理を使用することを販売者に求めていま
す。
• 当社では、毎時 0 分に計測リクエストを重複排除します。
• リクエストは、製品/顧客/時間/ディメンションの組み合わせごとに重複排除されます。
• リクエストはいつでも再試行できますが、元の数量と異なる数量で計測した場合は、元の数量で課金
されます。
• 同じ顧客/ディメンション/時間に対して複数のリクエストを送信する場合、レコードは集計されませ
ん。
• 顧客があなたの製品を購読している場合、売り手は過去6時間までのタイムスタンプ付きのメータリング
レコードを送信できます。顧客が登録解除した場合、販売者は顧客が登録解除してから1時間以内にメー
タリング記録を送信する必要があります。
• BatchMeterUsageペイロードは 1 MB を超えてはなりません。送信する使用記録の数を選択しま
すBatchMeterUsageリクエストして、ペイロードのサイズを超えないようにしてください。
• AWS Marketplace Metering Service はAWS リージョンにリストされているAWS Marketplaceエンドポイ
ントとクォータのAWS全般のリファレンス。SaaS Metering Service のデフォルトでは、製品のリクエ
スト時に、米国東部 (バージニア北部) リージョンが有効になっています。他のリージョンを使用する場
合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。詳細については、次を参
照してください。BatchMeterUsage。
コード例については、SaaS 製品統合のためのコード例 (p. 269) を参照してください。

例: ホストスキャン
販売者は、コンピューティングハードウェアで既知のセキュリティ脆弱性を分析する製品を提供している
とします。顧客は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのスキャンを手動で開始
またはスケジュールします。製品は、スキャンを実行すると、スキャンした固有のホストの数を 1 時間ご
とに集計します。この例の製品では [Hosts (ホスト)] カテゴリを使用しています。スキャンされたホストの
タイプに複数のディメンションを宣言できます。たとえば、小型、中型、そして大型のホストに異なる料
金を請求できます。

例: ログ分析
顧客の製品、トレンドの報告、および異常によって生成されたログを取り込む SaaS 製品を提供している
とします。顧客がログをその製品にアップロードすると、販売者は受信したデータの量をメガバイト、ギ
ガバイト、またはテラバイト単位で計測します。毎時 10 分ごとの cron ジョブが、直前の 1 時間の顧客ご
との使用量を読み取ります。そのジョブは、バッチレポートを作成し、BatchMeterUsage オペレーショ
ンを使用してそのレポートを AWS に送信します。この例の製品では [Data (データ)] カテゴリを使用して
います。この製品は、特定の 1 時間に保存されたログデータの量を計測することもできます。その場合、
この製品は、1 時間に受信したデータと 1 時間に保存された総データの 2 つのディメンションで計測でき
ます。顧客がこのデータを削除するか、期限が切れるまで、保存されたデータの計測を続行できます。
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ベンダー計測のタグ付け (オプション)
ベンダーメータリングによるタグ付けは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) が購入者にソフトウェアの
使用状況に関するより詳細な洞察を提供し、コスト配分を実行するのに役立ちます。
購入者のソフトウェア使用量をタグ付けする方法は複数あります。1 つの方法は、まず購入者にコスト配
分に何を表示したいかを尋ねることです。次に、購入者のアカウントで追跡しているプロパティ全体で使
用量を分割できます。プロパティの例には、Account ID,Business Unit,Cost Centers、および製
品に関連するその他のメタデータ。これらのプロパティは購入者にタグとして公開されます。タグを使用
すると、購入者は自分のコストを、タグの値によって使用量に分割して表示できますAWS請求コンソー
ル (https://console.aws.amazon.com/billing/). ベンダー計測のタグ付けは、報告する価格、ディメンショ
ン、または合計使用量を変更しません。これにより、顧客は製品に適したカテゴリ別にコストを表示でき
ます。
一般的なユースケースでは、購入者は1つであなたの製品を購読しますAWS アカウント。購入者は、
同じ製品サブスクリプションに関連付けられた多数のユーザーアカウントも持っています。のキーを持
つタグを使用して使用量割り当てを作成できますAccount IDをクリックし、各ユーザーアカウントに
使用量を割り当てます。この場合、購入者はアクティブ化できますAccount IDタグをBilling and Cost
Management コンソールにタグを付け、個々のユーザーアカウントの使用量を分析します。

販売者エクスペリエンス
販売者は、すべてのリソースの使用量を集計する代わりに、同じタグセットを持つリソースのメータリ
ングレコードを集計できます。たとえば、売り手は異なるバケットを含むメータリングレコードを作成
できますUsageAllocations。各バケットはUsageQuantityタグのセットの場合、AccountIdそし
てBusinessUnit。
以下の図表では、リソース 1にはユニークなセットがありますAccountIdそしてBusinessUnitタグが付
けられ、に表示されますMetering Serviceを単一のエントリとして入力します。
リソース 2そしてリソース 3 3 3どちらも同じですAccountIdタグ、2222、と同じBusinessUnitタ
グ、Operations。その結果、それらは1つにまとめられますUsageAllocationsのエントリMetering
Service。

販売者はタグのないリソースを1つにまとめることもできますUsageAllocationのエントリの 1 つとし
て送信しますUsageAllocations。
制限には以下が含まれます。
• タグの数-5 個数-5
• size XYZUsageAllocations(カーディナリティ) — 2,500
• 最大リクエストサイズ-1 MB
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検証には、次が含まれます。
• タグのキーと値に使用できる文字-a-zA-Z0～9+-= 。 _:\ /@
• タグの最大数UsageAllocationリスト-5 リスト 5
• TwoUsageAllocations同じタグ (つまり、タグキーと値の同じ組み合わせ) を持つことはできませ
ん。もしそうなら、彼らは同じものを使わなければなりませんUsageAllocation。
• の合計AllocatedUsageQuantityのUsageAllocationと等しくなければならな
いUsageQuantity、これは総使用量です。
• 最大ペイロードサイズは 1 MB を超えることはできません。これには、入力属性キーが含まれます (たと
えば、UsageRecords,AllocatedUsageQuantity、タグ)。

Note
ペイロード制限を超えていないことを確認するには、ビジネス要件に基づいて最大サイズのサ
ンプルリクエストオブジェクトを作成し、オブジェクトを JSON 文字列に変換して、サイズ
をバイト単位で取得します。1 回の API 呼び出しが 1 MB の制限を超えないようにしてくださ
い。例えば。リクエストが 1 の場合UsageRecord最大サイズは 200 KB です。5 KB を超えて
送信しないでくださいUsageRecordsリクエストの一部として (200KB * 5 = 1MB)

購入者エクスペリエンス
次の表は、購入者がアクティベートした後の購入者体験の例を示していますAccountIdそし
てBusinessUnitベンダータグ。
この例では、購入者は販売者が販売者が販売者が販売者が販売者が販売者が販売者がコスト使用状況レ
ポート。ベンダーメータリングタグは接頭辞を使用します“aws:marketplace:isv”。購入者は、Billing
and Cost Management で、コスト配分タグ,AWS-生成コスト配分タグ。
の最初と最後の行コスト使用状況レポート売り手がメータリングサービスに送るものに関連している（販
売者エクスペリエンス (p. 163)example)。

コスト使用量レポート (簡略化)
ProductCode

購入者

UsageDimension UsageQuantity

aws:marketplace:isv:AccountId
aws:marketplace:isv:Bus

xyZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

70

2222 22 22

操作

xyZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

30

3333

財務

xyZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

20

4444

IT

xyZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

20

5555

マーケティング

xyZ

111122223333

ネットワーク:
検査済み (GB)
あたり

30

1111

マーケティング

コード例については、BatchMeterUsage使用量配分のタグ付けコード例 (オプション) (p. 272) を参照
してください。
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使用権限の確認
SaaS 契約製品の場合、販売者の製品はを呼び出しますAWS Marketplace Entitlement Serviceを使用して、
顧客の使用権限を取得しますGetEntitlements。製品では、そのアカウントでのそれ以降の使用量を AWS
Marketplace 使用権限管理サービスに照らして確認する必要があります。たとえば、顧客がアカウントで
10 ユーザーをプロビジョンしている場合、製品はそのキャパシティの使用権限を AWS Marketplace 使用
権限管理サービスで確認する必要があります。
製品に対する顧客の使用権限を確認するには、AWS Marketplace 使用権限管理サービスの
GetEntitlements オペレーションを使用します。-AWS Marketplace使用権限管理サービスは、
米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます。entitlement.marketplace.useast-1.amazonaws.com。
GetEntitlements はフィルタとして顧客識別子およびディメンションを受け付けます。ProductCode
は必須パラメータです。このオペレーションは、使用権限のページ分割されたリストを返します。結果に
は、その使用権限が有効である最小期間を示す ExpirationDate フィールドがあります。顧客が自動更
新をセットアップしている場合、 ExpirationDate フィールドは更新日です。
コードの例については、「SaaS 製品統合のためのコード例 (p. 269)」を参照してください。

ユーザー操作に関する使用権限の取得
次の例は、ユーザー操作に関する使用権限を取得するプロセスを理解するのに役立ちます。

例: ユーザーベースの製品
所定の顧客に対していくつかのアカウントが存在できる製品を提供しています。その顧客はダッシュボー
ドで新しいユーザーを (たとえば、認証情報を割り当てるために) プロビジョニングできます。顧客が新し
いユーザーをプロビジョニングすると、製品は GetEntitlements を呼び出して、そのキャパシティがあ
ることを確認します。キャパシティがない場合は、AWS Marketplace Metering Service を呼び出して、追
加ユーザーに対して課金するようにできます。

例: データストレージ製品
顧客が特定量のデータを暗号化形式または非暗号化形式で保存できる製品を提供しています。顧客は、製
品での既存のデータ量および割り当て済みのデータ量が表示されるダッシュボードを表示できます。ダッ
シュボードでは、GetEntitlements を使用して割り当て量を取得します。

SaaS 製品統合チェックリスト
SaaS 製品が公開される前に、このチェックリストを使用して、必要な設定が完了していることを確認し
ます。
カテゴリ

要件

アクセス

AWS Marketplace で使用する AWS アカウントを
使用して販売者登録フォームを提出した。

アクセス

利用規約、銀行口座、および W8/W9 税金フォーム
を含めて、販売者登録を完了した。

アクセス

登録した AWS Marketplace アカウントに対してク
ロスアカウントロールを設定した。

製品

AWS Marketplace 管理ポータル の製品リクエスト
フォームの記入を完了した。
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カテゴリ

要件

製品

提供AWSでテストするためのアカウント IDメモタ
ブの製品を作成するAMMPのウィザード。

製品

[製品] タブで .txt 形式の EULA の URL を指定し
た。

製品

から製品コードと Amazon SNS トピック情報を受
け取ったAWS Marketplace。

製品

Amazon SNS トピックをサブスクライブ
し、Amazon SQS キューを作成してAmazon SNS
トピックをサブスクライブしました。

請求ソリューション

SaaS サブスクリプション製品の顧客に対する 1 時
間ごとの計測レコードを BatchMeterUsage オペ
レーションに送信できることを検証した。追加使
用量に対する計測レコードを SaaS 契約製品の顧
客ごとに送信できることを確認した。

請求ソリューション

SaaS 契約製品の AWS Marketplace 使用権限管理
サービスから顧客の使用権限を確認できることを
検証した。

請求ソリューション

テストアカウントに対して生成された請求書で、
想定どおりに費用が表示されることを検証した。

請求ソリューション

無効な顧客 ID やキャンセル済みサブスクリプショ
ンなどの状況をテストした。

製品

公開のため、製品リクエストを AWS Marketplace
に再度送信した。

Registration (登録)

HTTP POST リクエストを受け入れることができ
る HTTPS 登録ページを実装した。

Registration (登録)

新規の顧客登録を受け入れることができることを
検証した。

Registration (登録)

登録トークンを Cookie に保存していないことを検
証した。

Registration (登録)

ResolveCustomer を使用して AWS トークンか
ら ProductCode と CustomerIdentifier を取
得していることを検証した。

Registration (登録)

AWS から受け取った登録トークンを遅延なしで解
決できることを検証した。

Registration (登録)

Gmail などの E メールサービスのアドレスを使
用した登録をブロックしていないことをテストし
た。

Registration (登録)

不完全な登録および複数回の登録試行を受け入れ
ることができることをテストした。

サブスクリプション

unsubscribe-pending メッセージおよび
unsubscribe-success メッセージを処理できる
ことをテストした。
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カテゴリ

要件

サブスクリプション

unsubscribe-pending メッセージを受信してか
ら 1 時間以内に最終的な計測レコードが送信され
ることを検証した。

セキュリティ

AWS のルートアカウントに、API キーがないこ
と、強力なパスワードが設定されていること、お
よびハードウェアの多要素認証 (MFA) デバイスが
関連付けられていることを検証した。すべての管
理アクセスは、を使用して作成された ID によって
行われることを確認したAWS Identity and Access
Management(IAM)。共有アカウントがありませ
ん。

セキュリティ

IAM ロールが、Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) のすべてのプログラマティックアク
セスに使用されることを確認した。スクリプト、
ヘッダー、ソースコードに認証情報がハードコー
ドされていないことを確認した。

セキュリティ

包括的なログ記録およびログの統合が維持されて
いることを検証した。

セキュリティ

アプリケーションサービスと、データベースや
ファイルシステムへのアクセスを分離する、パブ
リックとプライベートのサブネットの境界が明確
に定義されていることを確認した。機密データを
区別し、パブリックデータとプライベートデータ
を分離する、明確なデータクラスが定義されてい
ることを確認した。

セキュリティ

スケジュールされたキーローテーションを使用し
た、転送中および休止中のプライベートデータの
暗号化が実施されていることを確認した。

セキュリティ

セキュリティインシデントツールが導入および利
用されていること、およびタイムリーな調査と復
旧に対応するインシデント対応演習が定期的にス
ケジュールされていることを確認した。

信頼性

システムが、必要に応じてスケールアップ/ダウン
して需要の変化に適応できること、および負荷分
散を採用して高いパフォーマンスを確保している
ことを確認した。システムが、必要に応じてエッ
ジベースのキャッシュを提供できることを確認し
た。

信頼性

復旧時間と目標復旧時点が規定されていること、
および災害復旧が定期的にスケジュールされてい
ることを検証した。コンポーネントの障害が自動
トリガーと通知によって自己修復されることを確
認した。
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レポート作成
AWS Marketplace では、サブスクライバー、財務状況、使用状況、および税金に関するデータが含まれて
いる SaaS 製品リストのレポートが生成されます。詳細については、「the section called “販売者レポー
ト” (p. 345)」を参照してください。以下の表に、SaaS 製品の財務状況がどのようにレポートされるかを
示します。
レポート

SaaS の内容

日別ビジネスレポート

前払い契約料金は [Fees (料金)] セクションに表示
されます。
計測使用量料金は [Usage (使用量)] セクションに
表示されます。

月別収益レポート

前払い契約料金は [Annual subscriptions (年間サブ
スクリプション)] セクションに表示されます。
計測使用量料金は [Billing and revenue data (請求
および収益データ)] セクションに表示されます。

販売補償レポート

前払い契約料金と月別の追加使用量料金は個別の
明細項目として表示されます。

顧客サブスクリプションレポート

新しい SaaS 契約は [Annual subscriptions (年間サ
ブスクリプション)] セクションに表示されます。
新しい SaaS サブスクリプションは [Hourly/
monthly subscriptions (時間単位または月単位のサ
ブスクリプション)] セクションに表示されます。

SaaS 製品統合のためのコード例
次のコード例は、サービス (SaaS) 製品としてのソフトウェアがに統合されます。AWS Marketplace製品
の公開と保守に必要な API。
トピック
• ResolveCustomerコードサンプル (p. 269)
• GetEntitlementコードサンプル (p. 270)
• BatchMeterUsageコードサンプル (p. 271)
• BatchMeterUsage使用量配分のタグ付けコード例 (オプション) (p. 272)

ResolveCustomerコードサンプル
次のコード例は、すべての料金モデルに関連しています。Python の例によって、に交換されますxamzn-marketplace-tokenトークンがに交換されますCustomerIdentifier,ProductCode, およ
びCustomerAWSAccountId。-CustomerAWSAccountIdはAWS アカウントインスタンスd.サブスクリ
プションに関連付けられています。このコードは、からリダイレクトされたときに、登録ウェブサイト上
のアプリケーションで実行されますAWS Marketplace 管理ポータル。リダイレクトは、トークンを含む
POST リクエストです。
の詳細ResolveCustomer「」を参照してください。ResolveCustomerのAWS MarketplaceMetering
Service API リファレンス。
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# Import AWS Python SDK and urllib.parse
import boto3
import urllib.parse as urlparse
# Resolving Customer Registration Token
formFields = urlparse.parse_qs(postBody)
regToken = formFields['x-amzn-marketplace-token']
# If regToken present in POST request, exchange for customerID
if (regToken):
marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')
customerData = marketplaceClient.resolve_customer(regToken)
productCode = customerData['ProductCode']
customerID = customerData['CustomerIdentifier']
customerAWSAccountId = customerData['CustomerAWSAccountId']
# TODO: Store customer information
# TODO: Validate no other accounts share the same customerID

レスポンスの例
{

}

'CustomerIdentifier': 'string',
'CustomerAWSAccountId':'string',
'ProductCode': 'string'

GetEntitlementコードサンプル
次のコード例は、契約を持つ SaaS 製品および消費料金モデルを持つ SaaS 契約に関連していま
す。Python の例では、顧客がアクティブな使用権限を持っていることを確認します。
の詳細GetEntitlement「」を参照してください。GetEntitlementのAWS Marketplace使用権限管理サー
ビス API リファレンス。
# Import AWS Python SDK
import boto3
marketplaceClient = boto3.client('marketplace-entitlement')
# Filter entitlements for a specific customerID
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has published
# the product to limited
#
# customerID is obtained from the ResolveCustomer response
entitlement = marketplaceClient.get_entitlements({
'ProductCode': 'productCode',
'Filter' : {
'CUSTOMER_IDENTIFIER': [
'customerID',
]
},
'NextToken' : 'string',
'MaxResults': 123
})
# TODO: Verify the dimension a customer is subscribed to and the quantity,
# if applicable
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レスポンスの例
戻り値は、で製品を作成したときに作成されたディメンションに対応しますAWS Marketplace 管理ポータ
ル。
{

}

"Entitlements": [
{
"CustomerIdentifier": "string",
"Dimension": "string",
"ExpirationDate": number,
"ProductCode": "string",
"Value": {
"BooleanValue": boolean,
"DoubleValue": number,
"IntegerValue": number,
"StringValue": "string"
}
}
],
"NextToken": "string"

BatchMeterUsageコードサンプル
次のコード例は、SaaS サブスクリプションおよび消費料金モデルを使用した契約に関連しますが、
消費のない SaaS 契約製品には該当しません。Python のサンプルは、メータリングレコードをAWS
Marketplace顧客に請求する pay-as-you-go 料金。
#
#
#
#
#
#
#
#

NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
customer for the hour and set the quantity as seen below.
AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
published the product to limited
customerID is obtained from the ResolveCustomer response

# Import AWS Python SDK
import boto3
usageRecord = [
{
'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
'CustomerIdentifier': 'customerID',
'Dimension': 'string',
'Quantity': 123
}
]
marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')
response = marketplaceClient.batch_meter_usage(usageRecord, productCode)

の詳細BatchMeterUsage「」を参照してください。BatchMeterUsageのAWS MarketplaceMetering
Service API リファレンス。

レスポンスの例
{
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}

'Results': [
{
'UsageRecord': {
'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
'CustomerIdentifier': 'string',
'Dimension': 'string',
'Quantity': 123
},
'MeteringRecordId': 'string',
'Status': 'Success' | 'CustomerNotSubscribed' | 'DuplicateRecord'
},
],
'UnprocessedRecords': [
{
'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
'CustomerIdentifier': 'string',
'Dimension': 'string',
'Quantity': 123
}
]

BatchMeterUsage使用量配分のタグ付けコード例
(オプション)
次のコード例は、SaaS サブスクリプションおよび消費料金モデルを使用した契約に関連しますが、消費
のない SaaS 契約製品には該当しません。Python の例では、適切な使用量割り当てタグを含むメータリン
グレコードをAWS Marketplace顧客に請求する pay-as-you-go 料金。
#
#
#
#
#
#
#
#

NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
customer for the hour and set the quantity as seen below.
AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
published the product to limited
customerID is obtained from the ResolveCustomer response

# Import AWS Python SDK
import boto3
import time
usageRecords = [
{
"Timestamp": int(time.time()),
"CustomerIdentifier": "customerID",
"Dimension": "Dimension1",
"Quantity":3,
"UsageAllocations": [
{
"AllocatedUsageQuantity": 2,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
]
},
{

"AllocatedUsageQuantity": 1,
"Tags":
[
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]

]

}

]

{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },

},

marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')
response = marketplaceClient.batch_meter_usage(UsageRecords=usageRecords,
ProductCode="testProduct")

の詳細BatchMeterUsage「」を参照してください。BatchMeterUsageのAWS Marketplace Metering
ServiceAPI リファレンス。

レスポンスの例
{

"Results": [
{
"Timestamp": "1634691015",
"CustomerIdentifier": "customerID",
"Dimension": "Dimension1",
"Quantity":3,
"UsageAllocations": [
{
"AllocatedUsageQuantity": 2,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
]
},
{

]

}

"AllocatedUsageQuantity": 1,
"Tags":
[
{ "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
{ "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
]

},
},
"MeteringRecordId": "8fjef98ejf",
"Status": "Success"

},
],
"UnprocessedRecords": [
{
"Timestamp": "1634691015",
"CustomerIdentifier": "customerID",
"Dimension": "Dimension1",
"Quantity":3,
"UsageAllocations": []
}
]
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PrivateLink で AWS を使用するAWS Marketplace
AWS Marketplace は AWS PrivateLink をサポートしています。これは、Amazon ネットワークを使用し
て、AWS Marketplace で販売する製品へのアクセスを購入者に許可するテクノロジーです。このドキュメ
ントでは、AWS PrivateLinkテクノロジーを使用して Amazon Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント
を介して製品を設定、配信するプロセスの概要を説明します。
このドキュメントでは、AWS のいくつかのサービスと AWS Marketplace 環境に関する実務知識が読者に
あることを前提としています。

はじめに
AWS Marketplace販売者は、Amazon VPC エンドポイントを通じて購入者にサービスへのアクセスを提
供できます。このアプローチにより、購入者は AWS PrivateLink テクノロジーを使用して Amazon ネット
ワーク経由で販売者のサービスにアクセスできます。AWS Marketplace を使用してこのオファリングを作
成および配信すると、購入者は AWS Marketplace でサービスを検索できます。購入者は、VPC エンドポ
イントを作成するための使用可能なサービスのリストで、製品を見つけることもできます。

VPC エンドポイントは、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect を介してインターネットにア
クセスすることなく、AWS の顧客が各自の VPC と AWS の別のサービス間でプライベート接続を作成で
きるようにする仮想デバイスです。販売者は AWS Marketplace でエンドポイントサービスを作成できま
す。これにより、購入者はこのテクノロジーを使用して販売者のサービスに接続できます。この接続方法
は、インターネット経由ではなく、Amazon のプライベートネットワーク経由でサービスにアクセスする
ため、購入者にとってより安全です。
サービスを提供するリージョンごとに、サービスエンドポイントを作成することにより、リソースを新規
作成するか既存のリソースを使用して VPC を設定し、サービスインスタンスと Network Load Balancer を
セットアップして、サービスを Network Load Balancer に登録します。これらのステップを完了し、サー
ビスをテストしたら、設定情報を AWS Marketplace Seller Operations チームに提供します。
AWS購入者が VPC エンドポイントを作成するときに使用できるプライベート DNS 名を指定することをお
勧めします。
購入者は VPC エンドポイントを作成するときに、オプションとして、プライベート DNS 名を有効にす
ることができます。このオプションを選択すると、購入者の VPC サービスによってプライベートホス
トゾーンが設定されます。プライベート DNS 名を指定すると、購入者はこれを使用して販売者のサー
ビスに接続するように VPC エンドポイントを設定できます。購入者のプライベートホストゾーンで、プ
ライベート DNS 名 (api.example.com) は、エンドポイントサービス用にランダムに生成された DNS 名
(vpce-11111111111111111-yyyyyyyy.api.vpce.example.com) をポイントします。購入者の EC2 インスタ
ンスは、複数の異なる VPC 間で同じ統一された DNS 名 (api.example.com) を呼び出します。また、パブ
リックとプライベートの DNS 名が同じであれば、購入者は VPC の内部または外部からサービスにアクセ
スする際に同じパブリック名を使用できます。
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AWS Marketplace でサービスを利用可能にするためのサポートについては、AWS Marketplace Seller
Operations チームにお問い合わせください。AWS Marketplace の購入者が販売者のサービスにサブスク
ライブして VPC エンドポイントを作成すると、サービスが [ご使用の AWS Marketplace サービス] に表示
されます。MCO チームは、VPC エンドポイントを作成するときに、サービスを検出しやすいようにユー
ザーフレンドリな DNS 名を使用します。
製品は SaaS(Software as a Service) 製品として作成されます。計測と請求の方法は、AWS Marketplace
の他の SaaS 製品と同じです。

製品の設定
Amazon VPC エンドポイント経由で製品を使用できるように設定するには:
1. 既存の Amazon VPC を作成または使用します。
2. 製品の Amazon EC2 インスタンス (複数可) を作成 (または既存のインスタンスを使用) します。
3. 製品を提供する各リージョンにネットワークロードバランサーを作成します。 AWSリージョンのすべ
てのアベイラビリティーゾーン (AZ) を含めることをお勧めします。
4. Amazon VPC コンソール、CLI、またはサポートされている SDK を使用して、VPC エンドポイント
サービスを作成します。
5. Network Load Balancer 経由でサービスにアクセスできることを確認します。
6. ユーザーフレンドリな DNS 名の証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にリクエストします。ACM
は証明書を発行する前に、証明書リクエストのドメイン名の所有者または管理者を検証します。
7. ユーザーが使いやすい DNS 名 (api.vpce.example.com など) のサブドメインを、MCO
チームから提供されたネームサーバーに委任します。DNS システムでは、DNS 名
(vpce-0ac6c347a78c90f8.api.vpce.example.com など) がパブリックに解決できるように、このサブドメ
インを MCO チームが提供する Amazon Route 53 ネームサーバーを指すネームサーバー (NS) リソース
レコードを作成する必要があります。
8. 購入者の AWS アカウントへのアクセスを許可します。
注:サポートされている SDK または次の CLI コマンドを使用して、アカウントへのアクセス
を自動化できます。aws modify-vpc-endpoint-service vpcev2-permissions —service-id vpcesvc-0123456789abcdef1 —add-allowed-principals arn: aws: iam:: 11111111111111: root arn: aws: iam::
222222222222: root。

AWS Marketplace への製品の送信
AWS Marketplace にサービスを発行するプロセスでは、AWS Marketplace Seller Operations チームと協力
します。 PrivateLink対応製品を提出するには:
1. 次の情報を AWS Marketplace Seller Operations チームに E メールで送信します。
a. エンドポイントと、エンドポイントの作成に使用する AWS アカウント。エンドポイントは次のよう
になります: com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0daa010345a21646
b. ユーザーが使いやすいサービスの DNS 名。これは、AWS Marketplace の購入者が製品にアクセスす
るために使用する DNS 名です。
c. 証明書のリクエストに使用した AWS アカウントと、購入者が VPC エンドポイントへのアクセスに
使用するプライベート DNS 名。
AWS Marketplace の MCO チームは、登録するサービスに使用する会社の ID と DNS 名
(api.vpce.example.com など) を検証します。検証後、DNS 名はデフォルトのベースエンドポイント
の DNS 名よりも優先されます。
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VPC エンドポイントへの購入者のアクセス
VPC エンドポイントを作成する AWS Marketplace の購入者は、以下の場合にサービスを検出できます。
• このページで前述した販売者のプロセスに従って、製品を新規作成したか、既存の製品を使用した場
合。
• 購入者がサービスをサブスクライブした場合。
• 許可されたアカウントのリストに購入者の AWS アカウントを追加した場合。
購入者が VPC エンドポイントを作成する場合、オプションとして、プライベートホストゾーンを VPC と
関連付けることができます。ホストゾーンにはサービスのデフォルトのプライベート DNS 名 (など) のレ
コードセットが含まれており、VPC のエンドポイントネットワークインターフェイスのプライベート IP
アドレスに解決されます。
AWS Marketplace のサービスも含めて、購入者がホストするエンドポイントは、すべてのアカウントにア
クセス許可 (「*」アクセス許可) を提供できます。ただし、この方法を使用すると、サービス名で検索しな
い限り、Describe 呼び出しやコンソールにサービスが表示されません。Describ 呼び出しでサービスを表
示するには、購入者の AWS アカウントを明示的にサービスの許可リストに追加する必要があります。
サービスにアクセスする場合、購入者は次の操作を行います。
1. AWS Marketplace でサービスを検索し、サブスクライブします。
2. AWS Command Line Interface(AWS CLI)、API、または Amazon VPC コンソールを使用してサービス
を検出し、VPC エンドポイントを確立して、それらが使用するサブネットと AZ 内のサービスに接続し
ます。エンドポイントは、サブネットに Elastic Network Interface として表示されます。ローカル IP ア
ドレス、リージョンおよびゾーンの DNS 名がエンドポイントに割り当てられます。

クライアント側の DNS 名

名前

リージョン別

Vpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com

IAD2 (1a )

us-east-1aVpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com

IAD2 (1b )

us-east-1bVpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com

デフォルトのプライベート DNS 名を指定し、購入者が VPC エンドポイントの作成時に [プライベート
DNS 名を有効にする (プライベートホストゾーンに関連付けられる)] を選択した場合、購入者にはサービ
スに接続するためのリージョンのデフォルトのプライベート DNS 名が表示されます。
名前

エイリアス

[Alias Hosted Zone ID]

api.example.com

vpce<0dc9a211a78c90f8>.Z00AABBCCDD
api.vpce.example.com

(注意)
IAD1
IAD2

付録: チェックリスト
次のチェックリストを使用して、MCO チームに製品を送信する前に、製品の設定とテストを行ってくだ
さい。
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製品の作成チェックリスト
• VPC を作成 (または既存を使用) し、設定します。
• VPC 内にネットワークロードバランサーを作成して設定します。
• VPC エンドポイントサービスを作成して、ネットワークロードバランサーにサービスを登録します。
• VPC エンドポイントの設定に使用した AWS アカウント ID を MCO に提供します。
• MCO にデフォルトのエンドポイントサービス名 (たとえば、com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpcesvc-0bbb070044a2164) を指定します。
• ランダムに生成されたサービス DNS 名を上書きするには、ユーザーの使いやすいサービス DNS 名 (必
須) を指定します。ユーザーの使いやすいサービス DNS 名に使用されているサブドメインの ACM から
SSL 証明書をリクエストします。これらの証明書と、これらをリクエストするために使用した AWS ア
カウント ID を MCO チームに提供します。
• 推奨: プライベート DNS 名を提供します。
• AWS PrivateLink テクノロジーを使用してサービスに接続するためのオプションを AWS Marketplace 購
入者に通知して許可するためのプロセスを作成します。購入者の AWS アカウント ID を、許可されたア
カウントのリストに追加します。

製品のテスト
• サービスが設定済みで、検出可能であることを確認します。
• サービスが Network Load Balancer を介して検出可能であることを確認します。
• 購入者が VPC エンドポイントを作成し、サービスにアクセスできることを確認します。サービスの設定
に使用したアカウント以外の、自己所有の AWS アカウントを使用します。
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プロフェッショナルサービス製品
売り手として、あなたは専門的なサービスを提供することができますAWS Marketplace購入者。プロ
フェッショナルサービスには、他者の使用方法を評価、移行、サポート、管理、トレーニングするサービ
スが含まれますAWSのサービスと製品AWS Marketplace。売り手は、提供するサービスを説明する製品を
作成し、顧客と交渉して条件に関する契約を作成し、次を通じてサービスのカスタムオファーを作成しま
すAWS Marketplace。
バイヤーは、プロフェッショナルサービス製品をAWS Marketplace選択してカタログを作成プロフェッ
ショナルサービス下カテゴリ、選択プロフェッショナルサービス下配信方法を選択し、検索を絞り込みま
す発行,料金モデル, およびpricunit。サービスの料金が請求されますAWS請求対象。彼らは次のようなツー
ルを使うことができますAWS Cost Explorer支払いを一元化し、コストを管理します。
プロフェッショナルサービス製品の詳細については、次を参照してください。
• プロフェッショナルサービス製品の開始方法 (p. 278)
• プロフェッショナルサービス製品の詳細を提供する (p. 283)
• プロフェッショナルサービス製品の要件 (p. 285)
次のビデオでは、でのプロフェッショナルサービス製品の管理について説明します。AWS Marketplace。
AWS Marketplace 内でのプロフェッショナルサービス製品の管理。

ヘルプの利用
プロフェッショナルサービス製品に関するヘルプについては、の事業開発パートナーに連絡してAWS
Marketplaceまたはお問い合わせ。

プロフェッショナルサービス製品の開始方法
このトピックでは、プロフェッショナルサービス製品の使用を開始する方法と最初の製品を作成する手順
とそれを顧客に提供する方法について説明します。あなたの製品定義は、あなたが提供するサービスと、
なぜ彼らがそのサービスのためにあなたの会社を選ぶべきなのかを顧客に伝えます。AWS Marketplaceそ
の後、彼らはあなたに連絡することができます。契約に同意し、固定料金でサービスを購入できるプライ
ベートオファーを作成します。
トピック
• 前提条件 (p. 279)
• プロフェッショナルサービス製品の作成 (p. 279)
•
•
•
•
•

プライベートオファーを作成する (p. 280)
製品の全般的な情報 (p. 281)
製品の料金の編集 (p. 281)
製品の可視性の編集 (p. 282)
プロフェッショナルサービス製品を削除する (p. 282)

次のビデオでは、プロフェッショナルサービス製品の出品について詳しく説明します。AWS
Marketplace。

278

AWS Marketplace 販売者ガイド
前提条件

前提条件
でプロフェッショナルサービスを販売するにはAWS Marketplaceでは、以下の前提条件を満たす必要があ
ります。
• AWS Marketplace 管理ポータル にアクセスできます。これは、AWS Marketplace に販売者として登録
して販売する製品を管理するために使用するツールです。へのアクセスに関する詳細については、「」
を参照してください。AWS Marketplace 管理ポータル「」を参照してください。AWS Marketplace 販売
者のポリシーとアクセス許可 (p. 406)。
• として登録するAWS Marketplace出品者に連絡し、商品の代金を請求する場合は、税金と銀行情報を
送信してください。Seller になるの詳細については、「」を参照してください。販売者としての開始方
法 (p. 4)。
• 提供するプロフェッショナルサービス製品で、AWSサービスまたは少なくとも1つのパブリックプロダ
クトAWS Marketplace。製品は、これらの製品を直接サポートするか、またはそれらの製品のサブスク
リプションを促進するサービスを提供する必要があります。

Note
商品は、次の主要カテゴリーの少なくとも1つに出品されている必要があります。評価、実装、マ
ネージドサービス、プレミアムサポート、またはトレーニング。
プロフェッショナルサービスのガイドラインの詳細については、「」を参照してください。プロ
フェッショナルサービス製品の要件 (p. 285)。

プロフェッショナルサービス製品の作成
次の手順では、新しいプロフェッショナルサービス製品をAWS Marketplace 管理ポータル。

プロフェッショナルサービス製品の全般的な情報
1.
2.
3.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
からの製品メニューで、プロフェッショナルサービス。このページには、すでに作成したすべてのプ
ロフェッショナルサービス製品と、これらの製品を作成または変更するために行ったリクエストが表
示されます。
リポジトリの []プロフェッショナルサービス製品タブで、プロフェッショナルサービス製品の作成。

4.

リポジトリの []製品を作成するページで、製品の情報を入力し、SUBM。指定する必要がある詳細
の詳細については、「」を参照してください。プロフェッショナルサービス製品の詳細を提供す
る (p. 283)。

5.

(オプション)製品のメニューAWS Marketplace 管理ポータル、選択プロフェッショナルサービスの順
に選択します。リクエストタブ。製品リクエストが正しいことを確認する製品タイトル、そしてそ
ののリクエストステータスですレビュー中。製品が数分で限定プレビューモードで作成されます。

Note
に戻ることができますリクエストのタブのプロフェッショナルサービスページを確認して、リク
エストのステータスをいつでも確認できます。作成プロセスでエラーが発生した場合は、ここに
表示されます。リクエストを選択して、リクエストの詳細を表示したり、エラーを修正したりで
きます。
製品が最初に作成されたとき、その製品にアクセスできるのはAWS アカウント(製品の作成に使用したも
の)。から製品を見るとプロフェッショナルサービスページからのの表示AWS Marketplaceをクリックし
て、製品の全般的な情報を表示します。AWS Marketplaceバイヤーのために。この詳細リストは他のユー
ザーには利用できませんAWS Marketplaceプライベートオファーをユーザーに適用しない限り。
製品を一般に公開する方法については、「」を参照してください。製品の可視性の編集 (p. 282)。
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プライベートオファーを作成する
潜在的な購入者があなたの商品をAWS Marketplace、直接購入することはできません。購読しようとする
と、リダイレクトされてプライベートオファーあなたから。AWS MarketplaceE メールメッセージを送信
します。AWS Marketplace出品者アカウントのrootユーザーのEメールアドレス。購入者が非公開オファー
をリクエストしたことを通知します。次の手順では、このリクエストに応答する方法を示します。

Note
を通じて250,000ドルを超える非公開オファーを作成するとAWS Marketplace 管理ポータル、
追加の承認が必要な場合があります。詳細については、「」にお問い合わせください。AWS
Marketplace事業開発担当者、またはお客様の詳細を記載した電子メールメッセージをAWS
Marketplaceの事業運営チームmpcustdesk@amazon.com。

プロフェッショナルサービス製品のプライベートオファーを作成するには
1.

お客様に連絡して、リクエストに関する質問を解決してください。でプライベートオファーを作成す
る前に、オファー条件に同意してくださいAWS Marketplace。購入者はあなたの製品を購入する義務
はないので、オファーを作成する前に同意することは理にかなっています。

2.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

3.

Selectオファーメニューから、プライベートオファーを作成する。

4.

リポジトリの []プライベートオファーを作成するページで、プライベートオファーを作成する製品を
選択します。現在入手可能な製品のみが含まれています。

5.

と入力します。購入者アカウントIDプライベートオファーを延長したいこと。1 つのプライベートオ
ファーに最大 25 個のアカウントを含めることができます。購入者が出品リクエスト機能を使用した
場合、受け取ったメールメッセージには、リクエストしているアカウントの購入者アカウントIDが含
まれます。

6.

購入者が商品の分割払いを許可するかどうかを選択します。通常、短期契約は1回の支払いで支払われ
ます。より長い契約には分割払いのオプションがあるかもしれませんが、これは購入者との契約の一
部です。[Next] (次へ) を選択します。

7.

以下の情報を含むオファーの詳細を入力します。
• カスタムオファー名—あなたと顧客がオファーを認識できるように十分な詳細を提供します。会社
名または製品名と製品の説明を含めてください。名前、電話番号、住所など、個人を特定できる情
報は含めないでください。
• 契約の終了日— 合意されたサービスの終了日。たとえば、1 年間サポートを提供する場合、サービ
スが利用可能になる日付から 1 年後の日付を入力します。
• 製品ディメンション— 提供しているサービスの価格と単位。次のようになります。
• 一括払いオファー — 各ディメンションとそれに関連する価格を一覧表示できます (たとえば、と
いうディメンションを持つことができます)シルバー,ゴールド, およびプラチナ). 買い手は自分の
好みを選択して支払うことができます。
• 支払いスケジュールを含むオファー — 単一の分析コードを選択し、各支払いの金額と日付を含む
支払いスケジュールを指定する必要があります。

Note
ゼロダラーオファーを作成する場合は、ゼロドル価格を有効にしたい確認のため。この予
防措置は、誤って無料オファーを作成するのを防ぐのに役立ちます。
• サービス契約— 顧客とのサービス契約を定義する文書。アップロードするドキュメント (テキスト
または PDF 形式) は 1 つの PDF ドキュメントにまとめて追加されるため、コンテンツを理解する
ためにファイル名が必要ないことを確認してください。
• オファーの有効期限日— オファーの有効期限日。これは、購入者がオファーを受け入れる必要があ
る期間を決定し、専門サービスがいつ利用可能になるかとは無関係です。オファーの有効期限は、
オファーの作成後に延長できます。
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8.

Select次オプションの編集が完了したら。

9.

リポジトリの []レビューオファーページで、オファーの詳細が正しいことを確認してから、オファー
を作成する。

Note
オファーの公開には時間がかかる場合があります。公開後、オファーはオファーを管理す
るページで. （まだ承認されていない）オファーを編集する必要がある場合は、そのページか
ら編集できます。
10. オファーが公開され、プライベートオファーを管理するページ、アクションそのオファーのメニュー
で、オファーURLをコピーを選択し、それを購入者に電子メールメッセージで送信して承認します。

製品の全般的な情報
次の手順では、既存のプロフェッショナルサービス製品の製品情報をAWS Marketplace 管理ポータル。

製品の全般的な情報
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

2.

からの製品メニューで、プロフェッショナルサービス。このページには、すでに作成したすべてのプ
ロフェッショナルサービス製品と、これらの製品の作成または変更に対する未解決のリクエストが表
示されます。

3.

編集する既存の製品を選択します。次に、変更リクエストメニューで、製品の全般的な情報。

4.

詳細を変更します。編集可能なフィールドの詳細については、「」を参照してください。プロフェッ
ショナルサービス製品の詳細を提供する (p. 283)。

5.

SelectSUBMをクリックしてリクエストを作成します。

6.

(オプション) まだリクエストのタブのプロフェッショナルサービスページ、次に製品のメニューAWS
Marketplace 管理ポータル、選択プロフェッショナルサービスの順に選択します。リクエストタブ。
リクエストが正しいことを確認する製品タイトル、そしてそののリクエストステータスですレビュー
中。数分以内に、リクエストした変更内容で製品が更新されます。エラーがある場合は、ここで表示
し、エラーを修正した後に編集内容を再送信できます。

製品の料金の編集
次の手順では、既存のプロフェッショナルサービス製品の価格情報をAWS Marketplace 管理ポータル。

製品の料金を編集するには
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

2.

からの製品メニューで、プロフェッショナルサービス。このページには、すでに作成したすべてのプ
ロフェッショナルサービス製品と、これらの製品を作成または変更するために行ったリクエストが表
示されます。

3.

編集する既存の製品を選択し、変更リクエストメニューで、料金ディメンションの更新。

Note
新しい料金ディメンションを追加できるのは、AWS Marketplace 管理ポータル。以前に作成
した寸法を修正または削除するには、AWS MarketplaceSeller Operationsあなたのリクエス
トで。リクエストには、製品IDと、変更または削除するディメンションの詳細を含めます。
4.

必要な新しい価格設定ディメンションを追加します。料金フィールドの詳細については、「」を参照
してください。プロフェッショナルサービス製品の詳細を提供する (p. 283)。

5.

SelectSUBMをクリックしてリクエストを作成します。
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6.

(オプション)製品のメニューAWS Marketplace 管理ポータル、選択プロフェッショナルサービスの順
に選択します。リクエストタブ。リクエストが正しいことを確認する製品タイトル、そしてそののリ
クエストステータスですレビュー中。数分以内に、リクエストした変更内容で製品が更新されます。
エラーがある場合は、ここで表示し、エラーを修正した後に編集内容を再送信できます。

製品の可視性の編集
デフォルトでは、商品は限定的な表示で作成され、新しい商品はアカウントからのみ表示されます。他
のテストアカウントを追加するか、製品をAWS Marketplace。次の手順では、既存のプロフェッショナル
サービス製品の表示設定を編集する方法について説明します。AWS Marketplace 管理ポータル。

製品の可視性を編集する
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

2.

からの製品メニューで、プロフェッショナルサービス。このページには、すでに作成したすべてのプ
ロフェッショナルサービス製品と、これらの製品の作成または変更に対する未解決のリクエストが表
示されます。

3.

編集する既存の製品を選択します。次に、変更リクエストメニューで、製品の可視性を更新する。

4.

Selectお問い合わせ。これにより、「お問い合わせ」ページが開き、AWS Marketplaceセラーオペ
レーションチームが確認し、変更を加えます。

5.

製品を公開するか非公開にするかなど、リクエストの詳細を追加します。プライベートであれば、ア
クセスするアカウント ID を指定し、[] を選択します。SUBMリクエストを送信するには、

Note
製品を一般に公開するためAWS Marketplaceカタログには、による製品レビューが必要ですAWS
Marketplace出品者運営チームが、商品が商品ガイドラインを満たしていることを確認します (プ
ロフェッショナルサービス製品の要件 (p. 285)). リクエストの完了までに数日かかることがあ
ります。

プロフェッショナルサービス製品を削除する
次の手順では、既存のプロフェッショナルサービス製品をAWS Marketplace 管理ポータル。

製品を削除するには
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。

2.

からの製品メニューで、プロフェッショナルサービス。このページには、すでに作成したすべてのプ
ロフェッショナルサービス製品と、これらの製品の作成または変更に対する未解決のリクエストが表
示されます。

3.

編集する既存の製品を選択します。次に、変更リクエストメニューで、製品を非公開にする。

4.

Selectお問い合わせ。[お問い合わせの正しい情報が記載されたページAWS Marketplaceセラーオペ
レーションチームが確認し、変更を加えます。

5.

で要求された追加情報をすべて入力します。お問い合わせページテンプレートを選択し、SUBMをク
リックしてリクエストを送信します。

Note
リクエストの完了までに数日かかることがあります。出品中の商品は、最後に有効なサブスクリ
プションまたは契約が完了するまで制限付き状態に移行し、AWS Marketplace。制限付き状態の
商品は、出品中の購入者にのみ表示され、出品者はこれらの商品の新規出品を延長することはで
きません。
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プロフェッショナルサービス製品の詳細を提供する
プロフェッショナルサービス製品をAWS Marketplaceでは、製品メタデータを指定する必要があります。
このトピックでは、商品の詳細を準備または編集するときに役立つ情報について説明します。

Note
プロフェッショナルサービス製品のガイドラインと要件については、プロフェッショナルサービ
ス製品の要件 (p. 285)。
トピック
• 製品の説明 (p. 283)
• その他のリソース (p. 284)
• Support 情報 (p. 284)
• 料金表料金表 (p. 284)
• 製品の可視性 (p. 284)

製品の説明
製品詳細の製品説明セクションは、製品の中核です。潜在的な購入者に商品を説明し、購入者が購入を決
定できるようにします。製品詳細のこのセクションには、次のデータを含みます。
• 製品タイトル-製品の名前。これは、製品を識別するために使用されます。製品ページと検索結果に
表示されます。製品に意味のある名前を入力します。これは、内で一意である必要がありますAWS
Marketplace。
• SKU— (オプション) 商品の追跡に使用AWS Marketplace。この情報はお客様自身が使用するためのもの
であり、購入者には表示されません。
• 簡単な説明— のタイルと製品タイトルの下に表示される、製品の簡潔な説明AWS Marketplace製品カタ
ログ。
• 詳しい説明-購入者に商品の詳細を説明する、より長い形式の説明。これには、製品の機能、利点、使用
方法、および製品に固有のその他情報をリストします。利用可能なフォーマットを使用して、情報を理
解しやすくスキャンしやすくします。
• 製品ロゴ— このフィールドは、製品を表す画像ファイルを指す公開 S3 URL です。ファイル
は、.png、.jpg、または.gif 形式で、背景が透明または白で、5 MB 未満で、幅が 110 ～ 10,000 ピクセ
ルで、高さが 110 ～ 10,000 ピクセルである必要があります。ロゴは製品の送信時にアップロードさ
れ、AWS Marketplace。URL のコンテンツを変更しても、AWS Marketplace提出後。

Note
提供する S3 URL は公開されている必要があります。これは、ファイルが保存されている S3
バケットのプロパティです。詳細については、次を参照してください。S3 バケットのパブリッ
クアクセス設定を編集する方法」 (Amazon Simple Storage Service Console User Guide) を参
照してください。
• ハイライト— 製品の主な機能または差別化要因を説明する、製品に関する 1 ～ 3 つの短いポイントの
セット。少なくとも 1 つの強調表示が必要です。
• 製品カテゴリ— 提供するサービスの種類。少なくとも 1 つ、最大 3 つのカテゴリを選択する必要があり
ます。選択できるカテゴリは多数ありますが、プロフェッショナルサービス製品には次のうち少なくと
も1つが含まれている必要があります。
評価
お客様の現在の運用環境を評価し、組織に適したソリューションを見つける。
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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。
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。
管理サービス
End-to-end お客様に代わって環境管理を行います。
トレーニング
お客様の従業員がベストプラクティスを学ぶのに役立つ、専門家によって提供される、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。
• 検索結果のキーワード— 購入者が商品の検索に使用する可能性のあるキーワードを3つまで入力しま
す。キーワードは、最大 250 文字のカンマ区切りリストの数値を一覧表示できます。
• 関連製品–オプショナル— 次の公開製品を少なくとも 1 つ含めるAWS Marketplaceサービスが連携また
はサポートしていること。AWS Marketplaceは、商品の詳細ページまたは関連製品それらの製品のため
に。

その他のリソース
左その他のリソースセクションでは、顧客を支援するために作成したリソースへのリンクを提供できま
す。これは、オンラインで保存される 1 ～ 3 つのダウンロード可能なリソースのオプションセットです。
リソースの例には、製品情報シート、ホワイトペーパー、製品マニュアルなどがあります。リソースごと
に、リソースの名前と URL を指定します。

Support 情報
このセクションはフォーマットされたテキストフィールドで、サービスに対して提供するサポートを記述
できます。
顧客は、サービスの使用、トラブルシューティング、返金のリクエスト (該当する場合) などの問題につい
て、サポートを受けることを期待しています。サポートの説明には、お客様が期待できるサポートのレベ
ルに関する記述を含める必要があります。購入前の質問と購入後の問題の両方について、サポートの詳細
を含めることを検討してください。

料金表料金表
プロフェッショナルサービスの価格設定は、提供するパッケージです。たとえば、以下のような場合があ
ります。シルバー,ゴールド, およびプラチナのサポート。または、10 時間、20 時間、または 50 時間の
コンサルティングを提供することもできます。提供するディメンション (少なくとも 1 つ、最大 24) ごと
に、名前と説明を指定します。購入者と直接協力して商品の非公開オファーを作成する場合、これらの
ディメンションの実際の価格を設定します。

Note
価格設定分析コードの使用方法および価格の設定方法については、プライベートオファーを作成
する (p. 280)。

製品の可視性
リリースされた製品はAWS Marketplace自分のアカウントだけ、少数のテストアカウント、またはすべて
の AWS アカウントに。デフォルトでは、製品はプライベートリリースで公開されます。製品の表示を変
更するには、製品の可視性の編集 (p. 282)。
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プロフェッショナルサービス製品の要件
AWS Marketplaceすべての製品およびオファリングに対する要件をAWS Marketplace。これらの要件は、
お客様のために安全、セキュアな、そして信頼できるキュレーションされたデジタルカタログを促進する
のに役立ちます。出品者は、特定の製品のニーズを満たすために、必要に応じて追加の管理とプロトコル
の実装を確認することをお勧めします。
AWS Marketplace送信時にすべての製品とその関連メタデータを確認し、現在の製品を満たしているか、
または上回っているかを確認しますAWS Marketplace要件。セキュリティ要件を満たすために、これらの
要件を見直して調整します。加えて、AWS Marketplace継続的に製品をレビューし、これらの要件に対す
る変更を満たしていることを確認します。製品が規格に準拠していない場合は、AWS Marketplaceがユー
ザーに連絡し、製品を更新します。場合によっては、問題が解決されるまで、新しい受信者が製品を一時
的に利用できないことがあります。

製品設定ガイドライン
すべての Professional Services 製品は、次の製品設定ガイドラインに従う必要があります。
• 君のAWS アカウントに登録する必要がありますAWS Marketplace有料販売者として。
• すべての価格設定ディメンションは、以下を使用して提供および請求される実際のサービスに関連して
いる必要がありますAWS Marketplace。
• 商品は次のカテゴリーのいずれかに出品する必要があります。評価,実装,管理されたサービス,Premium
Ser, またはトレーニング。
• 必要なプロフェッショナルサービスカテゴリに加えて、提供されるサービスに適合する他の適切なカテ
ゴリを選択して、製品を正しく分類する必要があります。
• 製品のロゴは、AWSロゴ、または無関係な第三者のロゴ。
• 商品の詳細には、攻撃的または露骨な内容が含まれていてはなりません。彼らは従わなければなりませ
んAWS利用規定ポリシーhttps://aws.amazon.com/aup/。
• プロフェッショナルサービス製品は、に記載されているサードパーティソフトウェア製品に関連する
サービスを直接サポートまたは提供する必要があります。AWS Marketplaceまたは、顧客が自社の採用
または管理に関連する特定の成果を達成するのを支援するAWS クラウド。

顧客情報の要件
すべての Professional Services 製品は、次の顧客情報の要件に従う必要があります。
• プロフェッショナルサービス製品は、に記載されているディメンションに基づいて完全に課金される必
要がありますAWS Marketplace。
• のプロフェッショナルサービス製品の出品について、顧客支払い情報を収集することは許可されていま
せん。AWS Marketplaceクレジットカードや銀行口座情報など、いつでも利用できます。
• によって提供される加入者または将来の加入者情報AWSあなたのプロフェッショナルサービスと組み合
わせて、製品は以下の利用規約に従ってのみ使用されなければなりません。AWS Marketplace販売者。

製品使用ガイドライン
すべての Professional Services 製品は、次の製品使用ガイドラインに従う必要があります。
• で製品を購読した後AWS Marketplaceの場合、顧客はサブスクリプションから2営業日以内にサービスに
アクセスするか、（販売者として）あなたから連絡を受けることができるはずです。顧客がすぐにサー
ビスにアクセスできない場合は、アクセスするタイミングに関する具体的な詳細を記載した電子メール
メッセージを顧客に送信する必要があります。アクセスが許可された後に、アクセスが許可されたこと
を確認する電子メールメッセージを、明確な次のステップとともに顧客に送信する必要があります。
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• 顧客は、サービスの使用、トラブルシューティング、返金のリクエスト (該当する場合) などの問題につ
いて、簡単にサポートを受けることができる必要があります。サポートの問い合わせオプションは、フ
ルフィルメントランディングページで指定する必要があります。サポートの説明には、お客様が期待で
きるサポートのレベルに関する記述を含める必要があります。
• 製品の概要には、明確な価値提案、主な機能、詳細なドキュメントへのリンク、提供されるサービスの
購入前および購入後のサポートの明確な定義を含める必要があります。
• 製品には、明確でわかりやすいサービス条件が必要です。

アーキテクチャガイドライン
すべての Professional Services 製品は、次のアーキテクチャガイドラインに従う必要があります。
• プロフェッショナルサービス製品は、AWSサービスまたは少なくとも 1 つのAWS Marketplace製品 (最
大 4 つ)。この製品では、関連製品のサービスを直接提供したり、関連製品への加入者を増やすサービス
を提供したりします。
• 提供されるサービスによって顧客のインフラストラクチャに追加のリソースが必要な場合は、次のガイ
ドラインに従う必要があります。
• を使用するなど、安全な方法でリソースをプロビジョニングします。AWS Security Token Serviceま
たはAWS Identity and Access Management(IAM)。
• プロビジョニングされたすべての説明を含む追加の文書を提供するAWSのサービス、IAM ポリシース
テートメント、IAM ロールまたはユーザーが顧客アカウントでどのようにデプロイおよび使用される
か含むことができます。
• 顧客が追加が発生した場合は、顧客が追加が発生した場合に記載した通知を製品の説明に含めます
AWSインフラコスト、そのコストとは別にAWS Marketplaceトランザクションでは、追加のインフラ
ストラクチャ料金を支払う責任があります。
• 製品によってエージェントがデプロイされる場合は、そのエージェントをエージェントにデプロイす
る方法についての説明について顧客に提供します。AWS アカウント。

プロフェッショナルサービスの製品価格
プロフェッショナルサービス製品には、次の製品価格モデルを設定できます。
• プライベートオファー-販売者のプライベートオーダーでは、複数年契約とカスタム期間契約のオプショ
ンがあります。複数年契約とカスタム期間契約の詳細については、プライベートオファー (p. 44)およ
びFlexible Payment Scheduler (p. 48)を参照してください。
1 つの製品につき 1 つの料金設定ができます。
料金の詳細についてはAWS Marketplace製品、見る製品の料金 (p. 37)。
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データ製品
AWS Data Exchange は、以下のことを簡単に実現できるサービスですAWSお客様は、ファイルベースの
データセットを安全に交換できますAWS クラウド。AWS Data Exchange は、プロバイダーとして、デー
タ配信、エンタイトルメント、または請求テクノロジーを構築して維持する必要がなくなります。AWS
Data Exchange のプロバイダーは、セキュアかつ透過的で信頼性に優れたチャネルを利用できます。AWS
顧客と既存の顧客にサブスクリプションをより効率的に付与します。AWS Data Exchange プロバイダー
になるためのプロセスでは、適格性を判断するためのステップがいくつか必要になります。
データ製品には、次の部分があります。
• 製品の詳細—この情報は、潜在的な購読者が製品が何であるかを理解するのに役立ちます。これには、
名前、説明（簡単な説明と詳しい説明の両方）、ロゴ画像、およびサポート連絡先情報が含まれます。
製品の詳細はプロバイダーによって記入されます。
• 製品オファー— AWS Data Exchange で製品を利用可能にするには、プロバイダーがパブリックオ
ファーを定義する必要があります。これには、価格と期間、データサブスクリプション契約、返金ポリ
シー、カスタムオファーの作成オプションが含まれます。
• データセット – 製品には、1 つ、または複数のデータセットを含めることができます。データセット
は、ファイルベースのデータコンテンツの動的なセットです。データセットは動的で、リビジョンを使
用してバージョン管理されます。各リビジョンには複数のアセットを含めることができます。
資格要件を含む詳細については、「AWS Data Exchange でのデータ製品の提供()AWS Data Exchange
ユーザーガイド。
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掲載のための製品の送信
製品をで使用可能にするには、製品送信プロセスを使用します。AWS Marketplace。製品は非常にシン
プルにすることができます。1 つの価格構造を持つ単一の Amazon Machine Image (AMI) がその例です。
または、製品は非常に複雑で、複数の AMI を持たせることができます。AWS CloudFormationテンプレー
ト、複雑な価格オプションと支払いスケジュールが含まれます。製品提供を定義し、AWS Marketplace 管
理ポータルこれには以下の 2 つの方法があります。
• の使用製品タブ-比較的複雑度が低い製品の場合、製品[] タブで、リクエストを完全に定義して送信しま
す。
• の使用アセットタブ — 複雑度が高く、より多くの定義を必要とする製品の場合、Product Load Form
(PLF) をダウンロードし、製品の詳細を追加して、ファイルのアップロードオプション。

Note
データ製品プロバイダーは、AWS Data Exchange コンソールを使用して製品を公開する必要があ
ります。詳細については、次を参照してください。製品の公開のAWS Data Exchange ユーザーガ
イド。
最初は [製品] タブを使用して開始し、どちらの方法を使用するかを決定することをお勧めします。次の表
では、リクエストの送信に使用する設定と方法が示されています。最初の列は製品の価格モデルです。他
の 3 つの列では、製品が顧客にデプロイされる方法が示されています。
料金モデル

単一ノード AMI を使用
して開始された製品

AWS CloudFormation で Software as a Service
開始された製品
(SaaS) として開始され
た製品

Bring-Your-Own-License [製品] タブ
(BYOL)

[アセット] タブ

無料

[製品] タブ

[アセット] タブ

時間単位の支払い

[製品] タブ

[アセット] タブ

年間で毎時

[製品] タブ

[アセット] タブ

月次支払い表

[製品] タブ

[アセット] タブ

月間で毎時

[アセット] タブ

[アセット] タブ

有料使用 (AWS
Marketplace Metering
Service)

[製品] タブ

[アセット] タブ

契約料金表

[製品] タブ

SaaS サブスクリプショ
ン

[製品] タブ

SaaS 契約

[製品] タブ

SaaS レガシー

[アセット] タブ

288

AWS Marketplace 販売者ガイド
[製品] タブの使用

製品を個別に送信することも、Product Load Form を使用して複数の製品を送信したり、製品のアップ
デートを同時に実行したりすることもできます。[製品] タブを使用して同時に複数の製品を送信すること
はできません。どの製品をどの方法で送信するかが不明な場合は、[製品] タブを使用して開始することを
お勧めします。送信で問題が発生した場合は、AWS Marketplaceマネージドカタログ業務 (MCO)team。

[製品] タブの使用
[製品] タブにアクセスするには、AWS Marketplace 管理ポータル にログインします。[製品] タブで、管
理する製品のタイプに応じて、[サーバー]、[SaaS]、または [機械学習] のいずれかを選択します。現在の
すべての製品を含む、その製品タイプのダッシュボードが表示されます。選択内容リクエストタブでは、
ダッシュボードには未処理のリクエストと、完了済みのリクエスト履歴が表示されます。新しい製品リク
エストの作成を開始したら、進行中の作業を保存し、必要に応じていくつかの異なるセッションでリクエ
ストを作成することができます。
製品リクエストを送信する準備ができると、リクエストはAWS Marketplaceteam。リクエストしている製
品タイプの製品ページで、リクエストのステータスをモニタリングできます。新製品の場合、リクエスト
の公開が承認された後、限定掲載の URL が届きます。この URL を使用して送信をプレビューし、承認す
ることができます。製品オファーは、送信を承認するまで公開されません。既存の製品に対する更新をリ
クエストした場合、変更を確認し承認する必要なく、更新が公開されます。これには、バージョンの追加
や削除、メタデータの変更などが含まれます。
リクエストのステータスは [リクエスト] タブで追跡します。ステータスは次のいずれかになります。
• ドラフト-リクエストプロセスを開始しましたが、リクエストを送信していません。
• SUBM-リクエストを完了および送信して確認中です。
• 必要なアクション—AWS Marketplaceチームが、お客様のリクエストを確認し、詳細情報が必要です。
• 承認が必要—AWS Marketplaceチームが商品の限定出品URLを作成しました。その前に URL を確認して
承認または却下する必要がありますAWS Marketplaceが発行します。承認すると、サイトの公開中にス
テータスが公開保留中に変わります。却下すると、ステータスは下書きに戻り、リクエストを変更する
ことができます。
• 発行保留-リクエストのモックアップが承認され、AWS Marketplaceは製品を公開しています。
• Expired-リクエストプロセスを開始しましたが、6 か月以内に完了しなかったので、要求が期限切れにな
りました。
送信済みというステータスのエントリがある場合は、送信を取り消すことができます。下書きというス
テータスのエントリがある場合は、リクエストを取り消すことができます。これにより、最初からやり直
すことができます。下書きのエントリを削除すると、エントリはリクエスト履歴タブに移動します。
製品に製品を追加するにはAWS GovCloud (US) AWS リージョンで、する必要がありますアクティブな
AWS がある GovCloud (米国) 口座と準拠するAWS GovCloud (US)輸出管理要件を含む要件。

会社と製品のロゴ要件
企業ロゴおよび製品のロゴは、以下に準拠する必要があります。AWS Marketplaceブラウジング時のユー
ザーエクスペリエンスが統一されるようにするためのガイドラインAWS Marketplace:
製品ロゴ仕様-製品ロゴイメージは、背景は透過または白、120~640 ピクセルのサイズで比率は 1:1 または
2:1 (幅) でなければなりません。
会社ロゴ仕様-企業ロゴイメージは、背景が透過で、220 x 220 ピクセルのサイズ、すべての辺の内側に 10
ピクセルの余白を持たせることができます。
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有料の再パッケージされたソフトウェアの提出要件
再パッケージされたオープンソースソフトウェア（たとえば、オープンソース AMI または有料サポート
付きのコンテナ製品）、またはお客様以外のベンダーによって最初に作成されたソフトウェア（たとえ
ば、Windows オペレーティングシステムで AMI を再販する）のいずれかの有料リストを送信する場合、
次の要件を満たす必要があります。提出前に満たされる:
• 商品名には、再梱包による付加価値を示す必要があります。製品タイトルの例には以下が含まれま
す。硬化 <Product>,<Product>追加パッケージ付き,<Product1>オン <Product2>。
• 製品タイトルには、ドキュメントでサポートされていない他の言語を含めることはできません。たとえ
ば、製品タイトルに次の単語を使用することはできません認定,オリジナル, または無料あなたが提供す
る製品の詳細でこれらが立証されていない限り。
• 製品の簡単な説明には、製品料金を要約した明確な説明を含める必要があります。短い説明は、次の
語句で始める必要がありますこの商品には料金がかかっています...。たとえば、商品に出品者からのサ
ポート料金が含まれている場合、商品の説明には以下を記載する必要があります。この商品には、出品
者サポートの請求が関連付けられています。
• 製品ロゴは、出品者登録プロセスで使用された会社のロゴと同じである必要があります。製品ロゴは、
公式のソフトウェアロゴを使用する場合にのみ会社のロゴと異なる場合があります。そのため、元のソ
フトウェアベンダーから明示的な許可を受ける必要があります。明示的な許可が得られた場合は、その
ドキュメントへのリンクを変更リクエストのメモセクション (または短い説明を入力しますフィールド
のファイルのアップロードページ (製品ロードフォームを使用する場合はを参照)。
• AMI 製品の場合、AMI 名を元の製品から再利用することはできません。AMI 名は販売者名で始まり、次
の形式に従う必要があります。[出品者名] [name-given-to-ami]。
有料リストが、自社で作成されたものではないスタンドアロンソフトウェア製品用で、製品に知的財産
が追加されていない場合（たとえば、追加のソフトウェアライブラリのバンドルや特別な構成の追加な
ど）、以前の要件とともに、次の要件を満たす必要があります。また満たされる：
• 商品名には出品者名 (前に説明した付加価値とともに) を含める必要があります。出品者名は、出品者登
録時に使用される名前です。例:<Product>メンテナンスサポート付き <seller>。
• 商品の詳細な説明の最初の行は、次のフレーズで始まる必要があります。これは再パッケージされたソ
フトウェア製品で、追加料金が適用されます...(または、オープンソースならこれは再パッケージ化され
たオープンソースソフトウェア製品で、追加料金が適用されます...). 次に、詳細な説明には、課金対象
を要約した明確な説明と、それらの機能を説明する追加の詳細を含める必要があります。たとえば、追
加のサポートを請求するオープンソース製品の長い説明は、次のように始まります。これは再パッケー
ジ化されたオープンソースソフトウェア製品で、{SLA Details} のサポートには追加料金が適用されま
す。

AWS CloudFormation-発売製品 (無料または有料)
または使用量ベースの有料 AMI 製品
製品ロードフォーム (PLF) を使用して、AWS Marketplace顧客は次のように起動しますAWS
CloudFormationテンプレート。PLFから入手できますAWS Marketplace 管理ポータル(AMMP)。

製品の送信
1.

でAMMPで、製品の Product Load Form をダウンロードします。

2.

製品情報 (タイトル、説明、ハイライト)、技術情報 (AMI_ID、リージョン、インスタンスタイ
プ、OS)、および料金詳細 (価格モデル、無料トライアル) をなどの製品定義を追加します。

3.

スプレッドシートの指示テーブルの指示に従って、PLF を送信してください。
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-AWS Marketplaceチームが、製品のポリシーとセキュリティのコンプライアンス、ソフトウェアの脆
弱性、および製品のユーザビリティを確認します。リクエストに関するご質問や問題があれば、AWS
Marketplaceチームはあなたの要求について話し合うために電子メールメッセージであなたに連絡します。
承認されると、製品のページのモックアップが作成されます。ページを確認したら、モックアップを承認
または却下します。承認されると、ページが AWS Marketplace に追加されます。

製品の更新
製品ロードフォーム (PLF) を使用して作成した製品については、PLF を使用してそれらの製品に変更を加
えることもできます。完了した元の PLF を変更することができます。利用できない場合は、新しい PLF
から開始することもできます。ちょうど使用するのと同じように製品タブで、新しいバージョンの追加や
既存のバージョンの削除をしたり、さらに価格、インスタンスタイプ、地域の可用性、メタデータを更新
することができます 更新を行うには、新製品の準備と同じ方法で、更新された製品を準備します。製品
アップデートの準備が終わったら、以下のステップに従います。
1.

既存の PLF を使用するか、AWS Marketplace Management Portalでアセットタブで、[] を選択す
るファイルのアップロード。[]商品ロードフォームと出品者ガイドで、製品の PLF をダウンロードす
ることができます。

2.

PLF で製品送信を更新します。

3.

AWS Marketplace 管理ポータル の[アセット] タブで、[ファイルのアップロード] を選択します。

4.

リポジトリの []ファイルのアップロードページで、更新した PLF とAWS CloudFormationテンプレー
ト。ファイルアップローダーは、安全な転送メカニズムと送信されたファイルの履歴を提供します。
アップローダーは自動的にAWS Marketplaceチームがあなたのリクエストの処理を開始します。送信
の説明を追加します (新しいバージョンの追加、価格の変更、メタデータの変更など)。

製品の送信は、ポリシーとセキュリティのコンプライアンス、ソフトウェアの脆弱性、および製品のユー
ザビリティについて確認されます。リクエストに関するご質問や問題があれば、AWS Marketplaceチーム
がメールメッセージで連絡します。既存の製品ページに対する更新は、追加の確認を受けずに直接処理さ
れリリースされます。

製品の変更と更新
販売者はいつでも製品の変更を送信することができ、前述のように処理されます。ただし、90 日または
120 日ごとに、または変更が保留中の場合にのみ変更を加えることができます。例としては、価格の変更
やAWS リージョンまたはインスタンスタイプが変更されます。一般的な変更は次のとおりです。
• 新しいバージョン-ソフトウェアの新バージョン、およびパッチまたはアップデートのロールアウト。お
客様の要望に応じて、お客様のサブスクリプションに登録しているお客様に、AWS Marketplace新しい
バージョンの入手可能性に関するコンテンツ、またはお客様の代わりにアップグレード手順を送信する
ことができます。
• メタデータの変更-製品情報の変更 (説明、URL、および使用方法)。
• 料金変更— 料金の変更。リクエストが完了した後に、現在のお客様への通知が送信されます。通知が送
信されると、価格変更は90日の期間の翌月の1日に有効になります。たとえば、3 月 16 日に変更を加え
た場合、90 日後は約 6 月 16 日になりますが、価格の変更は翌月の 1 日に行われます。実際の変更日は
7 月 1 日です。
• 料金モデル-価格モデルの変更 (たとえば、毎時、無料、年間で毎時)。すべての価格モデルの変更がサ
ポートされているわけではなく、モデルを変更する要求はすべてで確認および承認されなければなりま
せん。AWS Marketplaceteam。無料モデルから有料モデルへの変更は、既存のお客様に大きな影響を与
えます。もう 1 つの選択肢は、追加機能を備えた新しい製品を提案し、現在のお客様に移行を促すこと
です。
• リージョンまたはインスタンスの変更— インスタンスのタイプやリージョンの追加または削除。
• 製品の削除-商品ページを削除するAWS Marketplace新しいお客様のサブスクライブを防止します。リク
エストが完了した後に、現在のお客様への通知が送信されます。
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タイミングと心構え
できるだけ早くリクエストを処理するよう努めていますが、リクエストは多くの繰り返しを必要とし、販
売者とAWS Marketplaceteam。プロセスを完了するまでの時間については、以下のガイダンスを参考にし
てください。
• 通常、合計リクエスト時間はカレンダー時間の 2～4 週間です。複数の繰り返しと製品メタデータおよ
びソフトウェアの調整により、リクエストや製品が複雑なほど時間がかかることがあります。
• リクエストの確認と処理には、通常、3 営業日必要です。追加アクションが必要な問題がある場合は、
通知させていただきます。
• Amazon では、計画されているイベントやリリースの少なくとも 45 日前に、完了した製品リクエスト
と AMI が必要です。それに応じてリクエストの優先順位を付けることができます。
リクエストに関するご質問がございましたら、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わ
せください。

AMI をに送信するAWS Marketplace
AWS Marketplace に構築され、送信されたすべての AMI は、すべての製品ポリシーに準拠する必要があり
ます。送信する前に、AMI の最終チェックをいくつかお勧めします。
• システムから、すべてのデフォルトのパスワード、認証キー、キーペア、セキュリティキー、またはそ
の他の資格情報など、すべてのユーザー認証情報を削除します。
• ルートログインが無効になっている、またはロックされていることを確認します。sudo アクセスアカウ
ントのみが許可されます。
• にデプロイする AMI を送信する場合AWS GovCloud (US)地域、あなたはする必要がありますアクティ
ブな AWS がある GovCloud アカウントそして同意するAWS GovCloud 要件、該当する輸出管理要件を
含みます。

AMI セルフサービススキャン
ではセルフサービス AMI スキャンを利用できます。AWS Marketplace 管理ポータル。この機能を使用す
ると、AMI のスキャンを開始し、スキャン結果を 1 時間以内に迅速に受信でき、1 か所で明確なフィード
バックを得ることができます。

セルフサービススキャンで AMI を共有してスキャンするには、次のようにします。
1.

https://aws.amazon.com/marketplace/management/manage-products/に移動します。

2.

共有する AMI を選択します。

3.

スキャン結果を表示します。

AMI が正常にスキャンされたら、現在のプロセスに従って、AWS MarketplaceSeller Operations チー
ムアップロード中製品ロードフォーム (PLF)。問題がある場合は、AWS Marketplace Seller Operations
チームまでお問い合わせください。
AMI をセルフサービススキャンリストに含めるには、AMI が us-east-1 (バージニア北部) リージョンに
あり、AWS Marketplace 販売者アカウントによって所有されている必要があります。他のアカウントに
AWS Marketplace 管理ポータル へのアクセス権を付与する必要がある場合は、それらのアカウントを販売
者として登録する必要があります。詳細については、「販売者登録プロセス (p. 6)」を参照してください。
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AMI クローン作成と製品コード割り当て
AMI が送信されると、AWS Marketplaceは、ソフトウェアがで使用可能であることを指定した各リージョ
ンのクローン AMI を作成します。このクローニングと公開のプロセスでは、AWS Marketplaceはクローン
AMI に製品コードをアタッチします。製品コードは、アクセスの制御と使用量の測定の両方に使用されま
す。すべての送信は、この AMI クローン作成プロセスを経なければなりません。

最終チェックリスト
製品の公開が遅れるのを防ぐには、製品リクエストを送信する前にこのチェックリストを使用してくださ
い。
製品の使用
• 本稼働の準備完了。
• 時間またはその他の制限による製品の使用を制限しません。
• 1-Click 履行体験との互換性。
• 製品を使用するために必要なものはすべて、クライアントアプリケーションを含め、ソフトウェアに含
まれます。
• デフォルトのユーザーはランダム化されたパスワードを使用し、初期ユーザーの作成では、インスタン
ス ID などのインスタンスに固有の値を使用してインスタンスを使用する権限が購入者に付与されている
ことを確認する必要があります。
無料製品にするか、有料製品にするか。
• 製品を使用するために追加のライセンスは必要ありません.
• 有料で再パッケージされたソフトウェアはAWS Marketplace 有料の再パッケージされたソフトウェアの
提出要件 (p. 290)。
• 購入者は、製品を使用するために個人を特定できる情報 (E メールアドレスなど) を提供する必要はあり
ません。
AMI の準備
• ハードウェア仮想マシン (HVM) の仮想化と 64 ビットアーキテクチャを使用します。
• 既知の脆弱性、マルウェア、またはウイルスは含まれていません。
• 購入者には、AMI へのオペレーティングシステムレベルの管理アクセス権があります。
• AMI セルフサービススキャンを使用して AMI を実行します。
Windows AMI
• 最新バージョンのEc2ConfigService、で説明されていますEC2Config サービスを使用した Windows
インスタンスの設定。
• -Ec2SetPassword,Ec2WindowsActivate, およびEc2HandleUserDataで説明されているように、プ
ラグインは有効ですEC2Config サービスを使用した Windows インスタンスの設定。
• ゲストアカウントまたはリモートデスクトップのユーザーアカウントが存在しないことを確認します。
Linux AMI:
• ルートログインはロック/無効になっています。
• 承認されたキー、デフォルトのパスワード、またはその他の認証情報が含まれません。
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• すべての必須フィールドが入力されています。
•
•
•
•

すべての値が指定された文字制限内にあります。
すべての URL がエラーなしで読み込まれます。
製品イメージは、少なくとも 110 ピクセル幅で、1:1 〜 2:1 の比率です。
料金は、有効なすべてのインスタンスタイプ (価格モデルが hourly、hourly_monthly、および
hourly_annual) で指定されます。
• 月別料金が指定されています (hourly_monthly および monthly pricing モデルの場合)。
自動 AMI 構築に関する質問やコメントがある場合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問
い合わせください。
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製品のマーケティング
AWS Marketplace の認識を高め、AWS Marketplace の製品ページに直接トラフィックを誘導することで、
製品の成功に貢献できます。以下は、AWS Marketplace に出品した製品の販売に役立つ情報とサポートを
提供します。

180日GTMアカデミー
180日間のGTMアカデミーはすべての人が利用できますAWS Marketplace売り手、そしてそれはセルフ
サービスを提供します go-to-market （GTM）のリソースは、製品の需要創出キャンペーンを構築、活性
化、追跡するのに役立ちます。AWS Marketplace。次のようにできます。
• リスティングの需要を迅速に追跡します。
• 統合することにより、マーケティングの投資収益率を向上させ、顧客メッセージを強化しますAWSそし
てAWS Marketplaceメッセージへの価値提案。
• あなたはに向かってまたは内で進むことができますAWS Marketplaceゴートゥマーケットプログラムガ
イド。
180日間のGTMアカデミーには、Marketplace リソースの セクションAWS Marketplace 管理ポータル。

製品が入手可能になったことの発表
AWS Marketplace での製品の可用性を広く発表することをお勧めします。これは、プレスリリース、ツ
イート、ブログ、その他の任意のメディアチャネル経由で行うことができます。含まれる可能性のあるサ
ンプルテキストと、商標の使用に関するガイドラインと指示、およびプレスリリースの発行について説明
しました。
AWS メッセージングとブランドのガイドラインや音声との一貫性を確保するために、公開前にブログ、ツ
イート、その他の非公開リリースの発表を確認します。AWS アカウントマネージャーにレビューのリクエ
ストを送信します。レビューが完了するまでに、最大で 10 営業日かかります。ツイート、ブログ、また
はプレスリリースを投稿したらお知らせください。その可視性を高めるために再掲載できるよう最善を尽
くします。

AWS Marketplace メッセージング
顧客とのコミュニケーションでは、AWS Marketplace を使用して製品を購入する目的、目標、および利点
について説明することができます。AWS Marketplace を参照するときは、次のメッセージを使用します。
AWS Marketplaceとは?
AWS Marketplace は、AWS で実行されるソフトウェアとサービスを簡単に検索、比較、すぐに使用を開
始することができるオンラインストアです。AWS Marketplace へのビジターは、1-Click デプロイメントを
使用して事前構成されたソフトウェアを迅速に起動し、時間単位または月単位で、使用した分だけ支払い
をすることができます。料金の請求とお支払いは AWS が処理し、ソフトウェアの利用料金がお客様への
AWS 請求書に表示されます。
AWS Marketplace でお客様が買うのはなぜですか?
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ソフトウェアの検索とデプロイには困難が伴う場合があります。AWS Marketplace には、一般的な販売者
からのデータベースやアプリケーションサーバー、IoT ソシューション、開発者ツール、ビジネスアプリ
ケーションなどのソフトウェアインフラストラクチャを含む、商用および無料の IT およびビジネスソフト
ウェアが多数用意されています。AWS Marketplace を使用すると、お客様はオプションの比較、レビュー
の読み取り、希望するソフトウェアの迅速な検索を行うことができます。その後、1-Click またはを使用し
て、独自の Amazon Elastic Cloud インスタンスにデプロイできます。AWS Marketplace 管理ポータル。
ソフトウェア価格は Web サイトに明確に掲載されており、既にアマゾン ウェブ サービスに登録されてい
る支払い方法で、お客様はほとんどのソフトウェアを即座に購入することができます。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。
なぜソフトウェアまたは SaaS の販売者が AWS Marketplace で販売するのですか?
AWS Marketplace では、AWS 上で稼働するサービスを提供する SaaS (Software as a Service) 販売者とし
て、お客様意識の向上、導入の簡略化、請求の自動化などの恩恵を受けることができます。
AWS Marketplace は、AWS 上で動作するソフトウェアおよびサービスのソフトウェアおよび SaaS 販売
者が、個々のソフトウェア開発者から大企業に至るまで数十万の AWS お客様に製品を公開することによ
り、新規お客様の発掘を支援します。
AWS Marketplace で販売することで、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) はコストのかかるコード変更を
行わずに、ソフトウェアの時間別請求を追加することができます。Amazon マシンイメージ (AMI) を AWS
にアップロードし、時間単位のコストを提供するだけです。請求は、AWS Marketplace によって管理さ
れ、使用量の計量、お客様アカウントの管理、支払い処理の責任を販売者に譲渡され、ソフトウェア開発
者は大規模なソフトウェアの構築に集中できるようになります。
さらに、お客様にとっては、ソフトウェアの事前構成済みイメージを簡単にデプロイして、新規お客様の
オンボーディングを簡素化することができます。

AWS Marketplace のレビュー
AWS Marketplace では、カスタマーが製品のレビューを送信できます。また、G2 などのシンジケートレ
ビュー担当者にも機能を提供します。 business-to-business シンジケートされたレビューを統合するため
に、独立した製品レビューをキュレートするマーケットプレイスAWS Marketplace。
AWS Marketplace カスタマーレビューは、購入者のユーザーガイドに記載されているレビューガイドラ
インを満たす必要があります。レビューの送信は、送信がレビューされてレビュー基準を満たしているこ
とが確認されるまで、AWS Marketplace でリリースされません。レビューガイドラインについて詳しく
は、「製品レビュー」を参照してください。シンジケートレビュー組織は、独自のプロセスを使用してレ
ビューを検証し、リリース前には AWS Marketplace によってレビューされません。製品の配信レビューが
商品レビューガイドラインを満たしていないと思われる場合や、商品のレビューに好ましくないコンテン
ツが含まれていると思われる場合は、出品者のオペレーションチームにお問い合わせください。
レビュー担当者は、5 つの星評価システムに基づいて製品の星評価を提供することもできます。評価は、
製品の全体的な星評価を算出するために平均されます。また、配信レビューには星の評価を含めることも
できますが、配信レビューによる星の評価は AWS のお客様による星の評価とは平均化されません。
製品レビュー機能に関するその他の重要なポイントを以下に示します。
• 製品レビューを AWS Marketplace から削除することはできません。ただし、コメントが製品レビューを
管理するレビュー基準を満たしている限り、任意のレビューにコメントを残すことができます。
• レビューがレビューのガイドラインを満たしていないか、好ましくないコンテンツが含まれていると思
われる場合は、出品者のオペレーションチームにお問合せになり、懸念事項を説明してください。
• AWS Marketplace で製品を検索している AWS お客様は、評価、検証済みレビュー、 外部ソースのレ
ビューに基づいて結果を検索およびフィルタリングできます。AWS お客様は、検索結果に AWS お客様
評価と並行して外部ソースの評価を表示します。
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• 製品のシンジケートレビューは、無料で AWS Marketplace に自動的に追加されます。レビューは自動的
に追加されるため、シンジケートレビューを追加するためにリクエストを送信する必要はありません。
• 製品のシンジケートレビューがない場合は、シンジケートレビュー担当者に連絡し、そのプロセスに
従って製品のレビューを受けることができます。たとえば G2 では、そのウェブサイトにアクセスし、
製品ページに移動してレビュープロセスを開始できます。

AWS Marketplace へのリンク
企業のウェブで、製品について説明し、促進する存在感を出すことができます。製品が AWS で実行可能
であり、AWS Marketplace を使用して購入できることを強調することをお勧めします。お客様がソフト
ウェアを発見してデプロイするプロセスを簡略化するため、お客様の製品を結びつけるための手順につい
て説明しました。

AWS Marketplace ロゴの使用
AWS Marketplace ロゴは、ソフトウェアが AWS で実行され、AWS Marketplace で使用できることを顧客
に簡単に伝える方法です。AWS Marketplace でソフトウェアをプロモートする場合は、アーカイブされた
フォルダ (.zip ファイル) をダウンロードします。このフォルダには、複数のカラー処理やファイル形式が
含まれています。

AWS Marketplace での製品への直接リンク
お客様のウェブサイトまたは販促用品に深いリンクを含めることで、AWS Marketplace の製品情報ページ
にお客様を直接お送りすることができます。ブラウザベースのリンクには、次のリンク構造の例を使用し
ます。
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/ASIN

URL の ASIN セグメントを製品の ASIN に置き換えます。

Example
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00635Y2IW

aws.amazon.com/marketplace でアプリケーションを検索すると、URL に ASIN が表示されます。また
は、アカウントマネージャーに相談して ASIN を見つけることができます。

Note
リンクを使用する前にテストして、お客様が正しいページに移動していることを確認してくださ
い。

プレスリリース
任意のチャネルを通じて、AWS Marketplace で製品の可用性を発表することをお勧めします。ただ
し、AWS Marketplace を参照するすべてのプレスリリースは、出版または発表を行う前に、Amazon によ
るレビューとサインオフを行う必要があります。発表することをお勧めしますが、AWS Marketplace の販
売者との共同プレスリリースをサポートすることはできません。私たちは、 case-by-case basisからの見
積もりの付いたプレスリリースをサポートするAWS。見積もりは AWS Marketplace、にリストされた新し
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い製品やサービス、または AWS Marketplace が使用する顧客リファレンスが含まれていることを発表する
など、いくつかの条件を満たす必要があります。
すべてのプレスリリースは、お客様が作成しなければなりません。次の見出しをお勧めします。[製品名を
挿入] はですぐに利用できますAWS Marketplace。整合性を保つために、このドキュメントのメッセージを
使用します。
プレスリリースは、以下のようにする必要があります:
• 発表が Amazon.com にどのように関連しているかを明確かつ正確に説明する
• お客様と AWS でロールを明確にする
• お客様を重視し、お客様の利益を高める
プレスリリースは、以下のことは禁止です:
• 関係を表す際、パートナー、パートナーシップ、アライアンス、「協業」、「提携」などの用語を使用
する。合意、連携、関係をお勧めする。
• 事前合意なしに、Amazon Web Services エグゼクティブからの引用を含めます。
• 販売予測を含めるか、企業共通のウェブサイトを参照する場合を除き、出品者ごとに「.com」を使用す
る。
• Amazon.com の「アソシエイト」としてお客様の組織を参照する。これは、オンラインアフィリエイト
プログラムの Amazon Associates と混同する可能性があるためです。
• Amazon.com に関する専有情報を開示するか、弊社の株式ティッカーシンボルを参照する。
プレスリリースをテキスト形式でアカウントマネージャーに送信して、レビューしてもらいます。さら
に、Amazon Web Services 商標ガイドラインいずれかを使用する前にAWS商標。AWS Marketplace 商標
に固有のガイドラインは、以下のセクションに記載されています。

AWS Marketplace 商標使用ガイドライン
このガイドラインは、AWS Marketplace のロゴ (それぞれ「商標」、および総称して「商標」) と商標の使
用について、Amazon.com、Inc. やその子会社 (「Amazon」) によって事前に承認された資料に適用されま
す。本ガイドラインはどのようなときにも厳格に厳守していただくものとし、本ガイドラインに違反して
商標を使用すると、商標の使用に関連するライセンスは自動的に解除されます。
1. 商標は、Amazonが明示的に許可した目的にのみ使用することができ、その使用は次の条件を満たす必
要があります。(i) 最も多くの up-to-date お客様による商標の使用に関するAmazonとのすべての契約
（総称して「契約」）のバージョン。（ii）最も多くの up-to-date 本ガイドラインのバージョン、およ
び (iii) Amazonが随時発行する商標の使用に適用されるその他の条項、条件、またはポリシーを遵守す
ること。
2. 弊社はお客様が使用できる承認された商標イメージを提供します。お客様は、以下を含みますがこれら
に限定されない、商標の割合、色、フォントの変更、商標の追加や削除など、どのような方法によって
も商標を変更することはできません。
3. 本契約で特別に許可された商標を使用する以外に、Amazon による後援または裏書を意味するような方
法で商標を使用することはできません。
4. Amazon、その製品またはサービスを誹謗するために商標を使用することはできません。また商標の
Amazon の信用をおとしめたり、損なったり、傷つけたりする方法を使用することはできません。
5. 商標は、商標の各面とその他のビジュアル、グラフィックまたはテキストの要素間に適度な間隔を置い
て、単独に表示されなければなりません。どのような場合でも、商標は、商標の可読性または表示を妨
害するような背景に置かれてはなりません。
6. 商標を表示する資料には、次の記述事項を含める必要があります。AWS Marketplace と AWS
Marketplace のロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
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7. お客様は、商標に対するすべての権利は Amazon の独占的財産であり、商標の使用を通じて構築された
すべての信用は、Amazon のメリットために効力が生ずることを認めます。商標に関する Amazon の権
利または所有権と矛盾するどのような措置も講じません。
Amazon は、単独の裁量で行使可能な権利を有し、これらのガイドラインや承認された商標をいつでも変
更し、アクセス許可なく、または本ガイドラインに準拠しない使用に対しては適切な措置を講じる権利を
留保します。このガイドラインについてご不明な点がございましたら、trademarks@amazon.com までお
問い合わせください。または、書面で以下までお問い合わせください。
Amazon.com, Inc., Attention: 商標
PO Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
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AWS Marketplaceイベントの通知
AWS MarketplaceNotification Service (Notification Service) では、に関連付けられている E メールアドレス
に、自動的に E メールを送信できますAWS アカウント。これらの電子メールメッセージにより、のイベ
ントを確認できますAWS Marketplace。通知をセットアップする必要はありません。AWS Marketplaceす
べての製品タイプのサブスクリプションに自動的に送信されます。
AWS Marketplace通知チームは、AWS Marketplaceで行われたオファーや契約のトランザクションを確認
するメール通知を送信します。通知は、顧客のサブスクリプションが正常に実行されたことに基づいてリ
アルタイムで送信されます。
売り手は、買い手がオファーを受け入れるとメール通知を受け取ります。購入者は、オファーを受け入れ
るとメール通知を受け取ります。公開または非公開のオファーのサブスクリプションについては、購入
者と独立系ソフトウェアベンダー (ISV) に通知が送信されます。また、コンサルティングパートナーのプ
ライベートオファーのサブスクリプションについては、購入者、ISV、チャネルパートナーに送信されま
す。
ISV またはチャネルパートナーに送信される電子メール通知には、次の詳細が含まれます。
• 購入日、時刻、およびタイムゾーン
• カスタマーAWS アカウント ID
• 製品名
• 製品の識別
• オファー名
• オファーの識別
• 契約書の識別
• サービス開始日
• サービス終了日
• 購入金額 (契約パートナーおよびコンサルティングパートナー向け)
AWS Marketplaceまた、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を通じて、以下の製品に関す
る通知を送信することもできます。
• SaaS 製品用の Amazon SNS 通知 (p. 259)
• AMI 製品用の Amazon SNS 通知 (p. 122)
• コンテナ製品の Amazon SNS 通知 (p. 190)
以下のトピックでは、電子メール通知でサポートされているイベントタイプと通知の管理方法について説
明します。
トピック
• イベントタイプ (p. 300)
• の通知の管理 (p. 301)

イベントタイプ
以下のイベントタイプは、すべての製品と価格タイプの電子メール通知でサポートされています。
• 購入者がプロフェッショナルサービス製品をリクエストしました
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• 繰り返し発生するスキャンの脆弱性または定期的なスキャンのリマインダー
•
•
•
•

リセラーオポチュニティーが作成、更新、または期限切れになった
新規または更新されたプライベートオファーが公開されました
新規または更新されたチャネルパートナーのプライベートオファーが公開されました
買い手と売り手へのオファーの承認通知をメールで送信

Note
コンサルティングパートナーのプライベートオファーのリセラーオポチュニティの詳細について
は、「」ISVとしてコンサルティングパートナーにオポチュニティを作成するには (p. 51) と「」
を参照してくださいコンサルティングパートナーとしてプライベートオファーの作成 (p. 52)。

の通知の管理
以下のトピックでは、イベントの電子メール通知を管理する方法について説明します。
トピック
• メールアドレスの追加または更新 (p. 301)
• 受信者の通知の受信登録を解除する (p. 301)

メールアドレスの追加または更新
を使用して、最大 10 件のアドレスをカスタム E メール通知に追加できますAWS Marketplace 管理ポータ
ル。

メールアドレスを追加または更新するには
1.
2.

AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
[設定] から [通知] タブを選択します。

3.
4.

[カスタム通知用の電子メール] で、[電子メールアドレスを追加] を選択します。
「受信者の詳細」では、「メールアドレス」フィールドにカスタムメールアドレスを入力します。

5.
6.

(オプション) [新しい受信者を追加] を選択して、別のメールアドレスを追加します (合計 10 個まで)。
[Submit] (送信) を選択します。

受信者の通知の受信登録を解除する
メールアドレスを削除して、受信者がカスタムメール通知の購読を解除されるようにすることができま
す。

イベント通知から受信者の受信登録を解除するには
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
[設定] から [通知] タブを選択します。
[カスタム通知用の電子メール] で、[電子メールアドレスの更新] を選択します。
[受信者の詳細] で、[削除] を選択してメールアドレスを削除します。
[Submit] (送信) を選択します。
受信者はカスタムイベントのメール通知を受信しなくなります。
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販売者レポート、データフィード、
ダッシュボード
AWS Marketplace では、以下のツールを使用して製品の販売に関する情報を収集して分析できます。
• レポート (p. 345)。自動的に作成され、AWS Marketplace のすべての登録販売者が利用できます。
• これらのレポートのセクションにアクセスするために使用できる API (p. 14)。
• データフィード (p. 323)。レポートに示された取引の顧客情報を識別するための追加の顧客情報を提供
します。
• Amazon QuickSight が提供するダッシュボードには (p. 371)、財務データへのアクセスと分析に役立つ
チャート、グラフ、インサイトが用意されています。
AWS Marketplaceは、以下を順守しながら、レポート、データフィード、およびダッシュボードにできる
だけ多くのデータを提供します。
• 顧客データの保護に関する Amazon の標準と規定。
• 購入者が AWS Marketplace で製品を購入する際に承諾する利用規約。販売者は、購入者のデータを安全
に管理し、購入者からリクエストがあり次第、データを削除することが契約上義務付けられています。

セラーデリバリーデータフィードサービス
AWS Marketplace構造化されたデータを送信するメカニズムとしてデータフィードを提供します。 up-todate 製品および顧客情報からAWS Marketplaceシステムを Amazon S3 バケットを販売先とするようにし
て、販売者所有のビジネスインテリジェンスツール間の ETL (抽出、変換、ロード) を行います。
トランザクションデータは二時間構造で配信および追加されるため、売り手は両方のタイムスタンプを使
用して、2つのタイムラインに沿ってデータを保存および照会できます。
• 有効時間:現実世界で事実が起きた時 (「あなたが知っていたこと」)
• システム時間:その事実がデータベースに記録された日時 (「知った時」)。
データフィードは、前日の24時間のデータを含む前日の更新に続いて、毎日午後4時（UTC）に配信され
ます。更新は、購読している顧客、請求されている顧客、またはAWS支払いの支払い。
このセクションでは、データフィードの概要を示し、データフィードにアクセスして使用する方法につい
て説明します。以降の詳細セクション各データフィードについて説明します。

データフィードの保存と構造
データフィードは、コンマ区切り値 (CSV) ファイルを収集して、これを指定先の暗号化された Amazon
S3 バケットに配信します。CSV ファイルの特性は次のとおりです。
• 4180 標準に準拠しています。
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• 文字エンコーディングは UTF-8 (BOM なし) です。
• カンマは、値間の区切り文字として使用されます。
• フィールドは二重引用符でエスケープ
• \n は改行文字です。
• 日付は UTC タイムゾーンで報告され、日時形式は ISO 8601 に従い、精度は 1 秒以内です。
• すべての *_period_start_date 値および *_period_end_date 値は包括的です。つま
り、23:59:59 は任意の日の最後のタイムスタンプです。
• すべての金銭情報フィールドの先頭に通貨フィールドが付きます。
• 金銭情報フィールドでは、小数点の区切り文字としてピリオド (.) を使用し、3 桁の区切り文字として
カンマ (,) を使用しません。
データフィードは次のように生成されて保存されます。
• データフィードは 1 日以内に生成され、前日の 24 時間のデータが含まれます。
• Amazon S3 バケットでは、データフィードは次の形式を使用して月別に整理されます。
bucket-name/data-feed-name_version/year=YYYY/month=MM/data.csv
• 毎日のデータフィードが生成されると、当月の既存の CSV ファイルに追加されます。新しい月が始まる
と、データフィードごとに新しい CSV ファイルが生成されます。
• データフィードの情報は 2010/01/01 から 2020/04/30 (含む) までバックフィルされ、CSV ファイ
ル (p. 302)のyear=2010/month=01サブフォルダ。
特定のデータフィードの当月のファイルに列ヘッダーのみが含まれ、データが含まれていない場合があ
ります。これは、当月のフィードに新しいエントリがなかったことを意味します。製品フィードなど、
更新頻度が低いデータフィードで発生する場合があります。このような場合、データはバックフィルさ
れたフォルダで利用できます。
• Amazon S3 では、Amazon S3 ライフサイクルポリシーバケットにファイルを保持する期間を管理しま
す。
• 暗号化された S3 バケットをデータ送信先とするように Amazon SNS を設定できます。通知の設定方法
の詳細については、「」を参照してください。Amazon SNS の開始方法のAmazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド。

データの履歴化
各データフィードには、データの履歴を示す列があります。valid_to を除き、これらの列はすべての
データフィードに共通です。これらは共通の履歴スキーマとして含まれており、データのクエリに役立ち
ます。
列名

説明

valid_from

主キーの値が他のフィールドの値に関連して有効である最初の日付。

valid_to

この列は住所 (p. 325)データフィードにのみ表示され、常に空白です。

insert_date

レコードがデータフィードに挿入された日付。

update_date

レコードが最後に更新された日付。

delete_date

この列は常に空白です。

これらの列の例を次に示します。
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valid_from

valid_to

insert_date

update_date

2018-12T 02:00T
02:00-00-Z

2018-12T 02:00T
02:00-00-Z

2018-12T 02:00T
02:00-00-Z

2019-03-29T 03-03-29T
03-03-29T

2019-03-29T
03-03-29T 03-03-29T

2019-03-29T
03-03-29T 03-03-29T

2019-03-29T 03-03-29T
03-03-29T

2019-03-29T
03-03-29T 03-03-29T

2019-03-28T
03:00-00T 03:00T

delete_date

-valid_fromそしてupdate_dateフィールドが一緒になってバイテンポラルデータモデ
ル。-valid_fromフィールドは、その名前のとおり、項目がいつから有効になるかを示します。アイテム
が編集された場合、フィードに複数のレコードを含めることができ、それぞれに異なるupdate_dateし
かし、同じvalid_from日付. たとえば、項目の現在の値を見つけるには、最も新しいレコードを検索しま
す。update_date、最新のレコードのリストからvalid_from日付.
上の例では、レコードは元々 2018-12-12 に作成されました。その後、2019-03-29 に変更されました (た
とえば、レコードの住所が変更された場合)。その後、2019-04-28に、住所の変更が修正されました（そ
のためvalid_from変わらなかったけどupdate_dateやった)。住所を修正する（まれなイベント）と、
元のレコードから遡ってレコードが変更されるvalid_fromdate、そのフィールドは変更されませんで
した。最新のものを検索するクエリvalid_from2つのレコードを返します。1つは最新のレコードで
すupdate_date実際の現在のレコードを表示します。

データフィードへのアクセス
データフィードにアクセスするには、暗号化された Amazon S3 バケットをデータフィードの送信
先とするように環境を設定する必要があります。AWS Marketplace以下の内容を指定します。AWS
CloudFormationテンプレート構成を簡略化するために使用できます。

AWS CloudFormation テンプレートを使用してデータフィードを受信するように環境を設定する
には
1.

Web ブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータルその後、に移動します。顧客データストレージ
の設定。

2.

[Create resources with AWS CloudFormation (CloudFormatiion テンプレートを使用してリソースを
作成する)] を選択して、AWS CloudFormation コンソールの別のウィンドウでテンプレートを開きま
す。

3.

テンプレートで以下を指定し、[Next (次へ)] を選択します。
• スタック名 — データフィードへのアクセスを有効にするために作成するリソースのコレクション。
• Amazon S3 バケット名 — データフィードを保存する先のバケット。
• (オプション) Amazon SNS トピック名 — 次の場合に通知を受信するためのトピックAWSAmazon
S3 バケットに新しいデータを配信します。

4.

[Review (確認)] ページで入力内容を確認し、[Create stack (スタックの作成)] を選択します。これによ
り、新しいページが開き、 CloudFormation ステータスと詳細。

5.

Fromリソースタブで、次のリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を CloudFormation ページの各
フィールドに移動します。AWS Marketplace 顧客データストレージの設定ページ:
• データフィードを保存するための Amazon S3 バケットの詳細
• AWS KMSAmazon S3 バケットを暗号化するためのキー
• (オプション) 通知を受信する Amazon SNS トピックAWSAmazon S3 バケットに新しいデータを配
信する
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6.

[Set up customer data storage (顧客データストレージの設定)] ページで、[Submit (送信)] を選択しま
す。

7.

(オプション) によって作成されるポリシーを編集します。 CloudFormation テンプレート。詳細につい
ては、データフィードポリシー (p. 305) をご覧ください。

これで、データフィードにサブスクライブしました。次回にデータフィードが生成されると、データにア
クセスできます。
の詳細AWS CloudFormationテンプレート、「」を参照してくださいの使用AWS CloudFormationテンプ
レートのAWS CloudFormationユーザーガイド。

データフィードポリシー
Amazon S3 バケットが Amazon S3 バケットがによって作成される CloudFormation テンプレートを作成
すると、そのバケットにアタッチされたアクセスに関するポリシーが作成され、AWS KMSキー、および
Amazon SNS トピック。ポリシーでは、AWS Marketplaceレポートサービスは、データフィード情報を使
用してバケットと SNS トピックに書き出します。各ポリシーには次のようなセクションがあります (この
例は Amazon S3 バケットからのものです)。
{

},

"Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "reports.marketplace.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::datafeed-bucket",
"arn:aws:s3:::datafeed-bucket/*"
]

このポリシーでは、reports.marketplace.amazonaws.comサービスプリンシパルはAWS
Marketplaceを使用して Amazon S3 バケットにデータをプッシュします。-datafeed-bucketで指定した
バケットは CloudFormation テンプレート。
時期AWS MarketplaceAmazon S3のサービスコールを報告し、AWS KMS、または Amazon SNS の場合、
バケットに書き込む予定のデータの ARN を提供します。バケットに書き込まれるデータだけがユーザー
に代わって書き込まれるようにするには、aws:SourceArnポリシーの条件で。次の例では、accountidの ID を使用したAWS アカウント。

{

"Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "reports.marketplace.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
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"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::datafeed-test-bucket",
"arn:aws:s3:::datafeed-test-bucket/*"
,
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id",
"aws:SourceArn": ["arn:aws:marketplace::account-id:AWSMarketplace/
SellerDataSubscription/DataFeeds_V1",
"arn:aws:marketplace::account-id:AWSMarketplace/
SellerDataSubscription/Example-Report"]
}
}
},

データフィードの登録解除
Web ブラウザを開き、にサインインします。AWS Marketplace Management Portal。その後、に移動しま
す。お問い合わせページをクリックして AWS Marketplace マネージドカタログ業務チーム (MCO) チーム
に登録解除リクエストを送信してください。登録解除のリクエストが完了するまでに、最大で 10 営業日
かかることがあります。

データフィードの使用
Amazon S3 バケットのデータが使用可能な場合、次の方法でデータフィードを使用できます。
• 「」で作成した Amazon S3 バケットから .CSV ファイルをダウンロードするデータフィードへのアクセ
ス (p. 304)これにより、スプレッドシートでデータを表示することができます。
• ETL (抽出、変換、ロード)、SQLクエリ、ビジネス分析ツールを使用して、データを収集して分析しま
す。
データを収集して分析するには、AWS のサービスを使用するか、.CSV ベースのデータセットの分析を
実行できるサードパーティー製のツールを使用できます。

例: を使用するAWSデータを収集して分析するサービス
次の手順では、データフィードの送信先を Amazon S3 バケットとするように環境を設定済みであり、バ
ケットにデータフィードが含まれていることを前提としています。

データフィードからデータを収集して分析するには
1.

FromAWS Glueコンソール,クローラの作成データフィードを格納する Amazon S3 バケットに接続
し、必要なデータを抽出し、メタデータテーブルをAWS Glue Data Catalog。
AWS Glue の詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」を参照してください。

2.

FromAthena コンソール,データに対して SQL クエリを実行するAWS Glue Data Catalog。
Athena の詳細については、を参照してください。Amazon Athena ユーザーガイド。

3.

Fromアマゾン QuickSight コンソール,分析の作成そしてそれからビジュアルの作成データの。
Amazon の詳細については QuickSight「」を参照してください。アマゾン QuickSight ユーザーガイ
ド。
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1つの使用方法の詳細な例についてはAWSデータフィードのデータを収集して分析するサービス、「」
を参照してください売り手データフィード配信サービス、Amazon Athena、および Amazon を使用する
QuickSight 販売者レポートを作成するでAWS Marketplaceブログ.

データフィードテーブルの概要
-AWS Marketplace提供されるデータフィードは、クエリにより多くのコンテキストを提供するために結合
できる一連のテーブルです。
データフィードには、次の 3 つの一般的なドメイン、または関心のあるカテゴリがあります。
• カタログ— アカウント内の商品やオファーに関する情報が含まれます。
• アカウント— で製品を提供または購入するアカウントに関する情報が含まれますAWS Marketplace（自
分のアカウント、またはチャネルパートナーやバイヤーなど、協力している関係者のアカウント）。
• Revenue— 請求、支払い、税金に関する情報が含まれます。
次の図は、各ドメイン内の各テーブル間の関係を示しています。この図は、[カタログ]、[アカウント]、[収
益] の各ドメインと、その中のテーブルを示しています。

詳細については次のセクションで説明しますエンティティ関係各ドメインの (ER) ダイアグラム。各 ER 図
には、テーブルと各テーブル内のフィールド、およびテーブルの結合に使用できるフィールドが表示され
ます。

Note
このセクションの ER 図には、すべてのデータフィードに共通するフィールドは含まれていませ
ん。共通フィールドの詳細については、「データフィードの保存と構造 (p. 302)。
次の表は、ER 図で使用される記号について説明しています。
記号

説明
プライマリキー— テーブルのプライマリ
キー。と併用した場合valid_fromそし
てupdate_dateフィールド、それはユニークで
す。これらのフィールドを併用する方法の詳細
については、「データの履歴化 (p. 303)。複数
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記号

説明
のフィールドが主キーとしてマークされている場
合、それらのフィールドが一緒になって主キーを
形成します。
外部キー— 別のテーブルの主キーを表すフィー
ルド。テーブル内では必ずしも一意ではありませ
ん。

Note
場合によっては、現在のテーブルのレ
コードに外部テーブルに対応するレコー
ドがない場合、外部キーが空白になるこ
とがあります。
代替キー— テーブル内のキーとして使用できる
キー。主キーと同じ一意性規則に従います。

コネクタ— フィールド間の線は、テーブルを結
合するために使用できる 2 つのフィールドである
接続を表します。線の端は接続のタイプを表しま
す。この例は one-to-many 接続。

コネクタタイプ
次の表は、各コネクタがなる得る端のタイプを示しています。
コネクタタイプ

説明
1 to N-この端を持つコネクタは、結合のこちら側
にちょうど 1 つの値を持つ結合を表します。

0 または 1 to-この端を持つコネクタは、結合のこ
ちら側に 0 または 1 つの値を持つ結合を表しま
す。

0 または n-この端を持つコネクタは、結合のこち
ら側にゼロ、1、または多くの値を持つ結合を表し
ます。

1 つ以上を n に-この端を持つコネクタは、結合の
こちら側に 1 つまたは複数の値を持つ結合を表し
ます。
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カタログ関連テーブル
次の図は、カタログ内のテーブル間の関係です。

-Product,Offer_Product,Offer,Offer_Target, およびLegacy_id_mapping_tables はカタログドメ
インにあります。
-Offer_Targetテーブルには、account_idターゲットの、しかしときだ
けtarget_typevalueaccount。
-Legacy_id_mappingテーブルは現在のデータには使用されていません。
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Note
テーブル内の各フィールドの説明など、これらのテーブルの詳細についてはそして作成できる結
合の以下のトピックを参照してください。
• 製品データフィード (p. 340)
• オファー製品データフィード (p. 338)
• オファーデータフィード (p. 337)
• オファーターゲットデータフィード (p. 339)
• レガシーマッピングデータフィード (p. 336)

アカウント関連テーブル
次の図は、AccountそしてAddressAccounts ドメインのテーブル、およびテーブル内のフィールド。
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Note
テーブル内の各フィールドの説明など、これらのテーブルの詳細についてはそして作成できる結
合の以下のトピックを参照してください。
• アカウントデータフィード (p. 324)
• 住所データフィード (p. 325)

収益関連テーブル
次の図は、Billing_EventそしてTax_ItemRevenueドメインのテーブル、およびテーブル内のフィール
ド。-Billing_Event表には、支払いと請求イベントに関する情報が含まれています。
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Note
テーブル内の各フィールドの説明など、これらのテーブルの詳細についてはそして作成できる結
合の以下のトピックを参照してください。
• 請求イベントデータフィード (p. 326)
• 税品目データフィード (p. 341)

データフィードのクエリ例
このセクションでは、によって提供されるデータフィードを使用した複雑なクエリの例を示します。AWS
Marketplace。これらの例は販売者レポート (p. 345)あなたが得たのはAWS Marketplace 管理ポータル。
これらのクエリをカスタマイズして、必要な他のレポートを作成できます。

例 1: 製品別の支払い
製品ごとに支払われた金額を確認するには、次のようなクエリを実行できます。この例は支払いレポー
ト (p. 355)販売者レポートとして入手できます。ただし、このサンプルを使用して独自のクエリを作成
し、必要なレポートを正確に取得するようにカスタマイズできます。
この一連のサンプルクエリは、支払いを含む製品詳細の最終リストを作成するために相互に構築されま
す。特定の時点での製品情報を取得する方法も示しています。クエリのコメントは、クエリの実行内容
と、クエリを変更してデータのさまざまなビューを取得する方法を説明しています。

Note
このクエリを実行すると、取り込まれたデータが 2 つの時間軸 (valid_from 列と update 列) を使
用していると仮定します。詳細については、「データフィードの保存と構造 (p. 302)」を参照し
てください。
-- Get all the products and keep the latest product_id, valid_from tuple
with products_with_uni_temporal_data as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, valid_from
ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
as row_num
from
productfeed_v1
)
where
-- A product_id can appear multiple times with the same
-- valid_from date but with a different update_date column,
-- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
-- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
row_num = 1
),
-- Gets the latest revision of a product
-- A product can have multiple revisions where some of the
-- columns, like the title, can change.
-- For the purpose of the disbursement report, we want
-- to get the latest revision of a product
products_with_latest_version as (
select
*
from
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(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id
ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
as row_num_latest_version
from
products_with_uni_temporal_data
)
where
row_num_latest_version = 1

),

-- Get all the accounts and keep the latest account_id, valid_from tuple
accounts_with_uni_temporal_data as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id, valid_from ORDER BY
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
from
accountfeed_v1
)
where
-- An account_id can appear multiple times with the same
-- valid_from date but with a different update_date column,
-- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
-- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
row_num = 1
),
-- Gets the latest revision of an account
-- An account can have multiple revisions where some of the
-- columns, like the mailing_address_id, can change.
-- For the purpose of the disbursement report, we want
-- to get the latest revision of a product
accounts_with_latest_version as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id
ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
as row_num_latest_version
from
accounts_with_uni_temporal_data
)
where
row_num_latest_version = 1
),
-- Get all the billing events and keep the
-- latest billing_event_id, valid_from tuple:
billing_events_with_uni_temporal_data as (
select
*
from (
select
billing_event_id,
from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
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from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
transaction_type,
transaction_reference_id,
product_id,
disbursement_billing_event_id,
action,
from_account_id,
to_account_id,
end_user_account_id,
CAST(amount as decimal(20, 10)) invoice_amount,
bank_trace_id,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY billing_event_id, valid_from
ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
as row_num
from
billingeventfeed_v1
)
where row_num = 1
),
-- Get all the disbursements
-- The billing events data is immutable.
-- It is not required to use time windows based on the
-- valid_from column to get the most recent billing event
disbursement_events as (
select
billing_events_raw.billing_event_id as disbursement_id,
billing_events_raw.invoice_date as disbursement_date,
billing_events_raw.bank_trace_id
from
billing_events_with_uni_temporal_data billing_events_raw
where
-- Only interested in disbursements, so filter out
-- non-disbursements by selecting transaction type
-- to be DISBURSEMENT:
billing_events_raw.transaction_type = 'DISBURSEMENT'
-- Select a time period, you can adjust the dates
-- below if need be. For billing events use the
-- invoice date as the point in time of the
-- disbursement being initiated:
and billing_events_raw.invoice_date >=
from_iso8601_timestamp('2020-10-01T00:00:00Z')
and billing_events_raw.invoice_date <
from_iso8601_timestamp('2020-11-01T00:00:00Z')
),
-- Get the invoices along with the line items that
-- are part of the above filtered disbursements
disbursed_line_items as (
select
line_items.transaction_reference_id,
line_items.product_id,
line_items.transaction_type,
(case
-- Get the payer of the invoice from any
-- transaction type that is not AWS and
-- not BALANCE_ADJUSTMENT.
-- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing
-- event feed will show the "AWS Marketplace"
-- account as the receiver of the funds and the
-- seller as the payer. Filter those out.
when line_items.transaction_type
not like '%AWS%' and transaction_type
not like 'BALANCE_ADJUSTMENT'
then line_items.from_account_id
end) as payer_account_id,
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line_items.end_user_account_id,
invoice_amount,
disbursements.disbursement_date,
disbursements.disbursement_id,
disbursements.bank_trace_id
from
billing_events_with_uni_temporal_data line_items
-- Each disbursed line item is linked to the parent
-- disbursement via the disbursement_billing_event_id
join disbursement_events disbursements
on disbursements.disbursement_id
= line_items.disbursement_billing_event_id
where
-- we are interested only in the invoice line
-- items that are DISBURSED
line_items.action = 'DISBURSED'
),
-- An invoice can contain multiple line items
-- Create a pivot table to calculate the different
-- amounts that are part of an invoice.
-- The new row is aggregated at
-- transaction_reference_id - end_user_account_id level
invoice_amounts_aggregated as (
select
transaction_reference_id,
product_id,
-- a given disbursement id should have the
-- same disbursement_date
max(disbursement_date) as disbursement_date,
-- Build a pivot table in order to provide all the
-- data related to a transaction in a single row.
-- Note that the amounts are negated. This is because
-- when an invoice is generated, we give you the
-- positive amounts and the disbursement event
-- negates the amounts
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE'
then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE'
then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_REFUND'
then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_REFUND'
then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT'
then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT'
then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE'
then -invoice_amount else 0 end) as seller_tax_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND'
then -invoice_amount else 0 end) as seller_tax_refund,
-- This is the account that pays the invoice:
max(payer_account_id) as payer_account_id,
-- This is the account that subscribed to the product:
end_user_account_id as customer_account_id,
bank_trace_id
from
disbursed_line_items
group by
transaction_reference_id,
product_id,
disbursement_id,
-- There might be a different end-user for the same
-- transaction reference id. Distributed licenses
-- is an example
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),

end_user_account_id,
bank_trace_id

disbursed_amount_by_product as (
select
products.title as ProductTitle,
products.product_code as ProductCode,
-- We are rounding the sums using 2 decimal precision
-- Note that the rounding method might differ
-- between SQL implementations.
-- The disbursement seller report is using
-- RoundingMode.HALF_UP. This might create
-- discrepancies between this SQL output
-- and the disbursement seller report
round(invoice_amounts.seller_rev_share, 2) as SellerRev,
round(invoice_amounts.aws_rev_share, 2) as AWSRefFee,
round(invoice_amounts.seller_rev_refund, 2) as SellerRevRefund,
round(invoice_amounts.aws_rev_refund, 2) as AWSRefFeeRefund,
round(invoice_amounts.seller_rev_credit, 2) as SellerRevCredit,
round(invoice_amounts.aws_rev_credit, 2) as AWSRefFeeCredit,
(
round(invoice_amounts.seller_rev_share, 2) +
round(invoice_amounts.aws_rev_share, 2) +
round(invoice_amounts.seller_rev_refund, 2) +
round(invoice_amounts.aws_rev_refund, 2) +
round(invoice_amounts.seller_rev_credit, 2) +
round(invoice_amounts.aws_rev_credit, 2)
) as NetAmount,
invoice_amounts.transaction_reference_id
as TransactionReferenceID,
round(invoice_amounts.seller_tax_share, 2)
as SellerSalesTax,
round(invoice_amounts.seller_tax_refund, 2)
as SellerSalesTaxRefund,
payer_info.aws_account_id
as PayerAwsAccountId,
customer_info.aws_account_id
as EndCustomerAwsAccountId,
invoice_amounts.disbursement_date
as DisbursementDate,
invoice_amounts.bank_trace_id
as BankTraceId
from
invoice_amounts_aggregated invoice_amounts
join products_with_latest_version products
on products.product_id = invoice_amounts.product_id
left join accounts_with_latest_version payer_info
on payer_info.account_id = invoice_amounts.payer_account_id
left join accounts_with_latest_version customer_info
on customer_info.account_id = invoice_amounts.customer_account_id
)
select * from disbursed_amount_by_product;

例 2: 販売補償レポート
請求された収益を顧客別に確認するには、次のようなクエリを実行できます。この例は販売補償レポー
ト (p. 366)販売者レポートとして入手できます。ただし、このサンプルを使用して独自のクエリを作成
し、必要なレポートを正確に取得するようにカスタマイズできます。
これは、ソフトウェアの使用に対して各顧客に請求される合計金額を含む顧客詳細の最終リストを作成す
るために、相互に構築される一連のサンプルクエリです。クエリのコメントは、クエリの実行内容と、ク
エリを変更してデータのさまざまなビューを取得する方法を説明しています。
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Note
このクエリを実行すると、取り込まれたデータが 2 つの時間軸 (valid_from 列と update 列) を使
用していると仮定します。詳細については、「データフィードの保存と構造 (p. 302)」を参照し
てください。
-- Gets all the products and keeps the latest product_id,
-- valid_from tuple.
with products_with_uni_temporal_data as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, valid_from
ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
as row_num
from
productfeed_v1
)
where
-- A product_id can appear multiple times with the same
-- valid_from date but with a different update_date column,
-- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
-- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
row_num = 1
),
-- Gets the latest revision of a product
-- A product can have multiple revisions where some of the
-- columns, like the title, can change.
-- For the purpose of the sales compensation report, we want
-- to get the latest revision of a product
products_with_latest_revision as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY
from_iso8601_timestamp(valid_from) desc) as row_num_latest_revision
from
products_with_uni_temporal_data
)
where
row_num_latest_revision = 1
),
-- Gets all the addresses and keeps the latest address_id,
-- aws_account_id, and valid_from combination.
-- We're transitioning from a bi-temporal data model to an
-- uni-temporal data_model
piifeed_with_uni_temporal_data as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (
PARTITION BY address_id, aws_account_id, valid_from
ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
as row_num
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from
piifeed

)
where
-- An address_id can appear multiple times with the same
-- valid_from date but with a different update_date column.
-- We are only interested in the most recent.
row_num = 1
),
-- Gets the latest revision of an address.
-- An address_id can have multiple revisions where some of
-- the columns can change.
-- For the purpose of the sales compensation report, we want to
-- get the latest revision of an address + account_id pair.
pii_with_latest_revision as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY address_id, aws_account_id
ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
as row_num_latest_revision
from
piifeed_with_uni_temporal_data
)
where
row_num_latest_revision = 1
),
-- Gets all the accounts and keeps the latest
-- account_id, valid_from tuple.
-- We're transitioning from a bi-temporal data
-- model to an uni-temporal data_model.
accounts_with_uni_temporal_data as (
select
*
from
(
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id, valid_from
ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
as row_num
from
accountfeed_v1
)
where
-- An account_id can appear multiple times with the same
-- valid_from date but with a different update_date column.
-- We are only interested in the most recent tuple.
row_num = 1
),
-- Gets all the historical dates for an account
-- An account can have multiple revisions where some of the
-- columns like the mailing_address_id can change.
accounts_with_history as (
select
*,
-- This interval's begin_date
case
when
-- First record for a given account_id
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lag(valid_from, 1) over (partition by account_id
order by from_iso8601_timestamp(valid_from) asc) is null
then
-- 'force' begin_date a bit earlier because of different
-- data propagation times. We'll subtract one day as one
-- hour is not sufficient
from_iso8601_timestamp(valid_from) - INTERVAL '1' DAY
else
-- not the first line -> return the real date
from_iso8601_timestamp(valid_from)
end as begin_date,
-- This interval's end date.
COALESCE(
LEAD(from_iso8601_timestamp(valid_from), 1)
OVER (partition by account_id
ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from)),
from_iso8601_timestamp('9999-01-01T00:00:00Z')
) as end_date
from
accounts_with_uni_temporal_data

),

-- Gets all the billing events and keeps the latest
-- billing_event_id, valid_from tuple.
-- We're transitioning from a bi-temporal data
-- model to an uni-temporal data_model.
billing_events_with_uni_temporal_data as (
select
*
from (
select
billing_event_id,
from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
transaction_type,
transaction_reference_id,
product_id,
disbursement_billing_event_id,
action,
currency,
from_account_id,
to_account_id,
end_user_account_id,
-- convert an empty billing address to null. This will
-- later be used in a COALESCE call
case
when billing_address_id <> '' then billing_address_id else null
end as billing_address_id,
CAST(amount as decimal(20, 10)) invoice_amount,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY billing_event_id, valid_from
ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
as row_num
from
billingeventfeed_v1
where
-- The Sales Compensation Report does not contain BALANCE
-- ADJUSTMENTS, so we filter them out here
transaction_type <> 'BALANCE_ADJUSTMENT'
-- Keep only the transactions that will affect any
-- future disbursed amounts.
and balance_impacting = '1'
)
where row_num = 1
),
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-- Gets the billing address for all DISBURSED invoices. This
-- will be the address of the payer when the invoice was paid.
-- NOTE: For legal reasons, for CPPO transactions, the
-- manufacturer will not see the payer's billing address id
billing_addresses_for_disbursed_invoices as (
select
billing_events_raw.transaction_reference_id,
billing_events_raw.billing_address_id,
billing_events_raw.from_account_id
from
billing_events_with_uni_temporal_data billing_events_raw
where
-- the disbursed items will contain the billing address id
billing_events_raw.action = 'DISBURSED'
-- we only want to get the billing address id for the
-- transaction line items where the seller is the receiver
-- of the amount
and billing_events_raw.transaction_type like 'SELLER_%'
group by
billing_events_raw.transaction_reference_id,
billing_events_raw.billing_address_id,
billing_events_raw.from_account_id
),
-- An invoice can contain multiple line items.
-- We create a pivot table to calculate the different amounts
-- that are part of an invoice.
-- The new row is aggregated at
-- transaction_reference_id - end_user_account_id level
invoiced_and_forgiven_transactions as (
select
transaction_reference_id,
product_id,
-- A transaction will have the same invoice date for all
-- of its line items (transaction types)
max(invoice_date) as invoice_date,
-- A transaction will have the same billing_address_id
-- for all of its line items. Remember that the billing event
-- is uni temporal and we retrieved only the latest valid_from item
max(billing_address_id) as billing_address_id,
-- A transaction will have the same currency for all
-- of its line items
max(currency) as currency,
-- We're building a pivot table in order to provide all the
-- data related to a transaction in a single row
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE'
then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE'
then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_REFUND'
then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_REFUND'
then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT'
then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT'
then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE'
then invoice_amount else 0 end) as seller_tax_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND'
then invoice_amount else 0 end) as seller_tax_refund,
-- this is the account that pays the invoice.
max(case
-- Get the payer of the invoice from any transaction type
-- that is not AWS and not BALANCE_ADJUSTMENT.
-- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed

321

AWS Marketplace 販売者ガイド
データフィードのクエリ例

),

-- will show the "AWS Marketplace" account as the
-- receiver of the funds and the seller as the payer. We
-- are not interested in this information here.
when
transaction_type not like '%AWS%'
and transaction_type not like 'BALANCE_ADJUSTMENT'
then from_account_id
end) as payer_account_id,
-- this is the account that subscribed to your product
end_user_account_id as customer_account_id
from
billing_events_with_uni_temporal_data
where
-- Get invoiced or forgiven items. Disbursements are
-- not part of the sales compensation report
action in ('INVOICED', 'FORGIVEN')
group by
transaction_reference_id,
product_id,
-- There might be a different end-user for the same
-- transaction reference id. Distributed licenses
-- is an example.
end_user_account_id

invoiced_items_with_product_and_billing_address as (
select
invoice_amounts.*,
products.product_code,
products.title,
payer_info.aws_account_id as payer_aws_account_id,
payer_info.account_id as payer_reference_id,
customer_info.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
(
invoice_amounts.seller_rev_share +
invoice_amounts.aws_rev_share +
invoice_amounts.seller_rev_refund +
invoice_amounts.aws_rev_refund +
invoice_amounts.seller_rev_credit +
invoice_amounts.aws_rev_credit +
invoice_amounts.seller_tax_share +
invoice_amounts.seller_tax_refund
) as seller_net_revenue,
-- Try to get the billing address from the DISBURSED event
-- (if any). If there is no DISBURSEMENT, get the billing
-- address from the INVOICED item. If still no billing address,
-- then default to getting the mailing address of the payer.
coalesce(billing_add.billing_address_id,
invoice_amounts.billing_address_id,
payer_info.mailing_address_id)
as final_billing_address_id
from
invoiced_and_forgiven_transactions invoice_amounts
join products_with_latest_revision products
on products.product_id = invoice_amounts.product_id
left join accounts_with_history payer_info
on payer_info.account_id = invoice_amounts.payer_account_id
-- Get the Payer Information at the time of invoice creation
and payer_info.begin_date <= invoice_amounts.invoice_date
and invoice_amounts.invoice_date < payer_info.end_date
left join accounts_with_history customer_info
on customer_info.account_id = invoice_amounts.customer_account_id
-- Get the End User Information at the time of invoice creation
and customer_info.begin_date <= invoice_amounts.invoice_date
and invoice_amounts.invoice_date < customer_info.end_date
left join billing_addresses_for_disbursed_invoices billing_add
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),

on billing_add.transaction_reference_id =
invoice_amounts.transaction_reference_id
and billing_add.from_account_id =
invoice_amounts.payer_account_id

invoices_with_full_address as (
select
payer_aws_account_id as "Customer AWS Account Number",
pii_data.country as "Country",
pii_data.state_or_region as "State",
pii_data.city as "City",
pii_data.postal_code as "Zip Code",
pii_data.email_domain as "Email Domain",
product_code as "Product Code",
title as "Product Title",
seller_rev_share as "Gross Revenue",
aws_rev_share as "AWS Revenue Share",
seller_rev_refund as "Gross Refunds",
aws_rev_refund as "AWS Refunds Share",
seller_net_revenue as "Net Revenue",
currency as "Currency",
date_format(invoice_date, '%Y-%m')as "AR Period",
transaction_reference_id as "Transaction Reference ID",
payer_reference_id as "Payer Reference ID",
end_user_aws_account_id as "End Customer AWS Account ID"
from
invoiced_items_with_product_and_billing_address invoice_amounts
left join pii_with_latest_revision pii_data
on pii_data.aws_account_id = invoice_amounts.payer_aws_account_id
and pii_data.address_id = invoice_amounts.final_billing_address_id
-- Filter out FORGIVEN and Field Demonstration Pricing transactions
where seller_net_revenue <> 0
)
select * from invoices_with_full_address;

データフィード
AWS Marketplace は、製品の販売に関する情報を販売者が収集および分析する際に役立つ複数のデータ
フィードを提供しています。データフィードは、AWS Marketplace のすべての登録販売者が利用できま
す。データフィードは 1 日以内に生成されるため、最新のデータを利用できます。
以下のセクションでは、各データフィードについて説明します。
トピック
• アカウントデータフィード (p. 324)
• 住所データフィード (p. 325)
• 請求イベントデータフィード (p. 326)
• レガシーマッピングデータフィード (p. 336)
• オファーデータフィード (p. 337)
• オファー製品データフィード (p. 338)
• オファーターゲットデータフィード (p. 339)
• 製品データフィード (p. 340)
• 税品目データフィード (p. 341)
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アカウントデータフィード
このデータフィードは、ユーザーが操作するすべてのアカウント (ユーザー自身、使用しているチャネル
パートナー、購入者、支払者、およびすべての課税対象アカウント) に関する情報を提供します。
アカウントデータはイミュータブルであり、バージョン番号は関連付けられません。フィールドに対する
変更は付け加えられるため、このデータフィードには同じ account_id 値と、異なる valid_from 値
を持つ複数の行が存在する場合があります。データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴
化 (p. 303)」を参照してください。
アカウントデータフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
列名

説明

account_id

アカウントのグローバル一意識別子 (GUID)。
はフィールドを結合するために使用できま
すProduct,Offer_Target,Billing_Event, お
よびTax_Itemデータフィード。結合に使用できる
フィールドについては、これらのデータフィード
を参照してください。

aws_account_id

販売者の AWS アカウントの AWS アカウント番
号。AWS パーティションごとに一意です。

encrypted_account_id

アプリケーションの購入者別の一意の暗号化さ
れた ID。の価値encrypted_account_idに
よって使用されるAWS Marketplaceたと
えば、の値としてのメータリングサービ
スCustomerIdentifierそれはによって返されま
すResolveCustomeraction.

mailing_address_id

このアカウントの郵送先住所の参照。

tax_address_id

このアカウントの税宛先住所の参照。

tax_registration_number

米国以外のアカウントの場合、このアカウントの
税登録番号。

tax_legal_name

米国以外のアカウントの場合、法人名。これは、
税金請求書で使用される名前です。

アカウントデータフィードの例
アカウントデータフィードの例は次のとおりです。見やすいように、データの履歴列は表示していませ
ん。データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
account_id

aws_account_idencrypted_account_id
mailing_address_id
tax_address_id tax_registration_number
tax_legal_name

xk0cSmiAm6PQ4QqEog9iiaochIzuPlkmfba7a1odlz
444456660000 Zf7oMzheGWpH
25o3k46en6eViOffiiqtxwx8E3kaOiPalUiofjyFa3
7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8
555567679999 373vuQUqmQ8v
5oJ6vTjSzmrrf2gvh2vj9hfqim800mulehmyfy5lr42s8
5oJ6vTjSzmrrf2gvh2vj9hfqim800mulehmyfy5lr42s8
SE823935083345
VIeGa2t9j3muxioH9wc8lsndxxcGCGUreeXriocM5
73739998888 8SPxAYmi8MwX
nluC5UeiMlgftrdwcoftdphduf1Oasd8xgl5qm8db7
v5nhbyBiYogwy0wmHndgu4AfMggmuotc2j7pm8zkknnyt
DE469558025
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住所データフィード
このデータフィードは、ユーザーが操作するすべてのアカウント (ユーザー自身、使用しているチャネル
パートナー、購入者、支払者、およびすべての課税対象アカウント) に関する連絡先情報を提供します。
新しい取引が発生するたびに、その取引の顧客住所がスキャンされ、その住所がデータフィードにない場
合は、新しいエントリがデータフィードファイルに追加されます。
住所データはイミュータブルです。
住所データフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
列名

説明

address_id

住所の一意のキー。
から参加するために使用できま
すBilling_Event上のデータフィー
ドbilling_address_idフィー
ルド、またはAccount上のデータ
フィードmailing_address_idまた
はtax_address_idフィールド。

aws_account_id

-AWSこの住所のアカウント番号。
に参加するために使用できますAccount上のデー
タフィードaws_account_idフィールド。

email_domain

このアカウントの登録済み E メールアドレスのド
メイン。

company_name

このアカウントの登録済み会社名。

country

この住所の登録済み ISO 3166 alpha-2 国コード。

state_or_region

この住所の登録済み都道府県またはリージョン。

city

この住所の登録済み市区町村。

postal_code

この住所の登録済み郵便番号。

address_line_1

この住所の登録済み行 (1 行目)。

address_line_2

この住所の登録済み行 (2 行目)。

address_line_3

この住所の登録済み行 (3 行目)。

住所データフィードの例
住所データフィードの例を次に示します。この情報は、データフィードの単一のテーブルに表示されま
す。見やすいように、ここではデータを 2 つのテーブルに表示し、データの履歴列は表示していません。
データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
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address_id

aws_account_id
email_domaincompany_name
country

state_or_region
city

v5nhbyBiYogwy0wmHndgu4AfMggmuotc2j7pm8zkknnyt
444456660000
a.com
Mateo
DE
Jackson's
Company

postal_code

Hamburg

67568

57684

G68xdbkzqdvvhzfbgw6yf5yos0a6niSVWHMH5ViLjf
555567679999
b.com
Mary
Major's
Company

米国

OH

Dayton

nluC5UeiMlgftrdwcoftdphduf1Oasd8xgl5qm8db7
555567679999
c.com
Our Seller

米国

NY

ニューヨー 89475
ク

address_line_1

address_line_2

address_line_3

19th Floor

請求イベントデータフィード
このデータフィードは、請求や支払いなど、請求イベントに関する情報を提供します。
たとえば、このデータフィードを使用して、購入者への請求日や請求内容を確認できます。サンプルの
SQL クエリ (p. 333)を使用して、このデータフィードのデータを分析することもできます。
このデータフィードは、登録販売者としての請求イベントに関連する情報を示します。チャネルパート
ナーを通じて締結された契約の場合、このデータフィードには、レコードの製造者と販売者の間の請求イ
ベントに関する情報が含まれます。
請求イベントデータフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
請求イベントデータはイミュータブルです。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
列名

説明

billing_event_id

請求イベントの識別子。この ID は、販売者の環境
内で一意です。

from_account_id

請求イベントを開始したアカウン
ト。transaction_type が SELLER_REV_SHARE
である場合は、購入者の支払いアカウントです。
これは、アカウント (p. 324)データフィードへの
外部キーです。
参加するために使用できますAccountデータ
フィードaccount_id。

to_account_id

製品の取引金額を受け取るアカウント。これは、
アカウントデータフィードへの外部キーです。
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列名

説明
参加するために使用できますAccountデータ
フィードaccount_id。

end_user_account_id

製品を使用するアカウント。このアカウントは、
購入者アカウントや支払者アカウントとは異なる
場合があります。
参加するために使用できますAccountデータ
フィードaccount_id。

product_id

製品の識別子。これは 製品 (p. 340)データフィー
ドへの外部キーです。
参加するために使用できますProductデータ
フィードproduct_id。

action

このイベントのアクションのタイプ。可能な値は
以下のとおりです。
• INVOICED— 購入者に金額の請求が行われまし
た。
• FORGIVEN— 購入者に金額が請求され、AWS
チャージを元に戻した。
• DISBURSED— 出品者にはこの金額が支払われま
した。これは、1 か月分の請求書をまとめるか、
オンデマンド支払いとすることができます。
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列名

説明

transaction_type

取引のタイプ。例については、「課税シナリ
オ (p. 331)」を参照してください。可能な値は以
下のとおりです。
• SELLER_REV_SHARE— 正の金額。これは、売り
手が買い手との契約で設定した価格です。
• SELLER_TAX_SHARE— 正の金額。これは加算さ
れた金額ですSELLER_REV_SHARE売り手が支払
うべき税金を補うため。
• AWS_REV_SHARE— マイナスの金額。これは出
品手数料です。
• AWS_TAX_SHARE— 正の金額。これは税額です
AWSに加えて集められたSELLER_REV_SHARE。
この金額は販売者の残高には影響しません。こ
の金額は支払われず、売り手に請求され、売り
手に代わって当局に送金される税金を売り手が
認識できるようにするためのものです。
• transaction_type_REFUND— 購入者がリク
エストした返金の金額。
• transaction_type_CREDIT— 金額AWS購入
者にクレジットを入れます。
• BALANCE_ADJUSTMENT— によって行われた調
整AWS請求の問題を解決するため。
• DISBURSEMENT— 次の値の場
合actionですDISBURSEDそしての価
値balance_impactingです1、これ
は売り手に支払われた金額です。の値
がactionですINVOICED、この記録は否定す
るparent_billing_event_id全部または
一部を記録します。この場合、関連する支払
いdisbursement_billing_event_idが表示
され、その値はbalance_impactingです0。
• DISBURSEMENT_FAILURE— トランザクション
を無効にします。
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列名

説明

parent_billing_event_id

の値が次の場合broker_idですAWS_INC、の価
値actionですDISBURSEDまたはFORGIVEN、
およびの価値transaction_typeで
すDISBURSEMENT、parent_billing_event_idオ
リジナルを指しますbilling_event_idそれがこ
の請求イベントの始まりです。action に別の値が
ある場合、このフィールドは null です。
の値が次の場合broker_idで
すAWS_EUROPE、parent_billing_event_idオ
リジナルを指しますbilling_event_idこれによ
り、次のシナリオでこの請求イベントが開始され
ました。
• の価値actionですFORGIVENま
たはINVOICEDそしての価
値 transaction_typeです
AWS_REV_SHARE,AWS_REV_SHARE_REFUND、
またはSELLER_REV_SHARE_REFUND。
• の価値actionですDISBURSEDそして
の価値transaction_typeですANY(除
くDISBURSEMENT_FAILURE).

• の価値transaction_typeで
すAWS_TAX_SHARE,AWS_TAX_SHARE_REFUND,SELLER_TAX_S
または SELLER_TAX_SHARE_REFUND。
• の価値actionですDISBURSEDそ
しての価値transaction_typeで
すDISBURSEMENT_FAILURE。
の値が次の場合broker_idで
すAWS_EUROPE、parent_billing_event_idオ
リジナルを指しますbilling_event_id前回成功
した支払い請求イベントのうち、次のシナリオで
計算されます。
• の価値actionですDISBURSEDそ
しての価値transaction_typeで
すDISBURSEMENT_FAILURE。
の値が次の場合broker_idですAWS_EUROPE、こ
のフィールドは残りのすべてのシナリオで NULL
です。
disbursement_billing_event_id

価値が次の場合の関連支出actionで
すDISBURSEDそして、次のいずれかに該当しま
す。
• transaction_type like ('SELLER%')
• transaction_type like ('AWS%')
その他のシナリオでは、この値は NULL です。
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列名

説明

amount

請求イベントの金額。

currency

ISO 639 通貨コード。

balance_impacting

販売者の支払いを計算する際に該当金額を考慮す
るかどうか。0 の値は、該当金額が情報提供のため
に表示されており、残高には影響しないことを示
します。1 の値は、該当金額が販売者の支払いを決
定する際に考慮されることを示します。

invoice_date

請求書が作成された日付。

payment_due_date

の値が次の場合actionですINVOICED、、請求書
の支払期日。

usage_period_start_date

レコードの期間の開始日。

usage_period_end_date

レコードの期間の終了日。

invoice_id

AWS の請求書 ID。

billing_address_id

住所データフィードにおける支払人の請求連絡先
の参照。
参加するために使用できますAddressデータ
フィードaddress_id。

transaction_reference_id

以下のレポートのデータを相互参照できる識別
子。
• 支払いレポート (p. 355)
• 月別請求済み収益レポート (p. 360)
• 販売補償レポート (p. 366)
• 米国の消費税と使用税レポート (p. 368)

bank_trace_id

支払い取引の場合（transaction_type=
はDISBURSEMENTそしてアクション
はDISBURSED)、銀行によって割り当てられたト
レース ID。トレース ID を使用して、銀行から提供
された販売銀行からのレポートに関連付けること
ができます。

broker_id

取引を促進した事業体の識別子。可能な値は以下
のとおりです。
• AWS_INC
— の識別子AWS, Inc.（米国に拠点を置く）。
• AWS_EUROPE
— Amazon Web Services EMEA SARL (ルクセ
ンブルクに拠点を置く) の識別子。
• NULL
— 明示的な記述のない以前の取引broker_idに
よって促進されましたAWS_INC。
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課税シナリオ
購入者と販売者の国および州に適用されている課税モデルによって、税金の徴収と支払の方法が決まりま
す。考えられるシナリオは次のとおりです。
• AWS が税金を徴収して納税します。この場合、transaction_type は AWS_TAX_SHARE です。
• AWS が税金を徴収して販売者に支出し、販売者が税務当局に納税します。この場
合、transaction_type は SELLER_TAX_SHARE です。
• AWS は税金を徴収しません。販売者が税金を計算して税務当局に納税する必要があります。この場
合、AWS Marketplace は税額計算を行ったり、課税情報を受け取ったりしません。販売者が収益分配金
から納税します。

請求イベントデータフィードの例
このセクションでは、請求時と 1 か月後の請求イベントデータ期間の例を示します。このセクションのす
べての表について、次の点に注意してください。
• データフィードの billing_event_id 値は 40 文字の英数字文字列です。ここでは、見やすいように
2 文字の文字列として表示しています。
• この情報は、データフィードの単一のテーブルに表示されます。見やすいように、ここではデータを複
数のテーブルに表示し、一部の列を省略しています。
このセクションの例では、以下を前提とします。
• Arnav は購入者です。
• アカウント ID は 737399998888 です。
• 居住国のフランスでは、マーケットプレイスファシリテーター法が適用されます。詳細については、
「アマゾン ウェブ サービス税務ヘルプ」を参照してください。
• prod-o4grxfafcxxxx を購入し、この製品の月間使用料として 120.60 USD を請求されました。
• 当月内に請求額を支払いました。
• Jane はメーカーです。
• アカウント ID は 111122223333 です。
• Paulo は登録販売者です。
• アカウント ID は 777788889999 です。
• 居住しているカンザス州は、マーケットプレイスファシリテーター法の対象ではありません.

登録販売者の請求イベントデータフィード
Paulo は、登録販売者として購入者の Arnav に請求を行います。
次の表は、Paulo が Arnav に請求した際のデータフィードの関連情報を示しています。
billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_id
product_id

action

transaction_type

I0

737399998888 777788889999 737399998888 prodINVOICED
o4grxfafcxxxx

SELLER_REV_SHARE

I1

737399998888 AWS

AWS_TAX_SHARE

I2

777788889999 111122223333 737399998888 prodINVOICED
o4grxfafcxxxx

737399998888 prodINVOICED
o4grxfafcxxxx
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billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_id
product_id
I3

777788889999 AWS

action

737399998888 prodINVOICED
o4grxfafcxxxx

parent_billing_event_id
disbursement_billing_event_id
amount

transaction_type
AWS_REV_SHARE

currency

invoice_date

invoice_id

100

USD

2018-12-31T00:00:00Z
781216640

20.6

USD

2018-12-31T00:00:00Z
781216640

-80

USD

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

-0.2

USD

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

次の表は、Arnav が請求額を支払った後の月末における Paulo のデータフィードの関連情報を示していま
す。
billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_id
product_id

action

transaction_type

I10

737399998888 777788889999 737399998888

DISBURSED SELLER_REV_SHARE

I12

777788889999 111122223333 737399998888

DISBURSED SELLER_REV_SHARE

I13

777788889999 AWS

I14

AWS

737399998888 prodDISBURSED AWS_REV_SHARE
o4grxfafcxxxx

777788889999

DISBURSED DISBURSEMENT

parent_billing_event_id
disbursement_billing_event_id
amount

currency

invoice_date

invoice_id

I0

I14

-100

USD

2018-12-31T00:00:00Z
781216640

I2

I14

80

USD

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

I3

I14

0.2

USD

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

19.8

USD

メーカーの請求イベントデータフィード
次の表は、Paulo が Arnav に請求した際の Jane のデータフィードの関連情報を示しています。
billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_id
product_id

action

transaction_type

I5

777788889999 111122223333

prodINVOICED
o4grxfafcxxxx

SELLER_REV_SHARE

I6

777788889999 111122223333

prodINVOICED
o4grxfafcxxxx

SELLER_TAX_SHARE
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billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_id
product_id
I7

111122223333 AWS

action

prodINVOICED
o4grxfafcxxxx

parent_billing_event_id
disbursement_billing_event_id
amount

currency

invoice_date

transaction_type
AWS_REV_SHARE

invoice_id

73.5

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

6.5

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

-7.35

2018-12-31T00:04:07Z
788576665

次の表は、請求額が支払われた後の月末における Jane のデータフィードの関連情報を示しています。
billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_id
product_id

action

transaction_type

I30

777788889999 111122223333

prodDISBURSED SELLER_REV_SHARE
o4grxfafcxxxx

I31

777788889999 111122223333

prodDISBURSED SELLER_TAX_SHARE
o4grxfafcxxxx

I32

111122223333 AWS

prodDISBURSED AWS_REV_SHARE
o4grxfafcxxxx

I33

AWS

111122223333

DISBURSED DISBURSEMENT

parent_billing_event_id
disbursement_billing_event_id
amount

currency

I5

I33

-73.5

USD

I6

I33

-6.5

USD

I7

I33

7.35

USD

72.65

USD

invoice_date

invoice_id

クエリの例
で説明したとおりデータフィードの使用 (p. 306)、使用できますAthena管理対象の Amazon S3 バケッ
トにデータフィードとして収集および保存されたデータに対してクエリを実行します。このセクションで
は、これを行う一般的な方法の例をいくつか示します。すべての例で、単一の通貨を使用するものとしま
す。

例 1: 請求金額 (税金を含む)
次の例に示すように、クエリを実行すると、購入者に請求された金額 (税を含む) を調べることができま
す。
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
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action = 'INVOICED'
AND
(
(transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE', 'SELLER_TAX_SHARE')
-- to discard SELLER_REV_SHARE from Manufacturer to Channel Partner, aka cost of
goods
AND to_account_id='seller-account-id'
)
OR transaction_type= 'AWS_TAX_SHARE'
);

例 2: 出品者に代わって購入者に請求された金額
販売者に代わって購入者に請求された金額を確認するには、次の例に示すように、クエリを実行します。
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
action = 'INVOICED'
AND transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE', 'SELLER_TAX_SHARE')
AND to_account_id='seller-account-id'
;

例 3: 量AWS売り手に代わって集金できる
どのくらいか調べるにはAWS売り手に代わって払い戻し、クレジット、許されたアカウントを除いて回収
できる場合は、次の例のようにクエリを実行できます。
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
-- what is invoiced on behalf of SELLER, incl. refunds/ credits and cost of goods
transaction_type like 'SELLER_%'
-- FORGIVEN action records will "negate" related INVOICED
and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;

例 4: 出品者が徴収できる金額
次の例に示すように、販売者がどれだけ集めることができるかを確認するには、クエリを実行します。こ
の例では、AWS が徴収する出品手数料と税額を除外し、例外的な残高調整を追加します。
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
(transaction_type like 'SELLER_%' -- what is invoiced on behalf of SELLER
or transaction_type like 'AWS_REV_%' -- what is owed to AWS
or transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' -- exceptionnal case
)
and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;

また、次の例に示すように、次のクエリを使用して、同じ情報を収集することもできます。
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
balance_impacting = 1
and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;

次の例は同じ情報を示していますが、2018年の取引に限定され、すべての購入者が請求書の支払いを前提
としています。
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SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
invoice_date between '2018-01-01' and '2018-12-31'
and balance_impacting = 1
and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;

例 5: 支払い金額
支払われた金額を確認するには、次の例に示すように、クエリを実行します。
select sum(amount) FROM billing_event
WHERE
action ='DISBURSED'
and transaction_type like 'DISBURSEMENT%'
;

例 6: 保留中の金額
保留中の支払い金額を確認するには、次の例に示すように、クエリを実行します。このクエリでは、支払
い済みの金額を除外します。
SELECT sum(amount) FROM billing_event targeted
WHERE
(transaction_type like 'SELLER_%' -- what is invoiced on behalf of SELLER
or transaction_type like 'AWS_REV_%' -- what is owed to AWS
or transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' -- exceptionnal case
)
-- DISBURSEMENT action records will "negate" 'INVOICED'
-- but do not take into account failed disbursements
AND
(not exists
(select 1
from billing_event disbursement
join billing_event failed_disbursement
on disbursement.billing_event_id=failed_disbursement.parent_billing_event_id
where
disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT'
and failed_disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT_FAILURE'
and targeted.disbursement_billing_event_id=disbursement.billing_event_id
)
)
;

同じ情報を取得するもう 1 つの方法は、次の例に示すように、クエリを実行して販売者の残高を取得する
ことです。
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
balance_impacting = 1
;

次のクエリでは、この例を拡張します。結果を 2018 年のトランザクションに制限し、トランザクション
に関する追加情報を返します。
select sum(residual_amount_per_transaction)
from
(SELECT
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max(billed_invoices.amount) invoiced_amount,
sum(nvl(disbursed_invoices.amount,0)) disbursed_amount,
-- Exercise left to the reader:
-- use transaction_type to distinguish listing fee vs seller-owed money
-- still pending collection
max(transaction_type) transaction_type,
max(billed_invoices.amount)
+ sum(nvl(disbursed_invoices.amount,0)) residual_amount_per_transaction
FROM billing_event billed_invoices
-- find related disbursements
left join billing_event disbursed_invoices
on disbursed_invoices.action='DISBURSED'
and disbursed_invoices.parent_billing_event_id=billed_invoices.billing_event_id
WHERE
billed_invoices.invoice_date between '2018-01-01' and '2018-12-31'
and billed_invoices.transaction_type like 'SELLER_%' -- invoiced on behalf of SELLER
and billed_invoices.action in ('INVOICED','FORGIVEN')
-- do not take into account failed disbursements
AND not exists
(select 1 from billing_event failed_disbursement
where disbursed_invoices.disbursement_billing_event_id =
failed_disbursement.parent_billing_event_id
)
GROUP BY billed_invoices.billing_event_id
);

例 7: 請求書セットの残高
請求書のセットの合計を確認するには、次の例に示すように、クエリを実行します。
SELECT invoice_id, sum(amount) FROM billing_event targeted
WHERE
-- invoice_id is only not null for invoiced records AND disbursed records
-- linking them to related disbursement -> no need to filter more precisely
invoice_id in ('XXX','YYY')
-- filter out failed disbursements
AND not exists
(select 1
from billing_event disbursement
join billing_event failed_disbursement
on disbursement.billing_event_id=failed_disbursement.parent_billing_event_id
where
disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT'
and failed_disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT_FAILURE'
and targeted.disbursement_billing_event_id=disbursement.billing_event_id
)
group by invoice_id;

レガシーマッピングデータフィード
このデータフィードは、製品 ID とオファー ID をレガシーのグローバル一意識別子 (GUID) にマッピング
する方法を示します。レガシー GUID は古いレポートで使用され、新しい ID はデータフィードと AWS
Marketplace API で使用されています。
このデータフィードは、登録販売者として作成したすべての製品と、再販が許可されているすべての製品
に関する情報を提供します。
レガシーマッピングデータフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できま
す。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
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列名

説明

mapping_type

製品 ID とオファー ID のいずれであるかを示しま
す。

legacy_id

この製品またはオファーのレガシー ID。

new_id

この製品またはオファーのわかりやすい ID。この
ID は、現在のすべての API アクションで主キーと
して使用されます。

レガシーマッピングデータフィードの例
レガシーマッピングデータフィードの例は次のとおりです。見やすいように、データの履歴列は表示して
いません。データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してくださ
い。
mapping_type

legacy_id

new_id

OFFER

8a806c74-dbd6-403e-9362bb08f417ff37

offer-dacpxznflfwin

PRODUCT

1368541d-890b-4b6c-9bb9-4a55306ab642
prod-o4grxfafcxxxy

OFFER

558d8382-6b3a-4c75-8345a627b552f5f1

offer-gszhmle5npzip

オファーデータフィード
オファーデータフィードは、登録販売者として作成したすべてのオファーに関する情報を提供します。1
つのオファーに複数のリビジョンがある場合、すべてのリビジョンがデータフィードに含まれます。
オファーリビジョンを作成し、公開フィールドのデータが変わると、別のレコードがデータフィードに作
成されます。このレコードの主キー (offer_idもっとoffer_revision). ただし、valid_fromフィー
ルドの値が異なります。データフィードの履歴列の詳細については、「」データの履歴化 (p. 303)。
オファーデータフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
列名

説明

offer_id

オファーのわかりやすい識別子。
に参加するために使用できますoffer_idフィール
ドのOffer_Productデータフィード。
オファーリビジョン。このフィールドと
offer_id フィールドを組み合わせて主キーを形
成します。

offer_revision

とoffer_idは、に参加するために使用できま
すoffer_idそしてoffer_revisionフィールド
のTarget_Offerデータフィード。
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列名

説明

name

販売者が定義したオファー名。

expiration_date

オファーの有効期限が切れる日時。

opportunity_name

このオファーにリンクされた営業案件データ。オ
ファーが AWS の営業案件にバインドされている場
合、このフィールドは入力済みです。

opportunity_description

このオファーにリンクされているすべての説明情
報。オファーが AWS の営業案件にバインドされて
いる場合、このフィールドは入力済みです。

seller_account_id

販売アカウントのグローバル一意識別子 (GUID)。
との結合に使用できますaccount_idアカウント
データフィードのフィールドです。

opportunity_id

販売機会の識別子は、リセラーがあなたの製品を
販売している場合にのみ入力されます。異なる
チャネルパートナー（または販売者）が作成した
オファーはすべて同じopportunity_id商品が同
じ場合。

オファーデータフィードの例
オファーデータフィードの例は次のとおりです。見やすいように、データの履歴列は表示していません。
データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
offer_id

offer_revisionname

expiration_date
opportunity_name
opportunity_description
account_id

offer1
dacpxznflfwin

エンタープ 9999-01-01T00:00:00Z
ライズ契約
プログラム
オファー

offer1
gszhmle5npzip

販売者が作 2020-10-31T00:00:00Z
成したプラ
イベートオ
ファー

offer1
hmzhyle8nphlp

エンタープ 9999-01-01T00:00:00Z
ライズ契約
プログラム
オファー

opportunity_id

オファー製品データフィード
1 つのオファーには複数の製品を含めることができ、1 つの製品は複数の異なるオファーに含めることが
できます。このデータフィードは、オファーと製品との関係に関する情報を示します。
このデータフィードは、登録販売者として作成したすべての製品オファーに関する情報を提供します。
オファーに対して製品を追加または削除した場合は、オファーリビジョンを作成できます。
オファー製品データフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
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以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。データフィードの履歴列の詳細につい
ては、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
列名

説明

offer_id

このオファーのわかり
やすい識別子。
に参加するた
めに使用できま
すoffer_idフィールド
のOfferデータフィー
ド。

offer_revision

offer_id フィール
ドと組み合わせて、オ
ファーリビジョンへ
の外部キーを形成しま
す。

product_id

製品のわかりやすい識
別子。これは、このオ
ファーで公開する製品
への外部キーです。
に参加するた
めに使用できま
すproduct_idフィー
ルドのProductデータ
フィード。

オファー製品データフィードの例
オファー製品データフィードの例は次のとおりです。
offer_id

offer_revision

product_id

offer-dacpxznflfwin

10

prod-o4grxfafcxxxx

offer-gszhmle5npzip

24

prod-o4grxfafcxxxy

オファーターゲットデータフィード
このデータフィードは、登録販売者として作成したすべてのオファーに関するオファーのリビジョンの
ターゲットを示します。1 つのオファーに複数のリビジョンがある場合、すべてのリビジョンがデータ
フィードに含まれます。
オファーリビジョンを作成し、公開フィールドのデータが変わると、別のレコードがデータフィードに作
成されます。このレコードの主キー (offer_id プラス offer_revision) は同じですが、valid_from
フィールドの値は異なります。
オファーターゲットデータフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できま
す。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
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列名

説明

offer_target_id

フィードの主キー。

offer_id+offer_revision

オファーの識別子とリビジョン。これら 2 つの列
は、このターゲットに関連するオファーを参照し
ます。
に参加するために使用できますoffer_idそし
てoffer_revisionフィールドのTargetデータ
フィード。

target_type

オファーの受取人が BuyerAccounts
(プライベートオファーを示す) である
か、ParticipatingPrograms であるかを示しま
す。

polarity

オファーが target_type を対象にしているか
どうかを示します。指定できる値は次のとおりで
す。
• PositiveTargeting— オファーは、このに適
用されますtarget_type。
• NegativeTargeting— オファーは、このに適
用されませんtarget_type。

値

ターゲットを表す文字列 (AWS アカウント ID ま
たはオファーで使用できるプログラム)。例:標準
規約AWS Marketplace(SCMP) (p. 57), またはAWS
Marketplaceフィールドデモストレーションプログ
ラム (FDP) (p. 25)。

オファーターゲットデータフィードの例
オファーターゲットデータフィードの例を次に示します。見やすいように、データの履歴列は表示してい
ません。データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
offer_target_id

offer_id

offer_revision

target_type

polarity

値

925ddc73f6a373b7d5544ea3210610803b600
offer1
dacpxznflfwin

ParticipatingPrograms
PositiveTargeting EnterpriseContract

471ff22ae3165278f1fb960d3e14517bcd601
offer1
gszhmle5npzip

ParticipatingPrograms
PositiveTargeting FieldDemonstration

511ff22adfj65278f1fb960d3e14517bcd6e602
offer1
gszhmle5npzip

ParticipatingPrograms
PositiveTargeting EnterpriseContract

製品データフィード
このデータフィードは、登録販売者として作成したすべての製品と、再販が許可されているすべての製品
に関する情報を提供します。
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製品データは変更可能です。つまり、次のいずれかのフィールドの値を変更すると、valid_from フィー
ルドの値が異なる別のレコードがデータフィードに作成されます。データフィードの履歴列の詳細につい
ては、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
製品データフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。
列名

説明

product_id

製品のわかりやすい識別子。
に参加するために使用でき
ますproduct_idフィールド
のAccount,Billing_Event, およ
びOffer_Productデータフィード。

manufacturer_account_id

製品の所有者の識別子。これは外部キーですアカ
ウント (p. 324)データフィード
に参加するために使用できま
すaccount_idフィールドのAccountデータ
フィード

product_code

製品の計測に使用される、権利が付与された既存
の製品コード。この値は、データをレポートに結
合する場合や、AWS Marketplace Metering Service
で提供される情報を参照する場合にも使用されま
す。

title

製品のタイトル。

製品データフィードの例
オファーターゲットデータフィードの例を次に示します。見やすいように、データの履歴列は表示してい
ません。データの履歴フィールドの詳細については、「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
product_id

manufacturer_account_id product_code

title

prod-o4grxfafcxxxx

555568000000

product_code_1

Product1

prod-t3grxfafcxxxy

444457000000

product_code_2

Product2

prod-x8faxxfafcxxy

666678000000

product_code_3

Product3

税品目データフィード
このデータフィードは、顧客請求書の税額計算に関する情報を提供します。
特定の顧客請求書 (invoice_id) の特定の製品 (product_id) に対して複数の明細行品目
(line_item_id) が存在する場合があり、顧客請求書は各税務管轄区域に 1 つ以上存在する場合がありま
す。これは、複数の異なる顧客の使用量ベースの請求書などで発生する場合があります。AWS異なる地域
ルールAWSエンティティ（たとえば、米国とアイルランド）。AWS が売上に対する消費税、VAT、GST
をどこで徴収し、それらの税金を AWS, Inc. の名前でどこの管轄税務当局に納付するかの詳細について
は、アマゾン ウェブ サービス税務ヘルプを参照してください。
税品目データフィードは 24 時間ごとに更新されるため、新しいデータを毎日利用できます。
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税項目データはイミュータブルです。
以下の表では、データフィードの列の名前と説明を示しています。データの履歴列の詳細については、
「データの履歴化 (p. 303)」を参照してください。
列名

説明

tax_item_id

税品目レコードの一意の識別子。

invoice_id

AWS の請求書 ID。この値と product_id の値を
組み合わせて、関連する税金請求イベントを検索
できます。

line_item_id

顧客請求明細項目の一意の識別子。返金取引の明
細項目 ID は先渡し取引税のものと同じです。

customer_bill_id

顧客請求書の一意の識別子。購入者は、この識別
子を販売者と共有し、税額計算に関する質問を特
定して解決できます。

tax_liable_party

AWS または Seller です。販売者が納税義務者で
ある場合は、販売者が徴税します。AWS が納税義
務者である場合は、AWS が消費税の徴収と納付を
行います。詳細については、「AWS Marketplace
Sellers & Tax Collection」を参照してください。
徴税しない場合、ここには値が表示されません。
販売者は、徴税の義務があるため、請求書ごとに
徴税されたかどうかを確認する必要があります。

transaction_type_code

取引のタイプ。可能な値は以下のとおりです。
• AWS— 先渡し取引税
• REFUND— 全額返金または一部返金
• TAXONLYREFUND— 税のみの返金
返金取引の明細項目 ID は元の先渡し取引のものと
同じです

product_id

製品の外部キー。
に参加するために使用できますProductのデータ
フィードproduct_idフィールド。

product_tax_code

製品の税プロパティを識別するための標準コー
ド。販売者は、製品の作成時または変更時にプロ
パティを選択します。

invoice_date

請求書が作成された日付。

taxed_customer_account_id

課税対象の取引先企業エンティティの外部キー。
に参加するために使用できますAccountのデータ
フィードaccount_idフィールド。

taxed_customer_country

税額計算に使用する住所の ISO 3166 alpha 2 の国
別コード。

taxed_customer_state_or_region

税額計算に使用する州、区、郡。
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列名

説明

taxed_customer_city

税額計算に使用する市。

taxed_customer_postal_code

税額計算に使用する郵便番号。

tax_location_code_taxed_jurisdiction

課税場所に関連付けられている頂点ジオコード。

tax_type_code

取引に適用される税のタイプ。指定できる値
は、None、Sales および SellerUse です。

jurisdiction_level

納税地に使用される住所の管轄区域。指定できる
値は、State、County、City、District で
す。

taxed_jurisdiction

税務管轄区域の名前。

display_price_taxability_type

購入者に料金を税込みで表示するか、税抜きで表
示するか。AWS Marketplace ではすべてが税抜き
で表示されます。

taxable_amount

該当する管轄区域レベルで課税対象となる取引金
額。

nontaxable_amount

該当する管轄区域レベルで非課税となる取引金
額。

tax_jurisdiction_rate

該当する管轄区域レベルで適用される税率。

tax_amount

該当する管轄区域レベルで請求される税額。

tax_currency

上記の金額に関する ISO 4217 alpha 3 の通貨コー
ド。

tax_calculation_reason_code

取引が課税対象となるか、非課税となるか、免除
とされるか、ゼロ評価済みであるかを管轄区域別
に整理したもの。

date_used_for_tax_calculation

取引の税金の計算に使用される日付。

customer_exemption_certificate_id

免除証明書の証明書 ID。

customer_exemption_certificate_id_domain

Amazon システム上の証明書の保存先。

customer_exemption_certificate_level

免除を提供した管轄区域。

customer_exemption_code

免税を指定するコード (RESALE など)。

customer_exemption_domain

顧客の免税情報 (ある場合) をキャプチャするため
に使用する Amazon システム。

transaction_reference_id

以下のレポートのデータを相互参照できる識別
子。
• 支払いレポート (p. 355)
• 月別請求済み収益レポート (p. 360)
• 販売補償レポート (p. 366)
• 米国の消費税と使用税レポート (p. 368)
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Note
2021年8月5日から、国際Marketplace ファシリテーターに対する税金AWS Marketplace販売品
目データフィードにエントリがあります。つまり、2021 年 8 月 5 日以降、請求イベントデータ
フィードのすべての AWS_TAX_SHARE レコードと SELLER_TAX_SHARE レコードは、税項目
データフィードに対応するレコードを持つことが期待されます。

税品目データフィードの例
税品目データフィードの例を次に示します。この情報は、データフィードの単一のテーブルに表示されま
す。見やすいように、ここではデータを複数のテーブルに表示し、一部の列を省略しています。
tax_item_id

invoice_id

line_item_id

customer_bill_id

6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav_0001
781216640

71000000000000000000 2210000000000000000

6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav_0002
781216640

53000000000000000000 2210000000000000000

flr4jobxjzww8czdsrq4noue2uxd56j39wxw0k7_0001
250816266

76400000000000000000 5720000000000000000

gfkjjobxjzw56jgkrsrqgjtk52uxd56j39wgj567d_0002
280336288

76400000000000000000 5724390000000000000

wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1_0001
451431024
99300000000000000000 1230000000000000000
wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1_0002
451431024
99300000000000000000 3120000000000000000
fnohdid8kwgqq9lvii2k30spn3ftgwihbe8h75x_0001
229987654

92100000000000000000 6390000000000000000

tax_liable_party

transaction_type_codeproduct_id

product_tax_code

販売者

AWS

prod-o4grxfafcxxxx

AWSMP_SOFTWARERA
2018-12-31T00:00:00Z

販売者

AWS

prod-o4grxfafcxxxx

AWSMP_SOFTWARERA
2018-12-31T00:00:00Z

販売者

AWS

prod-t3grxfafcxxxy

AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE
2018-08-31T00:00:00Z

販売者

REFUND

prod-t3grxfafcxxxy

AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE
2018-08-31T00:00:00Z

販売者

AWS

prod-x8faxxfafcxxy

AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE
2018-08-31T00:00:00Z

販売者

TAXONLYREFUND prod-x8faxxfafcxxy

AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE
2018-05-31T00:00:00Z

AWS

AWS

AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE
2019-07-31T00:00:00Z

prod-wghj8xfafrhgj

invoice_date

taxed_customer_account_id
taxed_customer_country
taxed_customer_state_or_region
taxed_customer_city taxed_customer_postal_code
VIeGa2t9j3muxioH9wc8lsndxxcGCGUreeXriocM5
米国
GA

MILTON

48573-4839

VIeGa2t9j3muxioH9wc8lsndxxcGCGUreeXriocM5
米国
GA

MILTON

48573-4839

7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8
米国
NC

DURHAM

27517-4834

7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8
米国
NC

DURHAM

27517-4834

7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8
米国
TX

NOT APPLICABLE

75844-1235
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taxed_customer_account_id
taxed_customer_country
taxed_customer_state_or_region
taxed_customer_city taxed_customer_postal_code
7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8
米国
TX

HOUSTON

75844-1235

192a0421313e41f069b52962ed7babf716291b688
米国
CT

NEW HAVEN

06002-2948

tax_location_code_taxed_jurisdiction
tax_type_code jurisdiction_leveltaxed_jurisdiction
display_price_taxability_type
taxable_amountnontaxable_amount
460473664

セールス

状態

GA

税抜き

100

0

66301164

セールス

郡

FULTON

税抜き

0

100

692938178

SellerUse

状態

NC

税抜き

58.1

523.8

692938178

SellerUse

状態

NC

税抜き

-58.1

523.8

356794387

セールス

状態

TX

税抜き

1105.14

0

528887443

セールス

市

HOUSTON

税抜き

-36

0

171248162

セールス

状態

CT

税抜き

0

114.55

tax_jurisdication_rate tax_amount

tax_currency

tax_calculation_reason_code
date_used_for_tax_calculation

0.206

20.6

USD

課税対象

2018-10-31T00:00:00Z

0

0

USD

NonTaxable

2018-10-31T00:00:00Z

0.1

5.8

USD

課税対象

2018-07-31T00:00:00Z

0.1

-5.8

USD

課税対象

2018-07-31T00:00:00Z

0.06

66.3

USD

課税対象

2018-07-31T00:00:00Z

0.01

-0.36

USD

NonTaxable

2018-07-31T00:00:00Z

0

0

USD

免税

2019-06-30T00:00:00Z

販売者レポート
AWS Marketplace は、製品の使用、購入者、請求、および支払いに関する情報のレポートを提供します。
レポートは、すべての登録済み AWS Marketplace 販売者が使用できます。
レポートの生成に関する重要なポイントは、次のとおりです。
•
•
•
•

レポートは、その種類に応じて毎日、毎週、または毎月生成されます。
レポートは 00:00 UTC に生成され、前日の 24:00 UTC までを対象とします。
レポートは .csv ファイルとして生成されます。
暗号化された S3 バケットにデータが配信されたときに通知するように Amazon SNS を設定できます。
通知を設定したら、AWSは、に関連付けられた E メールアドレスに通知を送信します。AWSに登録し
たアカウントAWS Marketplace。
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通知の設定方法については、「」を参照してください。Amazon SNS の開始方法のAmazonシンプル通
知サービスデベロッパーガイド。
通知 E メールの受信をキャンセルするには、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わ
せください。
• 各レポートの詳細については、サンプルレポートをダウンロードしてください。

レポートへのアクセス
AWS Marketplaceは、レポートを設定する方法を 2 つ提供します。
• API インターフェイスの使用。AWS MarketplaceCommerce Analytics Service (p. 14) を使用する。この
方法では API インターフェイスを介してレポート内のデータに自動的にアクセスできます。情報の取り
込みを自動化し、レポート全体ではなくレポートの一部をダウンロードできます。このサービスは、従
来の API の場合のように直接ではなく、データを Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) の
ファイルに非同期的に返します。データはコンピュータが読み取り可能な形式で配信されるため、シス
テムにデータをインポートしたり組み込んだりすることができます。
• AWS Marketplace 管理ポータル のレポートダッシュボードを使用する。このダッシュボードは、以前の
レポート期間のレポートを提供します。
レポートへのアクセスをコントロールするには、AWS Identity and Access Management(IAM) のアクセス
許可。

日別ビジネスレポート
日別ビジネスレポートは、自分の製品について AWS 顧客の毎日の使用量と予想収益を把握するのに役立
ちます。該当する情報が使用可能な場合にのみ、このレポートを受け取ります。受け取るべきレポートが
届かない場合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。

Note
すべての顧客情報列がデフォルトで使用できるわけではありません。レポートにフィールドがな
い場合は、AWS Marketplace販売者オペレーションチーム。
このレポートは、AWS Marketplace 管理ポータル でアクセスできます。the section called “AWS
Marketplace Commerce Analytics Service” (p. 14) に登録している場合は、AWS SDK を使用してレポート
にアクセスすることもできます。
各顧客に一意の識別子を使用して、長期にわたってレポート間で顧客を識別できます。この識別子を使用
すると、顧客の使用量を追跡して、顧客の出費を見積もり、無料トライアルの使用量、および年間の使用
傾向を把握できます。

掲載スケジュール
このレポートは毎日 00:00 UTC に発行され、前日の 00:00 UTC から 23:59 UTC までを対象としていま
す。このスケジュールの例外は日別ビジネスレポートセクションの冒頭に示しています。
トピック
•
•
•
•

セクション 1: インスタンスタイプ別の使用量 (p. 347)
セクション 2: 料金 (p. 348)
セクション 3: 無料トライアル変換 (p. 349)
セクション 4: 新規のインスタンス (p. 350)
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• セクション 5: 新規の製品サブスク (p. 351)
• セクション 6: キャンセルした製品サブスクライ (p. 352)

セクション 1: インスタンスタイプ別の使用量
このセクションでは、顧客が使用するインスタンスタイプごとに 1 行ずつデータが一覧表示されます。た
とえば、顧客が 1 つのインスタンスタイプで製品を使用し、別のインスタンスタイプで同じ製品を使用し
ている場合、レポートには 2 つのインスタンスタイプそれぞれの行が含まれます。アスタリスク (*) が付
いたフィールドは、デフォルトでは使用量と予想収益を把握していません。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

ユーザーの都道府県

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている請求先住所の都道府県。

ユーザーの国

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている 2 文字の国コード。このレポート
では、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

インスタンスタイプ

製品の使用量に関連付けられているインスタンス
タイプ (t2.micro など)。

使用量の単位

レポート期間中に顧客が使用した使用量の単位
数。

使用量の単位タイプ

顧客の使用量の単位。たとえば、時間や日です。

提供タイプの説明

製品提供タイプの説明。たとえば、製品は時間
課金、無料トライアル、または年間サブスクリプ
ションで提供されています。

予想収益

製品の使用量からの予想収益。請求は月末に確定
されます。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の国

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。

*自分の製品について顧客の

料金の請求先となるアカウントに関連付けられ
ている請求先住所の都道府県。このレポートで
は、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。
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列名

説明

*顧客の市区町

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

*顧客の郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。

*お客様の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

セクション 2: 料金
このセクションには、製品に関連付けられている定額制の取引（年間、月間、SaaS 契約の製品料金、
データ製品サブスクリプション料金など）が含まれます。このセクションのデータは、レポートが生成さ
れる 72 時間前の 24 時間を対象としています。たとえば、レポートが 5 月 24 日に生成された場合、デー
タは 5 月 21 日の 24 時間を対象としています。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

ユーザーの都道府県

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている請求先住所の都道府県。

ユーザーの国

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている 2 文字の国コード。このレポート
では、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

量

使用料。返金がある場合、この値はマイナスで
す。これが AWS Marketplace SaaS 契約のエント
リである場合、金額は、契約全体ではなくディメ
ンションの料金を表します。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。

料金の説明

料金の理由 (月額料金、年間料金、返金など)。
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列名

説明

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の国

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

顧客の都道府県

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

顧客の市区町村

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

顧客の郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

開始日

AWS Marketplace SaaS 契約またはデータ製品サ
ブスクリプションの開始日。

終了日

AWS Marketplace SaaS 契約またはデータ製品サ
ブスクリプションの終了日。

数量

契約で指定されているディメンションの単位数。

ディメンション

契約で指定されているディメンション。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

セクション 3: 無料トライアル変換
このセクションでは、過去 24 時間を対象に、無料トライアルの開始数、コンバージョン数、キャンセル
数のデータが一覧表示されます。
列名

説明

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品を表す一意の識別子。

新しい無料トライアル

レポート期間中に開始された新しい無料トライア
ルの数。
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列名

説明

現在の無料トライアルの合計

アクティブな無料トライアルサブスクリプション
の合計数。

コンバージョンされた無料トライアル

レポート期間中に無料トライアルから有料使用に
移行されたサブスクリプションの合計数。

コンバージョンされなかった無料トライアル

無料トライアルの終了後に有料使用にコンバー
ジョンされなかったサブスクリプションの合計
数。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

セクション 4: 新規のインスタンス
このセクションでは、過去 24 時間を対象に、新しい EC2 インスタンスとインスタンスタイプのデータが
一覧表示されます。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

ユーザーの都道府県

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている請求先住所の都道府県。

ユーザーの国

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている 2 文字の国コード。このレポート
では、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

タイプ

Amazon EC2 インスタンスタイプ

[Count] (カウント)

EC2 インスタンスの数。

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の国

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

顧客の都道府県

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

顧客の市区町村

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

顧客の郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
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列名

説明
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

セクション 5: 新規の製品サブスク
このセクションでは、過去 24 時間を対象に、新しい購入者のデータが一覧表示されます。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

ユーザーの都道府県

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている請求先住所の都道府県。

ユーザーの国

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている 2 文字の国コード。このレポート
では、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

顧客の国

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

顧客の都道府県

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

顧客の市区町村

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

顧客の郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
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列名

説明
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

セクション 6: キャンセルした製品サブスクライ
このセクションでは、過去 24 時間を対象に、購入者のキャンセルに関するデータが一覧表示されます。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

ユーザーの都道府県

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている請求先住所の都道府県。

ユーザーの国

製品をサブスクライブしているアカウントに関連
付けられている 2 文字の国コード。このレポート
では、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

サブスクライブ日

サブスクリプションが開始された日付。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の国

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

顧客の都道府県

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

顧客の市区町村

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

顧客の郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。
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列名

説明

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

日別顧客サブスクリプションレポート
このレポートには、お客様の製品を購入した購入者のデータが一覧表示されます。このレポートでは、現
在または過去の使用量は示されません。顧客が製品をサブスクライブしていることだけがわかります。該
当する情報が使用可能な場合にのみ、このレポートを受け取ります。受け取るべきレポートが届かない場
合は、AWS Marketplace Seller Operations チームまでお問い合わせください。
このレポートは、AWS Marketplace 管理ポータル でアクセスできます。the section called “AWS
Marketplace Commerce Analytics Service” (p. 14) に登録している場合は、AWS SDK を使用してレポート
にアクセスすることもできます。
このレポートには 2 つのセクションがあります。1 つは時間課金と月間サブスクリプション用、もう 1 つ
は年間サブスクリプション用です。レポートには、製品をサブスクライブしているすべての顧客の AWS
アカウント ID のリストが含まれます。

掲載スケジュール
このレポートは毎日 00:00 UTC に発行され、前日の 00:00 UTC から 23:59 UTC までを対象としていま
す。
トピック
• セクション 1: 時間単位と月単位のサブスクリプション (p. 353)
• セクション 2: 可変長のサブスクリプション (p. 354)

セクション 1: 時間単位と月単位のサブスクリプション
このセクションでは、前日の 23:59:59 UTC の時点でのすべての従量制サブスクリプションのデータが一
覧表示されます。
列名

説明

顧客の AWS アカウント番号

製品をサブスクライブしているアカウント。

製品タイトル

製品のタイトル。
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列名

説明

製品 ID

ソフトウェア製品の一意の識別子。

製品コード

ソフトウェア製品の一意の識別子。

サブスクリプション開始日

サブスクリプションの開始日 (YYYY-MM-DD 形
式)。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

リセラーアカウント ID

コンサルティングパートナーリセラー用の一意の
識別子。

リセラーアカウント名

コンサルティングパートナーリセラーの名前。

セクション 2: 可変長のサブスクリプション
このセクションには、前日の 23:59:59 UTC の時点でのすべての定額制サブスクリプションのデータが一
覧表示されます。
列名

説明

顧客の AWS アカウント番号

製品をサブスクライブしているアカウントの ID。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品 ID

ソフトウェア製品の一意の識別子。

製品コード

ソフトウェア製品の一意の識別子。この情報は
Amazon EC2 インスタンスのメタデータの一部と
しても使用できます。

サブスクリプション ID

サブスクリプションの ID。

サブスクリプション数

顧客が購入したライセンスの合計数。

サブスクリプションタイプ

サブスクリプションのタイプ。

サブスクリプションの目的

このオファーが以前のオファーのアップグレード
や更新であるかどうか。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

サブスクリプション開始日

顧客が製品をサブスクライブした日付 (YYYY-MMDD 形式)。
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列名

説明

以前のオファー ID

アップグレードや更新のオファーに先立つ以前の
オファーの ID (存在する場合)。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

リセラーアカウント ID

コンサルティングパートナーリセラー用の一意の
識別子。

リセラーアカウント名

コンサルティングパートナーリセラーの名前。

支払いレポート
支払いレポートでは、前回の支払い以降に、販売者の銀行口座で回収された資金および支払われた資金に
関する情報が提供されます。支払いには、販売者の製品のサブスクリプションに対する顧客の支払いまた
は返金、顧客に対して徴収または返金される税金が含まれます。資金が顧客から回収されるまで、資金の
支払いを受け取りません。顧客ごとに AWS の支払い条件が異なるため、未回収期間の各カテゴリの資金
には、期限を過ぎていない金額が含まれる場合があります。
返金は販売者による承認後に行われるため、マイナスの金額として表示されます。
このレポートはAWS Marketplace 管理ポータルでレポートタブ。これに似た独自のレポートを作成する
には、AWS Marketplace セラーデリバリーデータフィードサービス (p. 302)、を含む例 1: 製品別の支払
い (p. 313)ベースレポートとして、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

掲載スケジュール
このレポートは、銀行振込の支払いを開始してから 3～5 日後に発行されます。一般的に、これは支払い
を受け取る販売者の月次レポートです。支払いが開始されていない場合、支払いレポートは生成されませ
ん。
トピック
•
•
•
•

セクション 1: 製品別の支払い額 (p. 355)
セクション 2: 顧客地域別の支払い額 (p. 357)
セクション 3: インスタンス時間別に支払い額 (p. 358)
セクション 4: 未回収資金期間 (p. 358)

• セクション 5: 支払い済み資金期間 (p. 359)
• セクション 6: 支払期限を過ぎた資金の期間 (p. 359)
• セクション 7: 未回収資金内訳 (p. 359)

セクション 1: 製品別の支払い額
このセクションでは、製品別の支払いデータが一覧表示されます。
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列名

説明

製品

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

SellerRev

顧客に請求される製品の従量課金額または料金。

AWSRefFee

AWS Marketplace 料金の額。

SellerRevRefund

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に顧客に払い戻されるサブスクリプション費用の
金額。

AWSRefFeeRefund

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に払い戻される AWS Marketplace 料金の額。

SellerRevCredit

AWS Marketplace から顧客のアカウントに送られ
た AWS クレジット。

AWSRefFeeCredit

AWS Marketplace から販売者のアカウントに送ら
れた AWS クレジット。

正味金額

販売者に支払われた資金の合計。この列の金額は
SellerRev列の金額を引いたもの AWSRefFee 列で
ロードバランサーの ID をクリックします。顧客へ
の返金時、この列の金額は、 SellerRevRefund 列
の金額を引いたもの AWSRefFeeRefund列でロー
ドバランサーの ID をクリックします。

取引リファレンス ID

AWS Marketplace のレポート間で取引を相関させ
るのに使用される取引固有の ID。

sellerUSSalesTax

この取引で請求された米国の消費税と使用税の合
計額。

sellerUSSalesTaxRefund

返金が処理される場合にこの取引に対して払い戻
される米国の消費税と使用税の合計金額。

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の国

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

顧客の都道府県

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

顧客の市区町村

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

顧客の郵便番号

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の郵便番号。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。
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列名

説明

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

セクション 2: 顧客地域別の支払い額
このセクションには、顧客の地域別の支払いデータが一覧表示されます。
列名

説明

決済 ID

支払いの一意の識別子。

決済期間開始日

支払い期間の開始日時。

決済期間終了日

支払い期間の終了日時。

入金日

支払いの発生日時。

支払い額

支払い合計金額

国コード

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

都道府県または地域

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

市

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

郵便番号

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の郵便番号。

納税地別正味金額

納税地別に販売者に支払われる資金の合計 (AWS
Marketplace 料金、返金、米国の消費税と使用税を
引いたもの)。

納税地別総額

納税地別に販売者に支払われる資金の合計。

販売者米国消費税

販売者の代理でこの取引で請求された米国の消費
税と使用税の合計額。(つまり、米国の売上高およ
び税レポートの関連レコードには「納税義務者」
== 「SELLER」と表示されます)。

販売者米国消費税返金

返金が処理された場合に、このトランザクション
に対して返金される米国の売上税および使用税
の合計額 (出品者に代わってそのような税金が徴
収されたとき)。(つまり、米国の売上高および税
レポートの関連レコードには「納税義務者」 ==
「SELLER」と表示されます)。
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セクション 3: インスタンス時間別に支払い額
このセクションでは、Amazon EC2 インスタンス時間別に支払いデータが一覧表示されます。
列名

説明

製品

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

使用タイプ説明

使用量の説明 (提供タイプ、リージョン、インスタ
ンスタイプなど)。

レート

この提供タイプ、リージョン、インスタンスタイ
プの 1 時間あたりのレート。

ユーザーカウント

この提供タイプ、リージョン、インスタンスタイ
プを使用する一意の顧客の数。

インスタンス時間

この提供タイプ、リージョン、インスタンスタイ
プの使用時間。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

セクション 4: 未回収資金期間
このセクションでは、未回収資金のデータが期間別に一覧表示されます。未回収資金には、期限を過ぎて
いない金額が含まれる場合があります。
列名

説明

未回収 (31 日未満保留中)

請求されたが 31 日未満に回収されなかった資金の
合計。

未回収 (31-60 日間保留中)

請求されたされたされたされたされたされたされ
たされたされたされたされたされたされたされた
されたされたされたされたの合計。

未回収 (61～90 日間保留中)

請求されたされたされたされたされたされたされ
たされたされたされたされたされたされたされた
されたされたされたの合計。

未回収 (91～120 日間保留中)

請求されたされたされたされたされたされたされ
たされたされたされたされたされたされたされた
されたされたされたされたの合計。

未回収 (120 日超保留中)

請求されたが 120 日を超えて回収されなかった資
金の合計。

未回収 (全体)

請求されたが回収されなかったすべての資金の合
計。

358

AWS Marketplace 販売者ガイド
支払いレポート

セクション 5: 支払い済み資金期間
このセクションでは、支払い以降に回収された資金のデータが一覧表示されます。
列名

説明

回収 (31 日未満保留中)

0～31 日で請求されて回収された資金の合計。

回収 (31-60 日間保留中)

31～60 日で請求されて回収された資金の合計。

回収 (61～90 日間保留中)

61～90 日間に請求されて回収された資金の合計。

回収 (91～120 日間保留中)

91～120 日間に請求されて回収された資金の合
計。

回収 (120 日超保留中)

120 日を超えて請求されて回収された資金の合
計。

回収 (全体)

回収の資金の合計。

セクション 6: 支払期限を過ぎた資金の期間
このセクションでは、顧客によって支払い可能であるが、AWS との契約に従って未払いになっている資金
のデータが一覧表示されます。
列名

説明

支払期限経過 (31 日未満)

過去 0～31 日間に発生していて支払期限がががが
ががががががががががががががががががががを過
ぎた

支払期限経過 (31～60 日)

過去 31～60 日間に発生していて支払期限がががが
ががががががががががががががががががががを過
ぎた

支払期限経過 (61～90 日)

過去 61～90 日間に発生していて支払期限がががが
ががががががががががががががががががががを過
ぎた

支払期限経過 (91～120 日)

過去 91～120 日間に発生していて支払期限ががが
がががががががががががががががががががががを
過ぎた

支払期限経過 (120 日超)

過去 121 日以上に発生していて支払期限が到来し
ているが顧客が支払っていない資金の合計。

支払期限経過 (全体)

発生していて支払期限が到来しているが顧客が支
払っていない資金の合計。

セクション 7: 未回収資金内訳
このセクションには、すべての未回収資金が、支払期日順にソートされて一覧表示されます。
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列名

説明

支払者 AWS アカウント番号

ソフトウェア料金の請求先となるアカウント。

製品コード

製品の一意の識別子。

総収益

製品の使用に対して請求された金額、または製品
の使用に対する料金。

AWS 収益分配

決済時に請求額から控除される AWS 料金。

総返金

取引の返金の合計金額。

AWS 返金分配

取引で返金される AWS 料金の一部。

正味収益

この取引で請求された正味額から、AWS 料金、
返金、および米国の消費税と使用税を差し引いた
額。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。

AR 期間

取引の月と年 (YYYY-MM 形式)。

取引リファレンス ID

AWS Marketplace レポート全体で取引を関連付け
るために使用できる、取引を表す一意の識別子。

オポチュニティの名前

登録された機会の一意の識別子。

オポチュニティの説明

登録されたオポチュニティの任意のメタデータ。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

支払期日

YYYY-MM-DD 形式の支払期日。

月別請求済み収益レポート
月別請求済み収益レポートは、会計およびその他の財務レポートの目的で毎月の請求済み収益に関する正
式な情報を提供します。このレポートには、自分の製品の時間別、年別、月別の使用量に対して AWS が
顧客に請求する合計金額が表示されます。レポートには 4 つのセクションとして、時間課金額と月額料
金、任意期間のサブスクリプション数、フィールドデモ使用量、Flexible Payment 額があります。

Important
このレポートの金額には、顧客から回収した金額ではなく、顧客に請求した収益のみが反映され
ています。
また、AWS Marketplace 管理ポータルでレポートタブ。AWS Marketplace Commerce Analytics Service に
登録している場合は、API コールを使用して、このレポートのセクションをプルダウンすることができま
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す。詳細については、「the section called “AWS Marketplace Commerce Analytics Service” (p. 14)」を参
照してください。

掲載スケジュール
このレポートは、毎月 15 日の 00:00 UTC に発行されます。
請求と収益のデータは、来月の15日から14日までをカバーします。
また、前の月の初日 23:59 UTC から末日 23:59 UTC から末日 23:59 UTC から末日 23:59 UTC から末日
23:59 UTC から末日 23
たとえば、5 月 15 日に発行されたレポートは、4 月 1 日の 00:00 UTC から 4 月 30 日の 23:59 UTC まで
を対象としています。
トピック
• セクション 1: 請求および収益データ (p. 361)
• セクション 2: 可変長のサブスクリプション (p. 363)
• セクション 3: AWS フィールドデモ使用量 (p. 364)
• セクション 4: Flexible Payment Sched (p. 365)

セクション 1: 請求および収益データ
このセクションでは、従量課金額、返金、料金、徴収される米国の消費税と使用税のデータが一覧表示さ
れます。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

[Country] (国)

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

状態

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

市

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

郵便番号

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の郵便番号。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

お客様の請求額

顧客に請求される製品の従量課金額または月額料
金。

AWS 出品料金

請求額か引かれる AWS Marketplace 料金の額。

返金額

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に顧客に払い戻されるサブスクリプション費用の
合計金額。
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列名

説明

AWS 返金額

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に払い戻される AWS Marketplace 料金の一部。

コスト

リセラーに対する製品の費用 (リセラーが製品販売
時に支払う金額など)。

パートナー収益額

取引で請求された合計金額から、AWS
Marketplace 料金、返金、米国の消費税と使用税を
引いた額。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。

取引リファレンス ID

AWS Marketplace のレポート間で取引を相関させ
るのに使用される取引固有の ID。

米国消費税お客様の請求額

販売者の代理でこの取引で請求された米国の消費
税と使用税の合計額。(つまり、米国の売上高およ
び税レポートの関連レコードには「納税義務者」
== 「SELLER」と表示されます)。

米国消費税返金額

返金が処理された場合に、このトランザクション
に対して返金される米国の売上税および使用税
の合計額 (出品者に代わってそのような税金が徴
収されたとき)。(つまり、米国の売上高および税
レポートの関連レコードには「納税義務者」 ==
「SELLER」と表示されます)。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

オポチュニティの名前

登録された機会の一意の識別子。

オポチュニティの説明

登録されたオポチュニティのメタデータ。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。
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セクション 2: 可変長のサブスクリプション
このセクションでは、定額制料金のデータが一覧表示されます。
列名

説明

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

[Country] (国)

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。

状態

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

市

ソフトウェア料金の請求先となるアカウントに関
連付けられている請求先住所の市区町村。

郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。

サブスクリプション数

任意期間のサブスクリプション購入の一部として
指定されたライセンスの合計数。

サブスクリプション開始日

任意期間のサブスクリプション購入の開始日。

サブスクリプション終了日

任意期間のサブスクリプション購入の終了日。

サブスクリプションインスタンスタイプ

任意期間のサブスクリプション購入に関連付けら
れているインスタンスタイプ。

お客様の請求額

従量課金額、月額料金、またはその両方。

AWS 出品料金

請求額から引かれる AWS Marketplace 料金の額。

返金額

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に顧客に払い戻される合計金額。

AWS 返金額

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に払い戻される AWS Marketplace 料金の一部。

コスト

リセラーに対する製品の費用 (リセラーが製品販売
時に支払う金額など)。

パートナー収益額

この取引で請求された合計額から、AWS
Marketplace 料金、返金、米国の消費税と使用税を
引いた額。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。

取引リファレンス ID

AWS Marketplace のレポート間で取引を相関させ
るのに使用される取引固有の ID。
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列名

説明

米国消費税お客様の請求額

販売者の代理でこの取引で請求された米国の消費
税と使用税の合計額。(つまり、米国の売上高およ
び税レポートの関連レコードには「納税義務者」
== 「SELLER」と表示されます)。

米国消費税返金額

返金が処理された場合に、このトランザクション
に対して返金される米国の売上税および使用税
の合計額 (出品者に代わってそのような税金が徴
収されたとき)。(つまり、米国の売上高および税
レポートの関連レコードには「納税義務者」 ==
「SELLER」と表示されます)。

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウントの ID。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視性

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

契約開始日

AWS Marketplace SaaS 契約の開始日。

契約終了日

AWS Marketplace SaaS 契約の終了日。

オポチュニティの名前

登録された機会の一意の識別子。

オポチュニティの説明

登録されたオポチュニティのメタデータ。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。

セクション 3: AWS フィールドデモ使用量
このセクションでは、製品の AWS フィールドデモ使用量 (p. 25)のデータが一覧表示されます。潜在的な
顧客に対して製品デモを実施できるように製品を設定できます。デモからの使用量はここに一覧表示され
ます。
列名

説明

製品タイトル

製品のタイトル。

製品コード

製品の一意の識別子。
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列名

説明

インスタンスタイプ

フィールドデモに関連付けられている Amazon
EC2 インスタンスタイプ。

使用量の単位

製品に関連付けられている使用量の単位数。

使用量の単位タイプ

使用量に関連付けられている単位 (時間など)。

セクション 4: Flexible Payment Sched
このセクションでは、前のレポート期間に Flexible Payment スケジュールを使用して作成したすべての契
約のデータが一覧表示されます。
列名

説明

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となる支払いアカウントの ID。

顧客の国

料金が請求先となる支払いアカウントに関連付け
られている 2 文字の国コード。このレポートで
は、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用します。

顧客の都道府県

料金の請求先となる支払いアカウントに関連付け
られている請求先住所の都道府県。

顧客の市区町村

料金の請求先となる支払いアカウントに関連付け
られている請求先住所の市区町村。

顧客の郵便番号

料金の請求先となる支払いアカウントに関連付け
られている請求先住所の郵便番号。

顧客の E メールドメイン

料金の請求先となる支払いアカウントに関連付け
られている E メールドメイン。たとえば、E メー
ルアドレスが liu-jie@example.com の場合、
エントリは example.com です。

ユーザー参照 ID

料金の請求先となる支払いアカウントの口座。

ユーザーの AWS アカウント番号

製品をサブスクライブしているアカウントの ID。

製品 ID

製品の一意の識別子。

製品タイトル

製品のタイトル。

製品タイプ

製品のタイプ。

AWS Marketplace オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

契約の作成日付

契約作成日。アカウントがオファーをサブスクラ
イブする日付です。

契約の有効期限

契約が期限切れになる日付。

総契約価値 (USD)

契約の総額 (USD)。

支払い回数

契約でスケジュールされている支払いの回数。

請求書日付

請求書が作成された日付。
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列名

説明

請求書金額 (USD)

請求書で請求される金額 (USD)。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

販売補償レポート
レポートには、月別の請求済み収益と、標準の the section called “月別請求済み収益レポート” (p. 360)
にはない追加の顧客情報が一覧表示されます。また、自分の製品の時間別、年別、月別の使用量に対して
AWS が顧客に請求する合計金額が一覧表示されます。

Important
このレポートの金額には、顧客から回収された金額ではなく、顧客に請求される収益のみが反映
されています。
販売補償レポートとこのプログラムの一部としてお客様と共有されている情報は、お客様との非公開契約
の下で Amazon の機密情報を構成するものであり、そのような合意がない場合は AWS Marketplace 販売
者の利用規約を構成します。この情報は、AWS Marketplace 収益を会社名、地域、および AWS アカウン
ト ID ごとに担当者にマッピングすることで、セールス担当者に補償することのみに使用できます。この情
報は、支払うべき手数料の源泉を理解するために知る必要がある従業員と共有できます。そのような情報
の使用と共有は、機密保持契約上の義務と、AWS Marketplace 販売者の利用規約のセクション 3.8 を含む
がこれに限定されない AWS Marketplace 販売者の利用規約に準拠する必要があります。
これに似た独自のレポートを作成するには、AWS Marketplace セラーデリバリーデータフィードサービ
ス (p. 302)を含む例 2: 販売補償レポート (p. 317)必要に応じてカスタマイズするための基本レポートと
して。

掲載スケジュール
このレポートは、毎月 15 日の 00:00 UTC に発行されます。また、前の暦月の初日 00:00 UTC から末日
23:59 UTC までを対象とします。たとえば、5 月 15 日に発行されたレポートは、4 月 1 日の 00:00 UTC
から 4 月 30 日の 23:59 UTC までを対象としています。

請求済み収益
このレポートの請求済み収益セクションには、前の暦月からの従量制および定額制料金が含まれます。以
下に示しているのは列名と説明です。

Note
このレポートでは、出品料金は、階層型出品料金に従って決定される、取引収益の割合です (認定
済みリセラーによる認定済み転売製品の転売の除く)。
列名

説明

顧客の AWS アカウント番号

料金の請求先となるアカウント。

[Country] (国)

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる 2 文字の国コード。このレポートでは、ISO
3166-1 alpha-2 標準を使用します。
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列名

説明

状態

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

市

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の市区町村。

郵便番号

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の郵便番号。

E メールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、E メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エント
リは example.com です。

製品コード

製品の一意の識別子。

製品タイトル

製品のタイトル。

総収益

製品の使用に対して請求された金額、または製品
の使用に対する月額料金。

AWS 収益分配

決済時に請求額から控除される AWS 料金。the
section called “支払いレポート” (p. 355) に表示さ
れます。

総返金

取引の返金の合計金額。

AWS 返金分配

取引で返金される AWS 料金の一部。

正味収益

この取引で請求された正味額から、AWS 料金、返
金、および米国の消費税と使用税を引いた額。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。

AR 期間

取引の月と年 (YYYY-MM 形式)。

取引リファレンス ID

AWS Marketplace レポート全体で取引を関連付け
るために使用できる、取引を表す一意の識別子。

オポチュニティの名前

登録された機会の一意の識別子。

オポチュニティの説明

登録されたオポチュニティの任意のメタデータ。

ソリューションタイトル

ソリューションの名前。

ソリューション ID

ソリューションの一意の識別子。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

支払者住所 ID

お客様の住所を表す一意の識別子。
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米国の消費税と使用税レポート
この月別レポートでは、AWS が AWS Marketplace の販売および使用取引から徴収する米国の消費税と使
用税に関する情報を販売者に提供します。このレポートには、販売者が AWS Marketplace 米国売上税徴収
サービスに登録している製品と、AWS が税金を徴収して送金する必要がある製品の両方が含まれます。
税額計算サービスに登録されている製品の売上については、レポートには、製品税コードのある製品の
計算された米国売上税と使用税が含まれます。製品税コードのない製品の税額は、0.00 USD としてこの
レポートに表示されます。マーケットプレイスファシリテータールールが制定されているために税額計算
サービスの対象ではない製品の販売については、AWS が収集した金額と、社内の税に関する決定に基づい
て、AWS として送金した金額が表示されます。詳細については、アマゾン ウェブ サービス税務ヘルプの
「AWS Marketplace Sellers & Tax Collection」を参照してください。
支払いレポートとこのレポートとの間で取引をマッピングするには、Transaction Reference ID を
使用します。
このレポートはAWS Marketplace 管理ポータルでレポートタブ。AWS Marketplace Commerce Analytics
Service に登録している場合は、API コールを使用して、このレポートのセクションをプルダウンす
ることができます。詳細については、「the section called “AWS Marketplace Commerce Analytics
Service” (p. 14)」を参照してください。

掲載スケジュール
このレポートは、毎月 15 日の 00:00 UTC に発行されます。また、前の暦月の初日 00:00 UTC から末日
23:59 UTC までを対象とします。たとえば、5 月 15 日に発行されたレポートは、4 月 1 日の 00:00 UTC
から 4 月 30 日の 23:59 UTC までを対象としています。

米国の消費税と使用税レコード
このセクションでは、ソフトウェア料金に起因する米国の消費税額のデータが一覧表示されます。
列名

説明

明細項目/ID

明細項目の一意の識別子。返金取引の明細項目 ID
は先渡し取引税のものと同じです。

顧客請求書 ID

顧客請求書の一意の識別子。

[Product Name] (製品名)

購入された製品の名前。

製品コード

製品の一意の識別子。

製品税コード

製品の税プロパティを識別するための標準コー
ド。製品を作成または変更するときにプロパティ
を選択します。

販売者 ID

取引の登録販売者の一意の識別子。

販売者名

販売者の正式名称。

取引日

取引の日付。

合計調整価格

取引の最終価格。

合計税額

取引に課される合計税額。

基本通貨コード

すべての AWS Marketplace 取引の基本通貨コー
ド。このエントリは常に USD です。
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列名

説明

請求先の市区町村

ソフトウェア料金の請求先となる支払いアカウン
トに関連付けられている請求先住所の市区町村。

請求先の都道府県

ソフトウェア料金の請求先となる支払いアカウン
トに関連付けられている請求先住所の郵便番号。

請求先の郵便番号

ソフトウェア料金の請求先となる支払いアカウン
トに関連付けられている請求先住所の郵便番号。

請求先の国

ソフトウェア料金が請求先となる支払いアカウン
トに関連付けられている 2 文字の国コード。この
レポートでは、ISO 3166-1 alpha-2 標準を使用し
ます。

取引タイプコード

取引のタイプコード。有効な値:
• AWS: 先渡し取引税
• REFUND: 全額または一部返金
• TAXONLYREFUND: 税のみの返金
返金取引の明細項目 ID は元の先渡し取引のものと
同じです

表示価格課税タイプ

顧客に表示される価格の課税タイプ。すべての
AWS Marketplace 提供タイプは含まれません。

納税地コード課税管轄

課税場所に関連付けられている頂点ジオコード。

税タイプコード

取引に適用される税のタイプ。指定できる値
は、None、Sales および SellerUse です。

管轄区域

納税地に使用される住所の管轄区域。 指定でき
る値は、State、County、City、District で
す。

課税管轄

課税管轄地域の名前。

課税売上金額

管轄区域別に課税対象となる取引金額。

非課税売上金額

管轄区域別に非課税となる取引金額。

課税額

管轄区域で課される税額。

税管轄税率

管轄区域で適用される税率。

税計算理由コード

取引が課税対象となるか、非課税となるか、免除
とされるか、ゼロ評価済みであるかを管轄区域別
に整理したもの。

税計算に使用された日付

取引の税金の計算に使用される日付。

顧客の免除証明書 ID

免除証明書の証明書 ID。

顧客の免除証明書 ID ドメイン

証明書が Amazon システムに保存されている場
所。

顧客の免除証明書レベル

免除を提供した管轄区域。
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列名

説明

顧客の免除コード

免除を指定するコード (RESALE など)。

顧客の免除ドメイン

顧客の免除情報 (ある場合) を取得するために使用
される Amazon システム。

カスタマーリファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。顧客別の使
用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用さ
れます。

取引リファレンス ID

AWS Marketplace のレポート間で取引を相関させ
るのに使用される取引固有の ID。

支払者リファレンス ID

アカウント ID ではない一意の識別子。料金が請求
されるアカウントと関連付けられています。すべ
ての AWS Marketplace 財務レポート間で顧客別の
使用量、収益、サブスクリプションの追跡に使用
されます。

納税義務者

このフィールドには、Seller または AWS が入力
されます。販売者が納税義務者である場合、販売
者は税務上の決定に基づいて、自らの徴収義務と
送金義務を負います。AWS が納税義務者である場
合、売上税は AWS によって徴収および送金され
ます。詳細については、アマゾン ウェブ サービ
ス税務ヘルプの「AWS Marketplace Sellers & Tax
Collection」を参照してください。

補足報告書
AWS Marketplaceは、セラーデリバリーデータフィードサービス (p. 302)AWS Marketplace出品者の出
品情報に関連付けられている出品者アカウント IDAWS Marketplace に接続されている出品者が所有する
Amazon S3 アカウントに補足レポートを配信します。詳細については、「送信先の Amazon S3 バケット
を作成する」を参照してください。
前日に新規購読者がいた場合、補足レポートは毎日 16:00 UTCに公開されます。これらのレポートは、前
日のUTC 13:59 から翌日の 16:01 UTC までを対象としています。

契約詳細レポート
契約書の詳細レポートは、SaaS (Software-as-as-as-as-as-as-as-as-as-aService) 契約書の無料トライアル
を利用している顧客をサポートするのに役立ちます。レポートには、サブスクライバー名、サブスクライ
バー ID、オファー ID、契約開始、契約終了日などの契約の詳細が含まれます。
該当する情報が使用可能な場合にのみ、このレポートを受け取ります。このレポートを受け取るべきだ
と思われる機会に届かない場合は、AWS Marketplaceセラーオペレーションチームにお問い合わせくださ
い。
このレポートには、AWS Marketplaceセラーアカウント ID に関連付けられた Amazon S3 バケットからア
クセスできます。
次の表は、契約詳細レポートの列名と説明を示しています。
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SaaS 契約無料試用レポートデータ
名前

説明

vendor_display_name

製品を販売したベンダーの名前。

vendor_aws_account_id

製品を販売したベンダーのID。

subscriber_aws_account_id

AWS アカウント製品に登録されているものに関連
付けられた ID。

customer_id

ソフトウェア製品の一意の識別子。

product_title

製品のタイトル。

offer_id

購入者が署名したオファーの識別子。

offer_visibility

オファーがパブリック、プライベート、またはエ
ンタープライズ契約のオファーであるかどうかを
示します。

reseller_name

コンサルティングパートナーリセラーの名前。

reseller_aws_account_id

コンサルティングパートナーリセラー用の一意の
識別子。

agreement_id

製品の使用を開始するために提案者と承認者の間
で締結された契約書に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。

agreement_acceptance_date

契約が受理された日付。

agreement_start_date

契約書の開始日。

agreement_end_date

契約書の終了日。従量制課金制/従量課金制/サブス
クリプションでは、9999 年 1 月 1 日に設定されま
す。

is_free_trial_offer

オファーまたは契約が無料トライアルのオファー
かどうかを示すフラグ。

is_upgraded_after_free_trial

契約が有料契約にアップグレードされたかどうか
を示すフラグ。

total_contract_value

契約書の合計金額。

販売者ダッシュボード
AWS Marketplaceには、財務データへのアクセスと分析に役立つチャート、グラフ、インサイトを含む
Amazon QuickSight が提供するダッシュボードが用意されています。出品者ダッシュボードには以下が含
まれます。
• the section called “請求収益ダッシュボード” (p. 372)— 会計およびその他の財務報告を目的として、請
求収益に関する情報を提供します。
• the section called “回収および支払いダッシュボード” (p. 378)—AWS 前回の支払い以降に回収され、
銀行口座に支払われた資金に関する情報を提供します。
ダッシュボードは、AWS Marketplace適切な権限を持つ出品者が利用できます。
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ダッシュボードへのアクセス
デフォルトでは、AWS Marketplace出品用アカウントのシステム管理者は、の [インサイト] タブにある
すべてのダッシュボードにアクセスできますAWS Marketplace 管理ポータル。システム管理者はAWS
Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成して、特定のダッシュボードへのアクセスを販売
会社の他のユーザーに提供できます。
ポリシーの作成方法の詳細については、「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

ダッシュボードポリシー
次のポリシーを使用して、請求収益ダッシュボードと回収および支払いダッシュボードへのアクセスを許
可してください。
次のコード例に示すように、Resourceセクションに特定の Amazon リソースネーム (ARN)
を含めることで、1 つのダッシュボードへのアクセスを提供できます。たとえば、請求収益
ダッシュボードにのみアクセスできるようにするには、次のコード例からこの行を削除しま
すarn:aws:aws-marketplace::<awsAccountID>:AWSMarketplace/SellerDashboard/
CollectionsAndDisbursements_V1。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:GetSellerDashboard"
],
"Resource": [
"arn:aws:aws-marketplace::<awsAccountID>:AWSMarketplace/SellerDashboard/
BilledRevenue_V1",
"arn:aws:aws-marketplace::<awsAccountID>:AWSMarketplace/SellerDashboard/
CollectionsAndDisbursements_V1"
]
}]
}

請求収益ダッシュボード
請求収益ダッシュボードには、会計やその他の財務報告を目的とした請求収益に関する情報が表示されま
す。請求収益ダッシュボードを使用すると、顧客の請求データにタイムリーにアクセスできるようになり
ます。毎月 15 日目に配信される従来の月次請求収益レポートと比べると、約 45 日かかるため、パート
ナーが前月の請求を確認するのが遅くなります。
Amazon QuickSight ダッシュボードの任意のチャート、グラフ、表からデータ (.csvExcel またはファイル)
をエクスポートおよびダウンロードできます。詳細については、「ビジュアルからのデータのエクスポー
ト」を参照してください。
業務プロセスと財務プロセスについては、以下のトピックを確認してください。
トピック
•
•
•
•
•

請求収益ダッシュボードの更新頻度 (p. 346)
セクション 1: コントロール (p. 373)
セクション 2: 請求書の日付範囲 (p. 374)
セクション 3: 指標 (p. 374)
セクション 4: トレンド (p. 374)

• セクション 5: 故障 (p. 375)
• セクション 6: 詳細なデータ (p. 351)
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請求収益ダッシュボードの更新頻度
顧客への請求が午前0時前に行われた場合は、新しい顧客請求書が毎日表示されます。顧客への請求が午前
0時以降に行われた場合、ダッシュボードは翌日までその情報で更新されません。

Note
処理に遅延が発生し、一部の請求書が数日後に更新される場合があります。
顧客への請求書が届かない場合は、AWS Marketplaceビジネス開発担当者に連絡する前に、次の手順を実
行してください。

請求収益ダッシュボードの顧客請求書が見当たらない場合のトラブルシューティングを行うには
1.

次の 1 つまたは複数のツールを使用して、オファーがお客様に受け入れられたことを確認します。
• 顧客購読者日次レポート
• AWS Marketplaceイベントの通知
• AWS Marketplace 管理ポータル「契約」タブ

2.

(プライベートオファーの場合) 顧客がオファーを受け入れたことを確認したら、オファーの請求スケ
ジュールと金額を確認します。
• プライベートオファーについては、「AWS Marketplace 管理ポータルオファー」タブを確認してく
ださい。
• チャネルパートナーのプライベートオファーについては、「AWS Marketplace 管理ポータルパート
ナー」タブをチェックして、パートナーオポチュニティー内のカスタム支払いスケジュールを確認
してください。

3.

トランザクションで使用料金モデルが使用されているかどうかを検討してください。つまり、顧客は
毎月 2 日と 3 日に前月の使用量分の料金を請求します。

セクション 1: コントロール
ダッシュボードのこのセクションには、請求収益ダッシュボードのデータを絞り込むためのフィルター
が用意されています。たとえば、AWS Marketplaceイベントの通知からフィールドのフィルターを選択し
て、特定の顧客アカウント ID、購読者の会社名、またはオファー ID の請求を確認できます。また、分析
にフィルターを追加し、それによりビジュアルに含める日付範囲を選別することも可能です。コントロー
ル内で選択されたフィルターは、指標、トレンド、分類、詳細データセクションに表示されるデータを更
新します。
フィルタリングの詳細については、「Amazon でのデータのフィルタリング」を参照してください
QuickSight。

コントロールの説明
コントロール名

説明

サブスクライバーAWS アカウント ID

製品をサブスクライブしているアカウントの ID。

サブスクライバーの会社名

製品をサブスクライバーの名前。

[製品タイトル]

製品のタイトル。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

可視化を提供

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。
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コントロール名

説明

契約 ID

製品の使用を開始するために提案者と承認者の間
で締結された契約書に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。

AWS セラーオブレコード

取引を促進した事業体の識別子。可能な値は以下
のとおりです。
• AWS_INC: AWS, Inc.（米国を拠点とする）の識
別子。
• AWS_EUROPE: Amazon Web Services EMEA
SARL (ルクセンブルクを拠点とする) の識別子。
• AWS_AUSTRALIA: Amazon Web Services オー
ストラリア株式会社の識別子
• AWS_JAPAN: Amazon Web Services ジャパン
合同会社の識別子

ペイヤーAWS アカウント ID

料金の請求先となるアカウントの ID。

支払者の会社名

請求先のアカウントの会社名。

リセラー会社

ソフトウェアメーカーの製品の販売を許可されて
いるリセラーアカウントの会社名。

リセラーAWS アカウント ID

ISV から卸売りで製品またはサービスを購入して
顧客に再販したアカウントの ID。

再販認証 ID

登録された機会の一意の識別子。

再販許可名

登録された商談の一意の名前。

サブスクライバーの国

製品に登録しているアカウントに関連付けられた 2
文字の国コード。

加入者の州または地域

製品に登録しているアカウントに関連付けられて
いる請求先住所、都道府県、または地域。

トランザクション参照 ID

トランザクションの一意の識別子で、AWS
Marketplaceレガシーレポート間でトランザクショ
ンを関連付けるのに役立ちます。

セクション 2: 請求書の日付範囲
ダッシュボードのこのセクションには、請求日が指定した日付の前または後かどうか、または日付の前ま
たは日付の前または日付の前または日付の前または日付の前または日付の前または日付の前または日付の
前または日付の前または日付の前または日付の前または日付の前または日付の前または日付の前または日
付の前または日付 請求書の日付範囲内で選択されたフィルターは、指標、傾向、分類、詳細データセク
ションに表示されるデータを更新します。デフォルトの請求日付範囲は、過去 6 か月間のデータを取得す
るように設定されています。

セクション 3: 指標
ダッシュボードのこのセクションには、主要業績評価メトリクス (KPI) が表示され、それにより主要業績
評価メトリクス (KPI) を視覚化します。指定した請求期間における総売上、総返金、出品手数料、卸売費
用 (該当する場合)、および販売者の純収益に関するKPIが表示されます。請求書の日付範囲フィールドの日
付条件を更新することで、日付範囲を更新できます。

374

AWS Marketplace 販売者ガイド
請求収益ダッシュボード

セクション 4: トレンド
ダッシュボードのこのセクションには、指定された日付範囲の請求収益の傾向が表示されます。特定の日
付集計 (日、、など) year-over-year で傾向を表示して month-over-month quarter-over-quarter、請求収益
を把握できます。請求収益の傾向情報は、集計単位で、またはオファーの可視性タイプ別に確認できま
す。
• 請求トレンド — 日付集約フィルターから選択した日付範囲における総売上、販売者の純収益、卸売費用
(該当する場合)、および返金の経時的なスナップショットを提供します。
• オファーの可視性別の請求トレンド — プライベートオファー、パブリックオファー（またはセルフサー
ビス）、エンタープライズプログラムにわたるオファーの可視性タイプ別のオファー数と総収益のス
ナップショットを時系列で提供します。

セクション 5: 故障
ダッシュボードのこのセクションには、購読者、レコードの販売者、購読者の地域、製品タイトルにわた
るビジネスに関する主要な指標が表示されます。総収入、支払者数、購読者数、総返金額、出品手数料、
販売者純収入、卸売費用で絞り込むことができます。

セクション 6: 詳細なデータ
ダッシュボードのこのセクションには、製品の時間単位、年単位、AWSまたは月単位の使用量に対して顧
客に請求される合計金額を含む、過去 1.5 年間の請求データが表示されます。 AWS次の 3 つの周波数を使
用して顧客に請求します。
• サブスクリプションの受理日 (前払い)
• カスタム支払いスケジュール（柔軟な支払いスケジューラーによって構築されたプライベートオ
ファー）
• 前月の使用量に対する、その月の第 2 日と 3 日の従量課金使用量
顧客への請求は、顧客への請求から 24 時間後に、この詳細なデータセクションに表示されます。たとえ
ば、11 月 3 日に顧客への請求が行われた場合、ダッシュボードにはこの請求書が 11 月 4 日に報告されま
す。 QuickSight テーブルからデータをエクスポートおよびダウンロードする方法の詳細については、「ビ
ジュアルからのデータのエクスポート」を参照してください。

詳細なデータ説明
[Column] (列)

[Description] (説明)

請求日

製品サブスクリプションの料金がお客様に請求さ
れた日付。

支払い期日

YYYY-MM-DD 形式の支払期日。

支払い条件

AWS顧客の請求書の支払い条件。

請求書 ID

顧客に請求される料金に割り当てられたAWS ID。

出品料請求書 ID

AWS Marketplaceサブスクリプションが AWS
EMEA SARL、日本、またはオーストラリアの法
人（記録上の販売者）を通じて取引される場合、
販売事業者は販売者に出品料に対する付加価値
税 (VAT) を請求し、税法に準拠した請求書を提
出する必要があります。該当する取引の場合、
出品料に課されるVATの請求書IDは、ソフトウェ
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[Column] (列)

[Description] (説明)
アまたは製品サブスクリプションの請求書IDと
は異なります。AWS, Inc. からのトランザクショ
ンは、出品料の請求書 ID が適用されないため、
「Missing_listing_fee_Invoice_ID」という値になり
ます。

サブスクライバーの会社名

製品をサブスクライバーの名前。

サブスクライバーAWS アカウント ID

製品をサブスクライブしているアカウントの ID。

購読者のメールドメイン

製品を購読したアカウントに関連付けられてい
るメールドメイン。たとえば、電子メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エントリは
example.com です。

サブスクライバーの都市

製品を購読したアカウントに関連付けられている
請求先住所の市区町村。

加入者の州または地域

製品に登録しているアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

サブスクライバーの国

製品を購読したアカウントに関連付けられている
請求先住所の国。

サブスクライバーの郵便番号

製品を購読したアカウントに関連付けられている
請求先住所の郵便番号。

[製品タイトル]

製品のタイトル。

オファー名

販売者が定義したオファー名。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

可視化を提供

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

契約 ID

製品の使用を開始するために提案者と承認者の間
で締結された契約書に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。

契約開始日

顧客の製品サブスクリプションが開始される日
付。形式は MM-DD-YYYY です。これがfuture 日付
の契約である場合、この日付は受理日とは異なる
可能性があります.

契約受理日

顧客が製品を購読した日付。形式は MM-DDYYYY。

契約終了日

契約の期限が切れる日付です。形式は MM-DDYYY です。pay-as-you-go 従量制課金制/サブスク
リプションの場合、この日付は9999年1月1日に設
定されます。

使用期間終了日

製品使用期間の終了日。

利用期間開始日

製品使用期間の開始日。
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[Column] (列)

[Description] (説明)

支払い状況

前回の支払い以降、AWS がお客様の銀行口座に資
金を回収して支払いを行ったことを確認する請求
書に関連するステータス。関連する請求書の支払
い済み資金が回収され、支払われました。未払い
の請求書の未払金は、まだ回収も支払もされてい
ません。

支払い日

AWS出品者の銀行への支払いを開始した日付。

支払い銀行トレース ID

支払いの場合、トレース ID は銀行によって割り当
てられます。支払い銀行追跡IDを使用して、AWS
Marketplace売り手銀行が提供する入金通知とレ
ポートをレポート内の請求書に関連付けることが
できます。

総収入

顧客に請求される製品の従量課金額または月額料
金。

総返金率

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に顧客に払い戻されるサブスクリプション費用の
合計金額。

リスティング料金

請求額か引かれる AWS Marketplace 料金の額。

リスティング料金の返上

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に払い戻される AWS Marketplace 料金の一部。

リスティング料金の割合

AWS Marketplace請求金額から差し引かれる手数
料のパーセンテージ。

販売者のタックスシェア

このトランザクションで請求された米国の売上税
と使用税の合計金額。

売り手タックスシェアの払い戻し

払い戻しが処理された場合に、この取引で払い戻
された米国の売上税と使用税の合計金額。

AWS タックスシェア

この取引で出品者に代わって請求された米国の売
上税と使用税の合計金額。

AWS タックスシェア払い戻し

払い戻しが処理された場合に、販売者に代わって
徴収されたときに、この取引で払い戻された米国
の売上税と使用税の合計金額。

卸売コスト

チャネルパートナーのプライベートオファーの
み。再販業者への商品のコスト。たとえば、リセ
ラーがメーカーの製品を販売するときにメーカー
に支払う金額などです。卸売コストは、希望小売
価格にdiscount 率を掛けたものです。

卸売コストの返上

チャネルパートナーのプライベートオファーの
み。リセラーから返金された商品のコスト。

販売者の純売上

取引で請求された合計金額から、AWS
Marketplace 料金、返金、米国の消費税と使用税を
引いた額。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。
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[Column] (列)

[Description] (説明)

トランザクション参照 ID

AWS Marketplace レポート全体で取引を関連付け
るために使用できる、取引を表す一意の識別子。

AWS セラーオブレコード

取引を促進した事業体の識別子。可能な値は以下
のとおりです。
• AWS_INC: AWS, Inc.（米国に拠点を置く）の識
別子
• AWS_EUROPE: Amazon Web Services EMEA
SARL (ルクセンブルクを拠点とする) の識別子
• AWS オーストラリア:Amazon Web Services
オーストラリア株式会社の識別子
• AWS_JAPAN: Amazon Web Services ジャパン
合同会社の識別子

再販認証 ID

登録された機会の一意の識別子。

再販許可名

登録された商談の一意の名前。

再販許可の説明

ISV が定義した登録商談の説明。

再販売会社名

ISV から卸売価格で製品またはサービスを購入し
て顧客に再販したアカウントの名前。

ペイヤーAWS アカウント ID

ISV から卸売価格で製品またはサービスを購入し
て顧客に再販したアカウントの ID。

支払人のメールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、電子メールア
ドレスが liu-jie@example.com の場合、エントリは
example.com です。

支払者の都市

請求先のアカウントに関連付けられている請求先
住所の市区町村。

支払者の都道府県または地域

請求先のアカウントに関連付けられている請求先
住所の都道府県。

支払者の国

請求先のアカウントに関連付けられた 2 文字の国
コード。

支払者の郵便番号

請求先のアカウントに関連付けられている請求先
住所の郵便番号。

ISV アカウント ID

製品またはサービスの所有者の識別子。

ISV 会社名

製品またはサービスの所有者の会社名。

製品 ID

ソフトウェア製品のわかりやすい一意の識別子で
す。

回収および支払いダッシュボード
回収と支払いダッシュボードには、AWS前回の支払い以降に回収され、銀行口座に支払われた資金に関す
るデータが表示されます。また、未処理のすべての請求書のリストも表示されます。
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支払いには、製品のサブスクリプションに対する顧客への支払いまたは払い戻し、および顧客に徴収また
は返金された一部の税金が含まれます。請求書の全額が顧客から回収されるまで、資金の支払いは行われ
ません。返金が承認された後にお客様に返金されるため、ダッシュボード上の払い戻し額はマイナスの金
額として表示されます。
回収と支払いのダッシュボードを使用すると、顧客の支払いにタイムリーにアクセスできるようになりま
す。支払いが送信されてから5日後に作成される従来の支払いレポートと比較して、約4日間の節約が見込
まれます。

Note
顧客は支払い条件が異なるためAWS、未回収年齢カテゴリの一部の資金は顧客からの支払いでは
ない場合があります。
回収と支払いのダッシュボードには、業務プロセスと財務プロセスに関する情報が表示されます。ダッ
シュボードは毎日更新されます。詳細については、以下のトピックをご参照ください。
トピック
• 請求収益ダッシュボードの更新頻度 (p. 346)
• セクション 1: コントロール (p. 379)
• セクション 2: 日付カテゴリの選択 (p. 381)
• セクション 3: 指標 (p. 381)
• セクション 4: トレンド (p. 381)
• セクション 5: 故障 (p. 381)
• セクション 6: 詳細なデータ (p. 381)

請求収益ダッシュボードの更新頻度
回収と支払いのダッシュボードは、太平洋標準時の毎日午前 0 時に更新されます。入金後 1 日以内に支払
い済みの請求書が表示されます。

セクション 1: コントロール
ダッシュボードのこのセクションには、ダッシュボードデータを絞り込むためのフィルターが用意されて
います。たとえば、AWS Marketplaceイベントの通知からフィールドのフィルターを選択して、特定の顧
客アカウント ID、購読者の会社名、またはオファー ID の支払いを確認することができます。また、支払
い状況別にフィルタリングして、支払済みのすべての請求書、または未払いの請求書を把握することも
できます。また、フィルターを追加し、それによりビジュアルに含める日付範囲を選別することも可能で
す。コントロール内で選択されたフィルターは、指標、トレンド、分類、詳細データセクションに表示さ
れるデータを更新します。
フィルタリングの詳細については、「Amazon でのデータのフィルタリング」を参照してください
QuickSight。

コントロールの説明
コントロール名

説明

サブスクライバーAWS アカウント ID

製品をサブスクライブしているアカウントの ID。

サブスクライバーの会社名

製品をサブスクライバーの名前。

[製品名]

製品のタイトル。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。
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コントロール名

説明

オファーの可視化

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

契約 ID

製品の使用を開始するために提案者と承認者の間
で締結された契約書に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。

AWS セラーオブレコード

取引を促進した事業体の識別子。可能な値は以下
のとおりです。
• AWS_INC: AWS, Inc.（米国を拠点とする）の識
別子。
• AWS_EUROPE: Amazon Web Services EMEA
SARL (ルクセンブルクを拠点とする) の識別子。
• AWS_AUSTRALIA: Amazon Web Services オー
ストラリア株式会社 (AWS オーストラリア) の識
別子
• AWS_JAPAN: Amazon Web Services ジャパン
合同会社の識別子

支払い状況

前回の支払い以降、AWS がお客様の銀行口座に資
金を回収して支払いを行ったことを確認する請求
書に関連するステータス。関連する請求書の支払
い済み資金が回収され、支払われました。未払金
関連請求書の資金はまだ回収も支払いもされてい
ません。

支払人 AWS アカウント ID

料金の請求先となるアカウントの ID。

支払会社名

請求先のアカウントの会社名。

販売会社

ソフトウェアメーカーの製品の販売を許可されて
いるリセラーアカウントの会社名。

リセラー AWS アカウント ID

ISV から卸売りで製品またはサービスを購入して
顧客に再販したアカウントの ID。

再販認証 ID

登録された機会の一意の識別子。

再販許可名

登録された商談の一意の名前。

サブスクライバーの国

製品に登録しているアカウントに関連付けられた 2
文字の国コード。

加入者の都道府県または地域

製品に登録しているアカウントに関連付けられて
いる請求先住所、都道府県、または地域。

トランザクション参照 ID

トランザクションの一意の識別子で、AWS
Marketplace従来のレポート間でトランザクション
を関連付けるのに役立ちます。

支払いバンクトレース ID

支払いの場合、トレース ID は銀行によって割
り当てられます。バンクトレースIDは、AWS
Marketplace売り手銀行が提供する入金通知とレ
ポートをレポート内の請求書に関連付けることが
できます。
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セクション 2: 日付カテゴリの選択
ダッシュボードのこのセクションには、日付フィールドの値が指定した日付の前または日付日付日付日付
日付日付の前または日付範囲内かどうかに基づいて、レコードをフィルタリングするフィルターをフィル
タリングできます。日付のサイズは、支払い期日または最終支払い日です。日付カテゴリフィルタは、指
標、トレンド、分類、詳細データセクションに表示されるデータを更新します。デフォルトの日付カテゴ
リは最後の支払い日で、過去 6 か月間のデータを取得します。

セクション 3: 指標
ダッシュボードのこのセクションには、主要業績評価メトリクス (KPI) が表示され、それにより分析を視
覚化します。KPI は、指定した日付カテゴリと日付範囲における総収入、純収入、卸売費用 (該当する場
合)、支払額、未払金額について表示されます。

セクション 4: トレンド
ダッシュボードのこのセクションには、指定した日付範囲における支払い状況と支払期限超過の傾向が表
示されます。日別、月別、四半期別、年別などの特定の日付集約別に傾向を表示して、AWS Marketplace
コレクションの状態を把握できます。トレンドビューには次のようなものがあります。
• 支出傾向 — 支払いの平均日数とそれに関連する純収益のスナップショットを提供します。このトレンド
は、請求日から支払い日までの日数を測定して、回収効率を報告します。日付集計フィルターから日付
範囲を選択できます。
• 支払期限 — 純収益のスナップショットと支払済請求書件数を、標準的な経年劣化売掛金バケット（「未
払い」、「1～30日」、「31～60日」など）ごとに分類して提供します。このトレンドでは、支払い期
日から支払い日までの日数を測定して、支払いが顧客の支払い条件の範囲内であったかどうかを報告し
ます。
• 未払いの支払期間 — 未払いの請求書と未払いの請求書の純収益数のスナップショットを、延滞バケット
（未払い、1～30日、31～60日など）別に整理して提供します。未払いの資金には、未払いの金額が含
まれる場合があります。このトレンドでは、今日から支払期日までの日数を測定して、受入売掛金を表
示します。

セクション 5: 故障
ダッシュボードのこのセクションでは、売掛金をオファーID、製品タイトル、支払者の会社名、購読者の
会社名、再販業者名（チャネルパートナーのプライベートオファーに参加している場合）、支払者の地
域、および加入者の地域別に売掛金が表示されます。内訳を使用して、各カテゴリの未払売掛金に対する
支払済売掛金を測定します。

セクション 6: 詳細なデータ
ダッシュボードのこのセクションには、過去1.5年間の支払いが製品、顧客、オファーの詳細、および未回
収資金ごとに表示されます。
QuickSight テーブルからデータをエクスポートおよびダウンロードする方法については、「ビジュアルか
らのデータのエクスポート」を参照してください。

詳細なデータ説明
[Column] (列)

[Description] (説明)

請求日

製品サブスクリプションの料金がお客様に請求さ
れた日付。

支払い期日

YYYY-MM-DD 形式の支払期日。
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[Column] (列)

[Description] (説明)

支払い条件

AWS顧客の請求書の支払い条件。

請求書 ID

顧客に請求される料金に割り当てられたAWS ID。

出品料請求書 ID

AWS MarketplaceサブスクリプションがAWS
EMEA SARL、日本、またはオーストラリアの法
人 (記録上の販売者) を通じて取引される場合、販
売を行うマーケットプレイス運営者 (AWS EMEA
SARL など) は、出品者に出品料の VAT を請求す
る必要があります。該当する取引の場合、出品料
に課されるVATの請求書IDは、ソフトウェアまた
は製品サブスクリプションの請求書IDとは異なり
ます。

サブスクライバーの会社名

製品をサブスクライバーの名前。

サブスクライバー AWS アカウント ID

製品をサブスクライブしているアカウントの ID。

購読者のメールドメイン

製品を購読したアカウントに関連付けられてい
るメールドメイン。たとえば、電子メールアド
レスが liu-jie@example.com の場合、エントリは
example.com です。

サブスクライバーの都市

製品を購読したアカウントに関連付けられている
請求先住所の市区町村。

加入者の都道府県または地域

製品に登録しているアカウントに関連付けられて
いる請求先住所の都道府県。

サブスクライバーの国

製品を購読したアカウントに関連付けられている
請求先住所の国。

サブスクライバーの郵便番号

製品を購読したアカウントに関連付けられている
請求先住所の郵便番号。

[製品名]

製品のタイトル。

オファー名

販売者が定義したオファー名。

オファー ID

購入者が署名したオファーの識別子。

オファーの可視化

オファーがパブリック、プライベート、エンター
プライズ契約オファーのいずれになるか。

契約 ID

製品の使用を開始するために提案者と承認者の間
で締結された契約書に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。

契約開始日

顧客の製品サブスクリプションの開始日。MM-DDYYYY 形式です。これがfuture 日付の契約である場
合、この日付は受理日とは異なる可能性がありま
す.

契約終了日

契約の期限が切れる日付です。pay-as-you-go 従量
制課金制/サブスクリプションの場合、この日付は
9999年1月1日に設定されます。
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[Column] (列)

[Description] (説明)

契約受理日

顧客が製品を購読した日付。形式は MM-DDYYYY。

使用期間終了日

製品使用期間の終了日。

利用期間開始日

製品使用期間の開始日。

支払い状況

AWS前回の支払い以降に銀行口座に資金を回収し
て支払ったことを確認するための請求書に関連す
るステータス。関連する請求書の支払い済み資金
が回収され、支払われました。未払金関連請求書
の資金はまだ回収も支払いもされていません。

支払い日

AWS出品者の銀行への支払いを開始した日付。

支払いバンクトレース ID

支払いの場合、トレース ID は銀行によって割
り当てられます。銀行追跡IDを使用して、AWS
Marketplace売り手銀行が提供する入金通知とレ
ポートをレポート内の請求書に関連付けることが
できます。

総収入

製品の使用量または月額料金に対して顧客に請求
される金額。

総返金します

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に顧客に払い戻されるサブスクリプション費用の
合計金額。

リスティング料金

請求額か引かれる AWS Marketplace 料金の額。

リスティング料金の返上

データカバレッジ期間中に返金が処理された場合
に払い戻される AWS Marketplace 料金の一部。

リスティング料金の割合

AWS Marketplace請求金額から差し引かれる手数
料の割合。

売上のタックスシェア

このトランザクションで請求された米国の売上税
と使用税の合計金額。

売り手タックスシェアの払い戻し

払い戻しが処理された場合に、この取引で払い戻
された米国の売上税と使用税の合計金額。

卸売コスト

チャネルパートナーのプライベートオファーの
み。再販業者への商品のコスト。たとえば、リセ
ラーがメーカーの製品を販売するときにメーカー
に支払う金額などです。卸売コストは、希望小売
価格にdiscount 率を掛けたものです。

卸売コストの払い戻し

チャネルパートナーのプライベートオファーの
み。リセラーから返金された商品のコスト。

販売者の純売上

取引で請求された合計金額から、AWS
Marketplace 料金、返金、米国の消費税と使用税を
引いた額。

通貨

取引の通貨。たとえば、取引が US ドルの場合、
エントリは USD です。
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[Column] (列)

[Description] (説明)

トランザクション参照 ID

AWS Marketplace レポート全体で取引を関連付け
るために使用できる、取引を表す一意の識別子。

AWS セラーオブレコード

取引を促進した事業体の識別子。可能な値は以下
のとおりです。
• AWS_INC: AWS, Inc.（米国を拠点とする）の識
別子
• AWS_EUROPE: Amazon Web Services EMEA
SARL (ルクセンブルクを拠点とする) の識別子
• Amazon Web Services オーストラリア株式会社
(AWS オーストラリア)
• Amazon Web Services Japan 合同会社

再販認証 ID

登録された機会の一意の識別子。

再販許可名

登録された商談の一意の名前。

再販許可の説明

ISV が定義した登録商談の説明。

販売者の会社名

ISV から卸売価格で製品またはサービスを購入し
て顧客に再販したアカウントの名前。

リセラー AWS アカウント ID

ISV から卸売価格で製品またはサービスを購入し
て顧客に再販したアカウントの ID。

支払会社名

請求先のアカウントの名前。

ペイヤーAWS アカウント ID

料金の請求先となるアカウントの ID。

支払人のメールドメイン

料金の請求先となるアカウントに関連付けられて
いる E メールドメイン。たとえば、電子メールア
ドレスが liu-jie@example.com の場合、エントリは
example.com です。

支払人の都市

請求先のアカウントに関連付けられている請求先
住所の市区町村。

支払者の都道府県または地域

請求先のアカウントに関連付けられている請求先
住所の都道府県。

支払人の国

請求先のアカウントに関連付けられた 2 文字の国
コード。

支払連絡先の郵便番号

請求先のアカウントに関連付けられている請求先
住所の郵便番号。

ISV アカウント ID

製品またはサービスの所有者の識別子。

ISV 会社名

製品またはサービスの所有者の会社名。

製品 ID

ソフトウェア製品のわかりやすい識別子です。

支払済純収入

出品者に支払われた取引の合計金額。

未払いの純売上

出品者に支払われなかった取引の合計金額
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[Column] (列)

[Description] (説明)

支払い期間

売掛金を説明するカテゴリは、資金が回収された
期間の範囲です（未払金、1～30日、31～60日な
ど）。
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AWS Marketplace Vendor Insights
AWS Marketplaceベンダーインサイトは、組織が信頼して基準を満たす調達ソフトウェアを保護するため
に、組織が実施するソフトウェアリスク評価を簡略化する機能です。AWS Marketplaceベンダーインサイ
トを使用すると、バイヤーは単一のコンソール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。 AWS Marketplaceベンダーインサイトは、購入者の調達プロセスを容易にし、販売者
の売上を増加させる可能性があります。ソフトウェア製品のセキュリティおよびコンプライアンス情報の
ダッシュボードを提供することで、購入者の評価にかかる労力を軽減します。
AWS Marketplaceベンダーインサイトダッシュボードのすべてのセキュリティおよびコンプライアンス情
報は、以下の情報源から収集された証拠に基づいています。
• 販売者の自己認証。
• 業界標準の監査報告書 (国際標準化機構 ISO 27001 など)
• AWS Audit Managerこれにより、販売者の本番環境からのエビデンス収集が自動化されます。
AWS Marketplaceベンダーインサイトは、製品に関するコンプライアンスアーティファクトとセキュリ
ティ制御情報を収集し、ダッシュボードに表示します。ダッシュボードには、販売者の自己評価からの
データ、監査レポートからの証拠、AWS アカウントおよびからのライブ証拠が取得されます。このデータ
はセキュリティコントロールに送られ、購入者が確認できるようにダッシュボードに送られます。ライブ
エビデンスとは、複数のソースからのデータを継続的に更新して最新の情報を提示する方法です。 AWS
Config出品者の環境では有効になっています。構成、有効なバックアップ、およびその他の情報に関する
データは自動的に更新されます。たとえば、製品のアクセスコントロールが Compliant で、Amazon S3 バ
ケットが公開された場合などです。ダッシュボードには、コントロールのステータスが [準拠] から [未定]
に変わったことが表示されます。
AWS アカウントAWS Marketplaceベンダーインサイトを使用する前に、でベースラインのリソースとイン
フラストラクチャを設定する必要があります。セットアップが完了すると、AWS Marketplaceベンダーイ
ンサイトはお客様の software-as-a-service (SaaS) 製品の情報を収集し、セキュリティプロファイルを生成
できますAWS Marketplace。
目次
• AWS MarketplaceVendor Insights (p. 386)
• AWS Marketplaceベンダーインサイトの設定 (p. 387)
• AWS Marketplaceベンダーインサイトプロファイルを表示する (p. 393)
• AWS Marketplaceベンダーインサイトでのスナップショットの管理 (p. 394)
• AWS Marketplaceベンダーインサイトでのアクセス制御 (p. 397)

AWS MarketplaceVendor Insights
AWS MarketplaceVendor Insightsは、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
を収集し、ダッシュボードに表示します。ダッシュボードには、プロダクトオーナーの自己評価による
データ、監査レポートからの証拠、およびからのライブエビデンスが含まれますAWS アカウント。この
データはセキュリティコントロールに送られ、購入者が確認できるようにダッシュボードに送られます。
ダッシュボードには、AWS Marketplace Vendor Insightsが複数のセキュリティコントロールカテゴリから
収集した証拠に基づく情報が表示されます。これにより、購入者はセキュリティプロファイルをほぼリア
ルタイムで確認でき、購入者と販売者間の議論が減ります。購入者は販売者の情報を検証し、数時間以内
に評価を完了できます。 AWS MarketplaceVendor Insightsは、 up-to-date 出品者がセキュリティとコン
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プライアンス態勢の情報を自動的に保持する仕組みを提供します。オンデマンドで購入者と共有できるた
め、アンケートにランダムに回答する必要がなくなります。
AWS Marketplaceベンダーインサイトは、次の 3 つのソースからエビデンスに基づく情報を収集します。
• プロダクションアカウント — 複数のコントロールのうち、30のコントロールがプロダクションアカウ
ントからのライブエビデンス収集をサポートします。各統制のライブエビデンスは、AWSAWS Config
1つ以上のルールを使用してリソースの構成設定を評価することによって生成されます。 AWS Audit
Managerエビデンスをキャプチャし、AWS Marketplaceベンダーインサイトダッシュボードに配信しま
す。AWS CloudFormationオンボーディングテンプレートは、ライブエビデンス収集を可能にするため
に必要な前提条件となる手順を自動化します。 AWS Config出品者の環境では有効になっています。構
成、有効なバックアップ、その他の情報に関するデータは自動的に更新されます。たとえば、製品のア
クセス制御が「準拠」で、Amazon S3 バケットがパブリックになった場合です。ダッシュボードには、
統制のステータスが「準拠」から「未定」に変わったことが表示されます。
• AWS ConfigAWS Audit Managerオンとサービス。
• AWS ConfigAWS Audit Managerルール作成と自己評価
• AWS Marketplaceベンダーインサイトが評価結果を引き出せるようにAWS Identity and Access
Management (IAM) ロールをプロビジョニングします。
• ISO 27001およびSOC2 Type IIレポート — 統制カテゴリは、国際標準化機構 (ISO) およびシステムおよ
び組織統制 (SOC2) レポートの統制にマッピングされます。AWS Marketplaceこれらのレポートをベン
ダーインサイトと共有すると、これらのレポートから関連する証拠を抽出し、ダッシュボードに表示で
きます。
• ベンダーの自己評価 — CloudFormation テンプレートは、AWS Marketplaceでベンダーインサイトの自
己評価を設定しますAWS Audit Manager。この評価を完了すると、複数の統制カテゴリーの情報を提供
できます。を使用して、各統制のサポートドキュメントをアップロードできますAWS Audit Manager。
とアーティファクトを共有する方法の詳細についてはAWS Marketplace、「アーティファクトをにアップ
ロードする方法 (p. 391)」を参照してくださいAWS Marketplace。

AWS Marketplaceベンダーインサイトの設定
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、登録することは無料です。AWS Marketplaceソフトウェアのベンダーインサイトセキュリティプ
ロファイルを購読することで、AWS Marketplace参加製品リストのセキュリティおよびコンプライアンス
情報にオンデマンドで継続的にアクセスできます。セキュリティプロファイルを購読すると、そのソフ
トウェアのセキュリティ体制が変わったときに通知を受け取ることができます。デフォルトでは、ソフト
ウェアセキュリティプロファイルのサブスクリプションは 60 日後に期限切れになります。でソフトウェ
アを購入すると、60 日後もサブスクリプションを有効に保つことができますAWS Marketplace。これによ
り、継続的な監視が可能になり、定期的な再評価を減らすことができます。
次のリストは、AWS Marketplaceベンダーインサイトを設定するために必要なプロセスの概要を示してい
ます。以下の手順を参考に、AWS アカウントAWS Marketplaceベンダーインサイトダッシュボードの設定
と操作が確実に行われるようにしてください。

Note
AWS Marketplaceベンダーインサイトが情報を収集し、お客様の software-as-a-service
(SaaS)AWS アカウント 製品のセキュリティおよびコンプライアンスプロファイルを生成でき
るように、のベースラインリソースとインフラストラクチャを構成する必要がありますAWS
Marketplace。
次の手順では、AWS Marketplaceサービスとしてのソフトウェア (SaaS)AWS Marketplace リストにベン
ダーインサイトを設定するための大まかな手順について説明します。README.mdAWS CloudFormation
ファイル内のセットアップ手順やソリューションのデプロイに必要なテンプレートなどの技術リソース
は、Web AWS GitHub サイトのベンダーインサイトのサンプルリポジトリで入手できます。
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SaaSAWS Marketplace リストにベンダーインサイトを設定するには
1.

ソリューションに導入されているサービスを理解するには、AWS のサービス必要なリソースとリソー
ス (p. 388)次のセクションを参照してください。README.mdAWSベンダーインサイトのサンプルリ
ポジトリにあるファイルには、ソリューションの仕組みについて詳しく説明されています。

2.

CloudFormation オンボーディングスタックをにデプロイしますAWS アカウント。 CloudFormation オ
ンボーディングスタックのデプロイについては、を参照してくださいオンボーディングスタックのデ
プロイ (p. 389)。

3.

監査レポートなどの現在のSOC2タイプIIおよびISOAWS Marketplace 27001コンプライアンスアー
ティファクトをと共有してください。アーティファクトを共有するには、 CloudFormation のスタッ
クセットテンプレートによって作成された Amazon S3 バケットにアーティファクトをアップロー
ドしますAWS アカウント。アーティファクトをプロフィールにアップロードする方法については、
「アーティファクトのアップロード (p. 391)」を参照してください。

4.

AWS MarketplaceベンダーインサイトSupport にお問い合わせください。Submit a Support Request
フォームを使用して、ベンダーインサイトのオンボーディング導入を完了し、コンプライアンスアー
ティファクトをアップロードしたことを示す情報を入力します。次に、[送信] を選択します。

5.

ベンダーインサイトチームから、自己評価を完了するための手順についてご連絡いたします。

AWS のサービス必要なリソースとリソース
AWS Marketplaceベンダーインサイトのオンボーディングプロセスでは CloudFormation 、以下のリソー
スを使用します。
• AWS Audit Manager— スタックセットでは、次の 2 つの評価が作成されますAWS Audit Manager。
• 自己評価には複数のカテゴリが含まれます。セルフアセスメントの各コントロールについて、購入者
にわかりやすい回答を提供します。
• AWS Configによって自動的に入力される統制を含む自動評価です。
AWS Audit Manager の詳細については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」を参照してくださ
い。
• AWS Config— スタックセットは、AWS ConfigAWS Config必要なルールを設定するためのコンフォー
マンスパックをデプロイします。これらのルールにより、Audit Manager の自動評価は、AWS のサー
ビスAWS アカウントその中に展開されている他のユーザーのライブエビデンスを収集できます。AWS
Config機能の詳細については、AWS Config開発者ガイドを参照してください。
• Amazon S3 — スタックセットは、次の 3 つのアマゾンSimple Storage Service (Amazon S3) バケット
を作成します。
• vendor-insights-stack-set-output-bucket-{アカウント番号} — このバケットには、実行されたスタック
セットからの出力が含まれています。AWS Marketplaceベンダーインサイトチームは、その出力を使
用してセットアップを完了し、AWS Marketplaceベンダーインサイトプロファイルを生成します。
• vendor-insights-audit-reports-bucket-{account number} — このバケットは、AWS アカウントAWS
Marketplaceユーザーとベンダーインサイトサービス間の共通リンクとして機能します。AWS
Marketplaceベンダーインサイトがデータソースとして使用するISO-27001やSOC2の証明書やレポー
トなどのアーティファクトが含まれています。
• vendor-insights-assessment-reports-bucket-{アカウント番号} — この Amazon S3AWS Audit Manager
バケットに評価レポートを公開します。評価レポートの公開について詳しくは、AWS Audit Manager
ユーザーガイドの「評価レポート」を参照してください。
Amazon S3 の諸機能について詳しくは、「Amazon S3 ユーザーガイド」を参照してください。
• IAM — オンボーディングスタックセットは、アカウントに次のAWS Identity and Access Management
(IAM) ロールをプロビジョニングします。

• VendorInsightsPrerequisiteCFT.ymlテンプレートがデプロイされる
と、AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdminAWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecut
理者ロールと実行ロールが作成されます。スタックセットは管理者ロールを使用して、AWS リージョ
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ン必要なスタックを複数のスタックに同時にデプロイします。管理者ロールは、AWS Marketplaceベ
ンダーインサイトのセットアッププロセスの一環として、必要な親スタックとネストスタックをデプ
ロイする実行ロールを引き受けます。セルフマネージド型のアクセス許可について詳しくは、『AWS
CloudFormationユーザーガイド』の「セルフマネージド型のアクセス許可を付与する」を参照してく
ださい。
• AWSVendorInsightsRoleこのロールにより、AWS MarketplaceAWS Audit Managerベンダーイン
サイトはリソース内の評価を読むことができます。 AWS Marketplaceベンダーインサイトは、AWS
Marketplace評価で見つかった証拠をベンダーインサイトプロファイルに表示します。
• AWSVendorInsightsOnboardingDelegationRoleは、AWS Marketplaceベンダーインサイト
に、vendor-insights-audit-reports-bucketvendor-insights-stack-set-outputbucketおよびバケット内のオブジェクトを一覧表示および読み取りできるようにします。この機能に
よりセットアップアクションが完了し、AWS Marketplaceベンダーインサイトプロファイルが生成さ
れます。
• AWSAuditManagerAdministratorAccessこのロールは、有効化または無効化AWS Audit
Manager、設定の更新、評価、統制、およびフレームワークの管理を行うための管理者アクセスを提
供します。あなたまたはあなたのチームがこの役割を引き受け、で自己評価を行うことができます
AWS Audit Manager。

オンボーディングスタックのデプロイ
AWS Marketplaceベンダーインサイトのセットアップを簡素化するために StackSets、AWS
CloudFormation必要なリソースのプロビジョニングと構成を行うスタックとを使用しています。マルチア
カウントまたはマルチリージョンのSaaSソリューションを使用している場合は、 StackSets 中央管理アカ
ウントからオンボーディングスタックをデプロイできます。
詳細については CloudFormation StackSets、『AWS CloudFormationユーザガイド』の「AWS
CloudFormation StackSetsでの作業」を参照してください。
AWS Marketplaceベンダーインサイトを設定するには、 CloudFormation 以下のテンプレートを使用する
必要があります。
• VendorInsightsPrerequisiteCFT— CloudFormation StackSets アカウントで実行するために必要
な管理者ロールと権限を設定します。このスタックは出品用アカウントで作成してください。
• VendorInsightsOnboardingCFT—AWS のサービス 必要なものを設定し、適切な IAM 権限を設定し
ます。これらの権限により、AWS Marketplaceベンダーインサイトはで実行されている SaaSAWS アカ
ウント 製品のデータを収集し、AWS Marketplaceそのデータをベンダーインサイトプロファイルに表示
できます。このスタックは、SaaSソリューションをホストしているセラーアカウントとプロダクション
アカウントの両方で作成してください StackSets。

VendorInsightsPrerequisiteCFTスタックの作成
スタックを実行することで、VendorInsightsPrerequisiteCFT CloudFormation スタックセットのオ
ンボーディングを開始するための IAM 権限を設定します。

VendorInsightsPrerequisiteCFTスタックを作成するには
1.

GitHubWebVendorInsightsPrerequisiteCFT.yml AWSサイトのベンダーインサイト用サンプル
リポジトリテンプレートフォルダーから最新のファイルを確認してダウンロードします。

2.

AWS Management ConsoleAWS Marketplace出品用アカウントを使用してにログインします。
AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

3.

CloudFormation コンソールのナビゲーションペインで [スタック] を選択し、ドロップダウンから [ス
タックの作成] と [新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。(ナビゲーションペインが表示されて
いない場合は、左上隅にあるナビゲーションペインを選択して展開します)。
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4.

[テンプレートを指定] で、[テンプレートファイルをアップロード] を選択します。[ファイルを選択] を
使用して、VendorInsightsOnboardingCFT.ymlダウンロードしたファイルをアップロードしま
す。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

5.

スタックの名前を入力し、[Next] を選択します。

6.

(オプション) 必要に応じてスタックオプションを設定します。
[Next] (次へ) を選択します。

7.

[確認] ページで選択内容を確認します。変更するには、変更する領域で [編集] を選択します。スタッ
クを作成する前に、機能領域の確認チェックボックスを選択する必要があります。
[Submit] (送信) を選択します。

8.

スタックを作成したら、Resources タブを選択し、作成された次のロールをメモしておきます。
• AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin
• AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution

VendorInsightsOnboardingCFTスタックセットを作成する
VendorInsightsOnboardingCFT CloudFormation スタックセットを実行することで、AWS のサービス
必要なものを設定し (p. 388)、適切な IAM 権限を設定します。これにより、AWS Marketplaceベンダー
インサイトはで実行されている SaaSAWS アカウント 製品のデータを収集し、AWS Marketplaceベンダー
インサイトプロファイルに表示できます。
マルチアカウントソリューションを使用している場合、またはセラーアカウントとプロダクションア
カウントが分かれている場合は、このスタックを複数のアカウントにデプロイする必要があります。
StackSets 前提条件スタックを作成した管理アカウントからこれを行うことができます。
スタックセットは、セルフマネージド型のアクセス許可を使用してデプロイされます。詳細について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドのセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの
作成を参照してください。

VendorInsightsOnboardingCFTスタックセットを作成するには
1.

GitHubWebVendorInsightsOnboardingCFT.yml AWSサイトのベンダーインサイト用サンプルリ
ポジトリテンプレートフォルダーから最新のファイルを確認してダウンロードします。

2.

AWS Management ConsoleAWS Marketplace出品用アカウントを使用してにログインします。
AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

3.

CloudFormation コンソールのナビゲーションペインで、[Create] を選択します StackSet。(ナビゲー
ションペインが表示されていない場合は、左上隅にあるナビゲーションペインを選択して展開しま
す)。

4.

[権限] の [IAM 管理者ロール] で [IAM ロール名] を選択
しAWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin、ドロップダウンからロール名を選択します。

5.

IAMAWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution 実行ロール名として入力します。

6.

[テンプレートを指定] で、[テンプレートファイルをアップロード] を選択します。[ファイルを選
択]VendorInsightsOnboardingCFT.yml を使用してダウンロードしたファイルをアップロード
し、[次へ] を選択します。

7.

StackSet 次のパラメータを指定し、[次へ] を選択します。
• CreateVendorInsightsAutomatedAssessment— このパラメータは、AWS Audit Managerの
自動評価を設定しますAWS アカウント。管理アカウントとプロダクションアカウントが分かれてい
る場合、このオプションはプロダクションアカウントでのみ選択し、管理アカウントには選択しな
いでください。
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• CreateVendorInsightsBucket— このパラメータは、AWS Marketplaceベンダーインサイトと
ユーザー間の証明書などのアーティファクトの交換を容易にするように Amazon S3 バケットを設
定します。
管理アカウントとプロダクションアカウントが分かれている場合は、このオプションは管理アカウ
ントでのみ選択し、プロダクションアカウントには選択しないでください。
• CreateVendorInsightsIAMRoles— このパラメータは、AWS Marketplaceベンダーインサイ
トがお客様の評価データとアーティファクトデータを読み取れるようにする IAMAWS アカウント
ロールをプロビジョニングします。
• CreateVendorInsightsSelfAssessment— このパラメータは、の Audit Manager の自己評価
を設定しますAWS アカウント。管理アカウントとプロダクションアカウントが分かれている場合
は、このオプションは管理アカウントでのみ選択し、プロダクションアカウントには選択しないで
ください。
• PrimaryRegion— このパラメータは、SaaSAWS リージョン 導入のプライマリを設定します。こ
れは、の S3AWS アカウント バケットとセルフアセスメントが作成されるリージョンです。SaaS
製品が 1 つのリージョンにのみデプロイされている場合、そのリージョンがプライマリリージョン
です。
• ProductName— このパラメータは、AWS Audit Manager自己評価にサフィックスとして追加され
る名前を指定します。この名前は、製品に設定する複数の自己評価を区別するのに役立ちます。
8.
9.

StackSet 必要に応じてオプションを設定します。[実行設定] を [非アクティブ] のままにして、[次へ]
を選択します。
デプロイのオプションを設定ます。マルチアカウントソリューションを使用している場合は、スタッ
クセットを 1 回の操作で複数のアカウントとリージョンにデプロイするように設定できます。[Next]
(次へ) を選択します。

Note
マルチアカウントソリューションを使用している場合、すべてのアカウントに単一のスタッ
クセットとしてデプロイすることはお勧めしません。ステップ 7 で定義したパラメータに細
心の注意を払ってください。デプロイするアカウントの種類によっては、一部のパラメータ
を有効または無効にしたい場合があります。 StackSets 1 回のデプロイで、指定したすべて
のアカウントに同じパラメータを適用します。アカウントをスタックセットにグループ化す
ることでデプロイ時間を短縮できますが、マルチアカウントソリューションでは複数回デプ
ロイする必要があります。

Important
複数のリージョンにデプロイする場合、最初にリストするリージョンはPrimaryRegion.
リージョン同時実行オプションは、シーケンシャルのデフォルト設定のままにします。
10. [確認] ページで選択内容を確認します。変更するには、変更する領域で [編集] を選択します。スタッ
クセットを作成する前に、機能領域の確認チェックボックスを選択する必要があります。
[Submit] (送信) を選択します。
スタックセットは、リージョンごとに約 5 分かかります。

アーティファクトをアップロード
AWS Marketplace監査レポートや認証などのコンプライアンスアーティファクトをと共有します。アップ
ロードされたアーティファクトは、AWS Artifactサードパーティのレポート (プレビュー) を使用して保存
および共有されます。

アーティファクトをアップロードするには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
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2.

VendorInsightsOnboardingCFTAWS リージョンAWS アカウント はユーザーのプライマリに vendorinsights-audit-reports-bucket-{account number} という名前の S3 StackSet バケットを作成します。

3.

ISO-27001 レポートや SOC2 レポートなどの認証アーティファクトをこの S3 バケットにアップ
ロードします。アーティファクトを識別できるように、アーティファクトの名前にはSOC2または
ISO27001が含まれている必要があります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「オブ
ジェクトのアップロード」を参照してください。

AWS Marketplaceベンダーインサイトチームはアーティファクトから証拠を抽出し、ベンダーインサイト
ダッシュボードに表示します。

Important
アーティファクトをアップロードしたら、AWS MarketplaceベンダーインサイトSupport に連絡
してください。レポートからのデータ抽出を開始します。

自己評価を完了する
VendorInsightsOnboardingCFT スタックセットテンプレートは、AWS Audit ManagerAWS アカウントお
客様のプライマリリージョンにという名前で評価を設定しますAWSVendorInsightsSelfAssessment。
AWS Marketplaceベンダーインサイトセルフアセスメントの実施方法に関するビデオをご覧ください。

自己評価を完了するには
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home/
AWS Audit Manager でコンソールを開きます。

2.

AWS Audit Managerコンソールのナビゲーションペインで、[アセスメント] を選択
し、AWSVendorInsightSelfAssessmentアセスメントを開くことを選択します。

3.

を使用していない場合はAWSAuditManagerAdminRole、自己評価を完了するために監査所有者として
の現在の役割を追加する必要があります。
現在のロールを追加するには、次の操作を行います。

4.

a.

[監査担当者] タブを選択し、[編集] を選択します。

b.

ステップ 4「監査所有者の編集」に進むまで、「次へ」を選択します。

c.

アカウントの IAM ロールを検索してください。

d.

ロールを選択し、[次へ] を選択します。

e.

変更を確認して、［Save changes (変更の保存)］を選択します。

AWSVendorInsightSelfAssessmentページの [コントロール] タブの [コントロールセット] で、コント
ロールに対する応答を記録します。

Important
セルフアセスメントでは、コントロールステータスを「レビュー済み」に更新しないでくだ
さい。
コントロールに対する応答を記録するには、次の操作を行います。
a.

コントロールを選択し、コントロールページの [コメント] タブを選択します。

b.

コメントフィールドへの回答を入力します。
コメントフィールドに応答を入力するときは、詳細を追加する前に、YesNoまたは応答（該当す
る場合）から始めてください。この正確な対応方法を使用することで、当社のシステムはお客様
の回答を正しく解析し、ダッシュボードに正しいコンプライアンス状況を表示することができま
す。
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c.
5.

[コメントを送信] を選択します。

スナップショットを更新するには、AWS MarketplaceベンダーインサイトSupport にお問い合わせく
ださい。

AWS Marketplaceベンダーインサイトプロファイル
を表示する
AWS Marketplaceベンダーインサイトのプロフィールには、購入者が商品を評価する際に役立つ重要な
情報が表示されます。データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、AWS Identity and
Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めし
ます。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できま
す。IAM を使用してユーザーアカウントを作成する方法については、「」を参照してくださいthe section
called “グループの作成または使用” (p. 404)。
AWS Marketplace購入者はベンダーインサイトダッシュボードを使用して製品を評価できます。そこで、
購入者はプロフィールに追加したデータソースによって定義された商品概要を見ることができます。セ
キュリティプロファイルは、10 のカテゴリの複数のセキュリティコントロールによって定義されます。
データの定義に使用される 10 種類のセキュリティカテゴリは次のとおりです。
• アクセス管理
• アプリケーションセキュリティ
• 監査、コンプライアンス、およびセキュリティポリシー
• ビジネスレジリエンス
• データセキュリティとプライバシー
• エンドユーザーのデバイスとモバイルセキュリティ
• 人的資源。
• インフラストラクチャセキュリティ
• リスク管理とインシデント対応
• セキュリティと構成ポリシー
詳細については、AWS Marketplaceバイヤーガイドの「管理カテゴリーについて」を参照してください。
AWS Marketplaceベンダーインサイトを設定して使用することにより、AWSユーザー情報を非公開かつ
安全に保つためのサービス条件とデータプライバシールールを遵守することに同意したものとみなされま
す。AWSデータプライバシー規約の詳細については、データプライバシーに関する FAQ を参照してくだ
さい。サービス条件の詳細については、AWS サービス条件を参照してください。

セキュリティプロフィールを出品者として表示する
自己評価を完了し、その他の生きた証拠を追加したら、出品者としてのプロフィールを確認することが重
要です。プロフィールに追加された情報を確認する必要があります。

Note
このプロフィールは、機密保持契約 (NDA)AWS Marketplace に署名した購入者が閲覧できるよう
にベンダーインサイトのサポートチームに公開設定の更新を依頼するまで、購入者には表示され
ません。
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AWS Marketplaceベンダーインサイトプロファイルから個人を特定できる情報 (PII) データを削除
したい場合は、AWS サポートに連絡してサポートケースを開始してください。

セキュリティプロファイルを購入者と同じ表示にするには
1.

AWS Management Consoleにサインインします。

2.

ポータルの SaaS 製品ページに移動します。

3.

セキュリティプロファイルが関連付けられている製品を選択します。

4.

「ベンダーインサイト」タブを選択し、「最新リリーススナップショットを表示」を選択します。

5.

「概要」タブには、アップロードしたすべての証明書バッジが表示されます。

6.

[セキュリティとコンプライアンス] タブを選択すると、複数のコントロールから収集されたデータを
表示できます。詳細を表示するには、各コントロールセットを選択します。

AWS Marketplaceベンダーインサイトでのスナップ
ショットの管理
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。AWS Marketplaceベンダーイン
サイトでは、いつでもスナップショットを使用して販売者の製品を評価できます。販売者は、プロファ
イルのセキュリティ状況をさまざまなタイミングで比較したり、さまざまなセキュリティプロファイルの
最新のスナップショットを比較したりして、意思決定に役立てることができます。スナップショットは、
データの最新性とソースに関する透明性を提供するだけでなく、必要なセキュリティ情報も提供します。
AWS MarketplaceAWS Marketplaceコンソールのベンダーインサイトスナップショットの概要セクション
では、作成およびリリーススケジュールに関する以下のスナップショットの詳細を確認できます。
• 最後に作成されたスナップショット — このプロファイルで最後に作成されたスナップショット。
• 次回の作成予定 — スナップショットは次に作成される予定です。
• 作成頻度 — スナップショット作成間隔またはスナップショット作成頻度。
• 次回のリリース予定 — スナップショットは次にリリースされる予定です。
• ステージング時間 — スナップショットは、少なくともこの期間だけステージングされ、スナップショッ
トリリースイベント中にリリースできます。
• リリース頻度 — リリースイベント間の時間の長さ。
スナップショットリストセクションでは、スナップショットのステータスは次のとおりです。
• リリース済み — スナップショットは公開されており、この製品へのアクセス権限を持つユーザーには閲
覧可能です。
• リリース待ち — スナップショットは完了したか、最低限必要なステージング期間内で、次のリリースに
予定されています。
• プライベート — セキュリティプロファイルをアクティブ化する前に作成されたスナップショット、また
は検証エラーがあって一般には表示されないスナップショット。非公開スナップショットは、出品者に
のみ表示されます。
トピック
• スナップショットを作成する (p. 395)
• スナップショットの表示 (p. 395)
• スナップショットのエクスポート (p. 395)
• 最新リリースのスナップショットを表示 (p. 396)
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• スナップショットリリースを延期 (p. 396)
• スナップショットリストのプリファレンスの変更 (p. 396)

スナップショットを作成する
プロファイルのスナップショットを作成するには、次の手順に従います。1 日あたり最大 20 のスナップ
ショットを作成できます。
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.

製品プロファイルページで、スナップショットリストに移動し、[新しいスナップショットの作成] を
選択します。

5.

スナップショットスケジュールが変更されることを通知するメッセージが表示されます。[作成] を選
択します。

Note
スナップショットスケジュールは、新しいスナップショットが作成されると変更されます。
新しいスナップショットは、手動で作成したスナップショットと同じ時間にスケジュールさ
れます。このメッセージには新しいスケジュールが含まれています。
新しいスナップショットは 30 分以内に作成され、スナップショットリストに追加されます。新しいス
ナップショットは、リリース保留ステータスで作成されます。ステータスが「リリース済み」に変わるま
で、誰も新しいスナップショットを表示できません。

スナップショットの表示
プロファイルのスナップショットを表示するには、次の手順を実行します。
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.

製品プロファイルページで、スナップショットリストに移動し、表示するスナップショットのスナッ
プショット ID を選択します。

5.

完了したら、[Back] (戻る) を選択してスナップショットビューを終了します。

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。スナップショットをエクスポートするには、次の手
順を実行します。
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.

製品プロファイルページで、スナップショットリストに移動し、エクスポートするスナップショット
のスナップショット ID を選択します。

5.

[エクスポート] をクリックします。

6.

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。
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最新リリースのスナップショットを表示
最新リリースのスナップショットは、ユーザーが製品の状態を確認および評価するために使用するもので
す。製品を正確な情報で表現するためには、最新リリースのスナップショットの内容を知ることが重要で
す。プロファイルの最新のスナップショットを表示するには、次の手順を実行します。
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.

製品プロファイルページで、スナップショットリストに移動し、表示するスナップショットのスナッ
プショット ID を選択します。

5.

[最新リリースのスナップショットを表示] を選択します。

6.

完了したら、[Back] (戻る) を選択してスナップショットビューを終了します。

スナップショットリリースを延期
プロファイルへのスナップショットのリリースを遅らせるには、特定のスナップショット ID のスナップ
ショットリリースを延期できます。
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.

製品プロファイルページで、スナップショットリストに移動し、リリースを延期するスナップショッ
トのスナップショット ID を選択します。

5.

スナップショットの概要から、「スナップショットリリースを延期」を選択します。

6.

スナップショットスケジュールが変更されることを通知するメッセージが表示されます。[延期] を選
択します。

この製品のスナップショットリリースが正常に延期されたことを示す成功メッセージが表示されます。

スナップショットリストのプリファレンスの変更
スナップショットを作成したら、スナップショットリストでスナップショットの表示方法の設定を変更で
きます。
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.

製品プロファイルページで、スナップショットリストに移動し、変更するスナップショットのスナッ
プショット ID を選択します。

5.

設定アイコンを選択します。スナップショットの以下のプリファレンスをカスタマイズできます。
• ページサイズ — 各ページに表示するスナップショットの数を、1 ページあたり 10 リソース、20 リ
ソース、または 50 リソースの中から選択します。
• 行を折り返す — 行を折り返してレコード全体を表示するオプションを選択します。
• 時間形式 — [絶対]、[相対]、または [ISO] のいずれを使用するかを選択します。
• 表示列 — スナップショットの詳細に表示したいオプション (スナップショット ID、ステータス、作
成日) を選択します。
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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。IAM 管理者は、誰を認証
(サインイン) し、誰にAWS Marketplaceリソースの使用を承認する (アクセス権限を持たせる) かを管理し
ます。 AWS Marketplaceベンダーインサイトは IAM を使用して、販売者データ、評価、販売者自己認証、
および業界標準の監査レポートへのアクセスを管理します。
誰が何をできるかを制御する推奨方法は、IAM を使用してユーザーとグループを作成することです。AWS
Marketplace 管理ポータル次に、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
セスが必要なユーザーが他にもいる場合は、アクセス許可をユーザアカウントに許可するのではなく、作
成したグループにそれらのユーザーを追加します。
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。ポリシーは通常、特定のアクションへ
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、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 IAM ユーザーは、その認証情報を使用して認証されます。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。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。
使用可能なアクション、リソース、および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「AWS Marketplaceベンダーインサイトのアクション、リソース、および条件キー」をご参照くださ
い。

AWS Marketplaceベンダーインサイト出品者の権限
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。

CreateDataSource
CreateDataSourceユーザーは新しいデータソースリソースを作成できます。サポートされているデータ
ソースは以下の通りです。
• SOC2Type2AuditReport
• ISO27001AuditReport
• AWSAuditManagerSecuritySelfAssessment
• AWSAuditManagerSecurityAutomatedAssessment
アクショングループ:読み取り/書き込み
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必要なリソース:なし
リソースを作成します。DataSource

DeleteDataSource
DeleteDataSourceユーザーが所有するデータソースを削除できます。データソースを削除するに
は、どのプロファイルとも関連付けを解除する必要があります。詳細については、「the section called
“AssociateDataSource” (p. 399)」を参照してください。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:DataSource

GetDataSource
GetDataSourceユーザーはデータソースの詳細を取得することができます。データソースの詳細には、
関連するタイムスタンプ、元の作成パラメーター、処理情報 (ある場合) などのメタデータ情報が含まれま
す。
アクショングループ:読み取り専用、読み取り/書き込み
必要なリソース:DataSource

ListDataSources
ListDataSourcesユーザーが所有するデータソースを一覧表示できます。
アクショングループ:読み取り専用、読み取り/書き込み、リスト専用
必要なリソース:なし

CreateSecurityProfile
CreateSecurityProfileユーザーは新しいセキュリティプロファイルを作成できます。セキュリティ
プロファイルは、スナップショットがいつどのように生成されるかを管理するためのリソースです。ユー
ザーは、プロフィールのステータスと適用される条件を管理することで、購入者がスナップショットにア
クセスする方法を制御することもできます。
アクショングループ:読み取り専用、読み取り/書き込み、リスト専用
必要なリソース:なし
リソースを作成します。SecurityProfile

ListSecurityProfiles
ListSecurityProfilesユーザーは自分が所有する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、読み取り/書き込み、リスト専用
必要なリソース:なし

GetSecurityProfile
CreateSecurityProfileユーザーはセキュリティプロファイルの詳細を取得できます。
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アクショングループ:読み取り専用および読み取り/書き込みできる
必要なリソース:SecurityProfile

AssociateDataSource
AssociateDataSourceDataSourceAWS Marketplaceユーザーは既存のプロファイルをベンダーインサ
イトプロファイルに関連付けることができます。ユーザーは、データソースをプロファイルに関連付ける
か、関連付けを解除することで、スナップショットの内容を制御できます。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfileおよびDataSource

DisassociateDataSource
DisassociateDataSourceDataSourceAWS Marketplaceユーザーは既存のプロファイルとベンダーイ
ンサイトプロファイルの関連付けを解除できます。ユーザーは、データソースをプロファイルに関連付け
るか、関連付けを解除することで、スナップショットの内容を制御できます。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfileおよびDataSource

UpdateSecurityProfile
UpdateSecurityProfileユーザは名前や説明などのセキュリティプロファイル属性を変更できます。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfile

ActivateSecurityProfile
ActivateSecurityProfileActiveユーザはセキュリティプロファイルのステータスを設定でき
ます。セキュリティプロファイルをアクティブ化すると、Staged他の条件が満たされた場合にリ
リースできる状態で新しいスナップショットを作成できます。詳細については、「the section called
“UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration” (p. 400)」を参照してください。
ActiveReleased少なくとも1つのスナップショットを含むセキュリティプロファイルは、AWS
Marketplaceエンドユーザー向けのベンダーインサイト検出の対象となります。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfile

DeactivateSecurityProfile
DeactivateSecurityProfileInactiveユーザはセキュリティプロファイルのステータスを設定でき
ます。セキュリティプロファイルのこの端末状態は、プロファイルを共有状態から削除するのと同じで
す。ユーザーがセキュリティプロファイルを非アクティブ化できるのは、そのプロファイルにアクティブ
なサブスクライバーがいない場合のみです。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfile
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UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfigura
UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfigurationユーザーは、スナップショット作成構
成のカスタムスケジュールを定義できます。毎週の作成というデフォルトの作成設定は、このアクション
で上書きできます。
ユーザーはこのアクションを使用して、スケジュールのキャンセル、スケジュールのfuture 日付への延
期、または以前に新しいスナップショットの作成を開始するなど、スケジュールを変更できます。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfile

UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfigurat
UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfigurationユーザーは、スナップショットリリース
構成のカスタムスケジュールを定義できます。レビュー期間が 2 日あるウィークリーリリースのデフォル
ト作成設定は、このアクションで上書きできます。
ユーザーはこのアクションを使用して、スケジュールをキャンセルしたり、スケジュールをfuture 日付に
延期したりするなど、スケジュールを変更できます。
アクショングループ:読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfile

ListSecurityProfileSnapshots
ListSecurityProfileSnapshotsユーザーが所有するセキュリティプロファイルのスナップショット
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、読み取り/書き込み
必要なリソース:SecurityProfile

GetSecurityProfileSnapshot
GetSecurityProfileSnapshotユーザは自分が所有するセキュリティプロファイルのスナップショット
を取得できます。
アクショングループ:読み取り専用および読み取り/書き込みできる
必要なリソース:SecurityProfile

TagResource
TagResourceユーザーがリソースに新しいタグを追加することができま
す。SecurityProfileDataSourceサポートされているリソースはおよびです。
アクショングループ:タグ付け
オプションリソース:SecurityProfileとDataSource

UntagResource
UntagResourceユーザーはリソースからタグを解除することができま
す。SecurityProfileDataSourceサポートされているリソースはおよびです。
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アクショングループ:タグ付け
オプションリソース:SecurityProfileとDataSource

ListTagsForResource
ListTagsForResourceユーザにリソースのリソースタグを一覧表示しま
す。SecurityProfileDataSourceサポートされているリソースはおよびです。
アクショングループ:読み取り専用
オプションリソース:SecurityProfileとDataSource

その他のリソース
IAM の使用開始方法と使用方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの以下のリソースを参照してくだ
さい。
• IAM でのセキュリティのベストプラクティス
• IAM ポリシーの管理
• IAM ユーザーグループへのポリシーのアタッチ
• IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)
• 最初の IAM 管理者のユーザーおよびユーザーグループの作成
• IAM ポリシーの管理
• ポリシーを使用してAWSリソースへのアクセスを制御します。
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AWS Marketplace のセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。セキュリティの
有効性は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの審査機関によって定期
的にテストおよび検証されています。AWS Marketplace に適用するコンプライアンスプログラムの詳細
については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してくださ
い。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
このドキュメントは、AWS Marketplace を使用して責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立
ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために、AWS
Marketplace へのアクセスを管理するための AWS Identity and Access Management を設定する方法を示し
ます。また、AWS Marketplace リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法に
ついても説明します。
で提供している製品に関するセキュリティやその他のポリシーの詳細についてはAWS Marketplace、以下
のトピックを参照してください。
• AMI ベースの製品要件 (p. 124)
• コンテナベースの製品要件 (p. 144)
• SaaS 製品ガイドライン (p. 250)
• プロフェッショナルサービス製品の要件 (p. 285)

Note
データ製品の AWS Data Exchange のセキュリティについて学ぶには、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。
の購入者向けセキュリティについて詳しくはAWS Marketplace、AWS MarketplaceAWS
Marketplace購入者ガイドの「セキュリティオン」を参照してください。
トピック
• AWS Marketplace 管理ポータル へのアクセスのコントロール (p. 403)
• AWS Marketplace 販売者のポリシーとアクセス許可 (p. 406)
• AWSAWS Marketplace販売者向け管理ポリシー (p. 409)
• AWS MarketplaceCommerce Analytics Service (p. 420)
• AWS Marketplace製品Support Connection のアクセス許可 (p. 421)
• Amazon SQS のアクセス許可 (p. 421)
• AWS Marketplace での Metering API および Entitlement API のアクセス許可 (p. 422)
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• AWS Marketplace による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ記録 (p. 423)

AWS Marketplace 管理ポータル へのアクセスのコ
ントロール
AWS Identity and Access Management(IAM) はAWSへのアクセスを制御するためのサービスAWSリソース
の使用料金を見積もることができます。IAM 管理者であれば、誰になることができるかをコントロールで
きます認証済み(サインイン) と認可(権限がある)AWS Marketplaceリソースの使用料金を見積もることがで
きます。IAM は、AWS のサービスで追加料金は発生しません。
で許可する操作とユーザーを制御する方法AWS Marketplace 管理ポータル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。たとえ
ば、製品の表示を John に許可する場合は、専用のユーザーを作成し、その IAM ユーザーを読み取り専用
アクセス用に作成したグループに追加します。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が必要なユーザーが他にもいる場合は、ア
クセス許可をユーザアカウントに許可するのではなく、作成したグループにそれらのユーザーを追加しま
す。たとえば、John のロールが変更になり、読み取り専用アクセスが不要になった場合は、John のユー
ザーアカウントをそのグループから削除します。
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。また、AWS でユーザーに許可するアクションをアクセス許可で指定します。ポリシーでは通常、特定
のアクション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。次のような、あらゆる許可を宣言可能です。「A
は、C に対して B をする許可がある」 たとえば、Jane (A) は John の Amazon シンプルキューサービス
キュー (C) からのメッセージ (B) を読むアクセス許可があります。Jane が John のキューを使用するリク
エストを Amazon SQS に送信するたびに、サービスは Jane にアクセス権限があるかどうか確認します。
さらに、アクセス許可に指定された条件をリクエストが満たしているかどうか確認します。

Important
作成したすべての IAM ユーザーは、自分の認証情報を使用して認証します。ただし、同じ AWS
アカウントを使用します。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 によって作成されたポリシーもあります。これは、複数のアクセス許可を組み合わせたもの
です。たとえば、aws-marketplace-management:ViewMarketing権限は、ユーザにマーケティング[]
タブインAWS Marketplace 管理ポータル。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。
IAM の使用開始と使用の詳細については、以下のリソースを参照してください。
• 最初の IAM 管理者のユーザーおよびグループの作成
• IAM ベストプラクティス
• IAM ポリシーを管理する
• IAM グループへのポリシーのアタッチ
• ID（ユーザー、グループ、ロール）
• ポリシーを使用したアクセスコントロール
ユーザーとグループを作成し、IAM ユーザーとしてログインするためのいくつかのガイダンスを以下に示
します。
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ユーザーの作成
社内の従業員が、AWS Marketplace 管理ポータル[]、アクセスが必要な担当者ごとの IAM ユーザーを作成
します。

IAM ユーザーを作成するには
1.
2.

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。
ナビゲーションペインの [] を選択します。Users次に、[] を選択します新しいユーザーの作成。

3.
4.

番号付きのテキストボックスに、作成する各ユーザーの名前を入力します。
[] をクリアユーザーごとにアクセスキーを生成するチェックボックスを選択し、作成。

作成したユーザーごとにパスワードを割り当てるには
1.

ユーザーのリストで、新しいユーザーの名前を選択します。

2.

[セキュリティの認証情報[] を選択して [] を選択しますパスワードの管理。

3.

自動生成されたパスワードまたはカスタムパスワードのオプションを選択します。オプションで、次
回のサインイン時に新しいパスワードを選択するようユーザーに求める場合は、[] のボックスを選択
します。次回のサインイン時に新しいパスワードの作成をユーザーに要求する。[Apply] (適用) を選択
します。

4.

選択認証情報をダウンロード[] を選択して、コンピューター上のカンマ区切り値 (CSV) ファイルに
ユーザー名、パスワード、アカウント固有のサインイン URL を保存します。次に、[Close] (閉じる)
を選択します。

Note
作成した IAM ユーザー名とパスワードでサインインするには、ユーザーはアカウント固有のサ
インイン URL に移動する必要があります。この URL は、ダウンロードした認証情報ファイル内
にあり、IAM コンソールでも利用できます。詳細については、次を参照してください。IAM ユー
ザーがにサインインする方法AWSアカウントのIAM ユーザーガイド。

Tip
自分用のユーザー名とパスワードも作成してください。お客様がAWSアカウント所有者。これ
は、すべての従業員にとって推奨されるベストプラクティスであり、AWS Marketplace 管理ポー
タルIAM ユーザーとして、アカウント所有者であっても。管理者権限を持つ IAM ユーザーを自分
用に作成する方法については、「」を参照してください。管理者グループの作成のIAM ユーザー
ガイド。

グループの作成または使用
ユーザーを作成したら、グループを作成し、AWS Marketplace 管理ポータル でページにアクセスするア
クセス許可を作成します。次に、そのアクセス許可をグループに追加し、ユーザーをグループに追加しま
す。
グループにアクセス許可を割り当てると、そのグループのすべてのメンバーに、特定のアクションの実行
が許可されます。新しいユーザーをグループに追加すると、そのユーザーはグループに割り当てられたア
クセス許可を自動的に取得します。グループは複数のアクションのアクセス許可を持つことができます。
独自のポリシーを作成せずに管理ポリシーを使用することをお勧めします。

AWS Marketplace の管理ポリシーをグループに割り当てるには
1.
2.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
ナビゲーションペインで [グループ] を選択後、ポリシーをアタッチするグループを選択します。
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3.

グループの概要ページの [アクセス許可] タブで、[Attach Policy (ポリシーのアタッチ)] を選択しま
す。

4.

[ポリシーのアタッチ] ページで、[Filter:] の横に、「awsmarketplace」と入力します。

5.

アタッチするポリシーを選択し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

AWS Marketplace 管理ポータル アクセス許可を持つポリシーを作成するには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、次に [Create Policy (ポリシーの作成)] を選
択します。

3.

[Policy Generator] の横の [Select] をクリックします。

4.

[Edit Permissions] ページで、以下を実行します。

5.

a.

[Effect] で、[Allow] を選択します。

b.

[AWS Service (サービス)] で、[AWS Marketplace 管理ポータル] を選択します。

c.

[Actions (アクション)] で、付与するアクセス許可を選択します。

d.

[Add Statement (ステートメントの追加)] を選択します。

e.

[Next Step (次のステップ)] をクリックします。

[Review Policy (ポリシーのレビュー)] ページで、以下の作業を行います。
a.

[Policy Name (ポリシー名)] にこのポリシーの名前を入力します。ポリシー名をメモします。後の
ステップで必要になります。

b.

(オプション) [Description (説明)] に、ポリシーの説明を入力します。

c.

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。

適切なアクセス許可を持つ IAM グループを作成し、そのグループにユーザーを追加するには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Groups]、[Create New Group] の順に選択します。

3.

[Group Name: (グループ名: )] に、グループの名前を入力します。その後、[Next Step] (次のステップ)
を選択します。

4.

[Attach Policy (ポリシーのアタッチ)] ページで、次の操作を実行します。
a.

[Filter: (フィルター: )] で、[Customer Managed Policies (顧客が管理するポリシー)] を選択しま
す。

b.

このグループにアタッチするポリシーの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。通
常、これは先ほど作成したポリシーになります。

c.

[Next Step (次のステップ)] をクリックします。

5.

Create Group を選択します。

6.

[Groups (グループ)] リストで新しいグループを見つけ、その横にあるチェックボックスをオンにしま
す。[Group Actions (グループアクション)] で、[Add Users to Group (ユーザーをグループに追加)] を
選択します。

7.

グループに追加する各ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[Add Users (ユーザーの追
加)] を選択します。

IAM ユーザーとしてのサインイン
IAM でユーザーを作成した後、ユーザーは自身のユーザー名とパスワードでサインインできます。これを
行うには、AWS アカウントに関連付けられている一意の URL を使用する必要があります。サインイン
URL を取得し、ユーザーに配信できます。
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アカウントの一意のサインイン URL を取得するには
1.

https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
コンテンツペインの上部近くで、[] を探しますIAM ユーザーのサインインリンク:そして、次のような
形式のサインインリンクをメモします。
https://AWS_account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Note

4.

サインインページの URL に自社名 (または他のわかりやすい識別子) を含める場合は、[] を選
択します。AWSアカウント ID、アカウントのエイリアスを作成するには、のカスタマイズ。
詳細については、次を参照してください。君のAWSアカウント ID とその別名のIAM ユー
ザーガイド。
この URL を、会社でAWS Marketplace 管理ポータル、およびそれぞれ用に作成したユーザー名とパ
スワードとともに、[] を選択します。アカウントの一意のサインイン URL を使用してサインインして
から、[] にアクセスするようユーザーに指示するAWS Marketplace 管理ポータル。

AWS Marketplace 販売者のポリシーとアクセス許
可
AWS Marketplaceには 3 つの管理ポリシーがあり、AWS Marketplace 管理ポータル。さらに、個別の権限
を使用して独自の権限を作成できますAWS Identity and Access Management(IAM) ポリシー。

Note
データ製品に関する AWS Data Exchange のポリシーとアクセス権限については、を参照してく
ださい。AWS Data Exchange におけるIdentity and Access ManagementのAWS Data Exchange
ユーザーガイド。
のポリシーと権限について学ぶにはAWS Marketplaceバイヤー、参照へのアクセスのコントロー
ルAWS MarketplaceサブスクリプションのAWS Marketplace購入者ガイド。

AWS Marketplace 販売者のポリシー
次の管理ポリシーを使用して、IAM ユーザーにAWS Marketplace 管理ポータル:
AWSMarketplaceSellerFullAccess
すべてのページへのフルアクセスを許可するAWS Marketplace 管理ポータルそして
OtherAWSAmazon Machine Image (AMI) 管理などのサービス。
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
へのフルアクセスを許可する製品ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
への読み取り専用アクセスを許可する製品ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。

Important
AWS Marketplace購入者は、管理ポリシーを使用して、購入したサブスクリプションを管理
することができます。AWS Marketplace 管理ポータル で使用する管理ポリシーは、先頭が
AWSMarketplaceSeller となっています。IAM でポリシーを検索するには、必ず先頭がとなっ
ているポリシーを検索してください。AWSMarketplaceSeller。
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AWS Marketplaceでは、特定のシナリオに特化した管理ポリシーも提供します。AWS 管理ポリシーの
完全なリストについては、AWS Marketplace出品者、および出品者が提供する権限の説明は、AWSAWS
Marketplace販売者向け管理ポリシー (p. 409)。

AWS Marketplace 販売者のアクセス許可
IAM ポリシーで次のアクセス許可をAWS Marketplace 管理ポータル:
aws-marketplace-management:viewSupport
へのアクセスを許可するカスタマーSupport 適格性ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace-management:viewReports
へのアクセスを許可するレポートページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace-management:uploadFiles
へのアクセスを許可するファイルのアップロードページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace-management:viewSettings
へのアクセスを許可する設定ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace:ListEntities
内のリストオブジェクトへのアクセスを許可しますAWS Marketplace 管理ポータル。にアクセスする
ために必要オファーそしてパートナーページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace:DescribeEntity
内のオブジェクトの詳細を表示するためのアクセスを許可しますAWS Marketplace 管理ポータル。に
アクセスするために必要オファー,パートナー, および契約ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace:StartChangeSet
製品の変更を作成するためのアクセスを許可しますAWS Marketplace 管理ポータル。で変更を加える
ために必要オファー,パートナー, および契約 (p. 55)ページで.AWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace:SearchAgreements
上の契約の概要リストを表示することを許可します。契約 (p. 55)ページ、および ISV とコンサルティ
ングパートナー間のオポチュニティがパートナー (p. 49)ページで.
aws-marketplace:DescribeAgreement
上の契約詳細の概要の表示を許可する契約ページ、および ISV とコンサルティングパートナー間のオ
ポチュニティがパートナーページで.
aws-marketplace:GetAgreementTerms
すべての契約条件の詳細を契約ページ、および ISV とコンサルティングパートナー間のオポチュニ
ティがパートナーページで.

Note
ユーザーがアクセスできるようにするには製品の管理ページ
では、AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessまた
はAWSMarketplaceSellerProductsReadOnly管理アクセス許可。
前のアクセス権限を 1 つの IAM ポリシーにまとめて、必要なアクセス権限を付与することができます。次
の 例を参照してください。

例 1: [Marketing] ページと [File Upload] ページ
両方に権限を付与するにはマーケティングページで.ファイルのアップロードページで、次の例のようなポ
リシーを使用します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace-management:viewMarketing",
"aws-marketplace-management:uploadFiles"
],
"Resource": ["*"]
}]

例 2: プライベートオファーのアップグレードと更新を作成する
ためのアクセス許可
を表示および使用する権限を付与するには契約ページで.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:SearchAgreements",
"aws-marketplace:DescribeAgreement",
"aws-marketplace:GetAgreementTerms",
"aws-marketplace:DescribeEntity",
"aws-marketplace:StartChangeSet"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws-marketplace:PartyType": "Proposer"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws-marketplace:AgreementType": [
"PurchaseAgreement"
]
}
}
}
]

例 3: オファーページにアクセスして新しいプライベートオ
ファーを作成する権限
を表示および使用する権限を付与するにはオファーページで、既存のプライベートオファーを表示および
新しいプライベートオファーを作成するには、次の例のようなポリシーを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:ListEntities",
"aws-marketplace:DescribeEntity",
"aws-marketplace:StartChangeSet"
],
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]

}

}

"Effect": "Allow",
"Resource": "*",

IAM グループを使用する
または、IAM グループを作成して、内の各個別のページへのアクセス許可を付与することができま
す。AWS Marketplace 管理ポータル。ユーザーは複数のグループに属することができます。そのため、
ユーザーが複数のページにアクセスする必要がある場合、適切なすべてのグループにユーザーを追加でき
ます。たとえば、IAM グループを 1 つ作成し、そのグループにマーケティングページで、別のグループを
作成し、そのグループにファイルのアップロードページで. ユーザーが [Marketing (マーケティング)] ペー
ジと [File Upload (ファイルのアップロード)] ページの両方にアクセスするためのアクセス許可が必要な場
合は、ユーザーを両方のグループに追加します。
IAM ユーザーおよびグループの詳細については、「」を参照してください。ID（ユーザー、グループ、
ロール）のIAM ユーザーガイド。

AWSAWS Marketplace販売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
スへの読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務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 マネージドポリシー」を参照してください。
このセクションには、AWS Marketplace出品者のアクセス管理に使用される各ポリシーが記載されてい
ます。購入者ポリシーについて詳しくは、購入者ガイドの「AWSAWS Marketplace購入者向け管理ポリ
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: AWSMarketplaceAmiIngestion (p. 410)
• AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceFullAccess (p. 410)
• AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceGetEntitlements (p. 412)
• AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceMeteringFullAccess (p. 412)
•
•
•
•

AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage (p. 413)
AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceSellerFullAccess (p. 413)
AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess (p. 415)
AWS マネージドポリシー: AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly (p. 416)
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• AWS マネージドポリシー: AWSVendorInsightsVendorFullAccess (p. 417)
• AWS マネージドポリシー: AWSVendorInsightsVendorReadOnly (p. 418)
• AWS Marketplace マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 419)

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceAmiIngestion
このポリシーを使用してサービスロールを作成し、AWS Marketplaceそのサービスロールを使用してユー
ザーに代わってアクションを実行することができます。AWSMarketplaceAmiIngestion の使用の詳細
については、「AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する (p. 81)」を参照してください。
このポリシーは、Amazon マシンイメージ (AMI)AWS Marketplace をコピーして出品することを許可する
権限を寄稿者に付与するために使用されますAWS Marketplace。
許可の詳細
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:ModifySnapshotAttribute"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
},
{
"Action": [
"ec2:DescribeImageAttribute",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeSnapshotAttribute",
"ec2:ModifyImageAttribute"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceFullAccess
AWSMarketplaceFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、販売者と購入者の両方として、AWS Marketplaceおよび関連するサービスへのフル
アクセスを許可する管理者許可を付与します。これらの権限には、AWS Marketplaceソフトウェアのサ
ブスクライブとサブスクライブ解除、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、AWS
CloudFormationおよび Amazon EC2 Systems Manager へのアクセスが含まれます。
許可の詳細
{

"Version": "2012-10-17",
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"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:UpdateDocumentDefaultVersion",
"ssm:CreateDocument",
"ssm:StartAutomationExecution",
"ssm:ListDocuments",
"ssm:UpdateDocument",
"ssm:DescribeDocument",
"sns:ListTopics",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:CreateTopic",
"iam:GetRole",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:ListRoles",
"iam:ListInstanceProfiles"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*image-build*"
]

411

AWS Marketplace 販売者ガイド
AWSMarketplaceGetEntitlements
},
{

},
{

}

]

}

"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",
"ssm.amazonaws.com"
]
}
}

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceGetEntitlements
AWSMarketplaceGetEntitlements ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、Software-as-a-Service (SaaS) 製品の販売者が顧客が SaaS 製品を購読しているかどうか
を確認できるようにする読み取り専用権限を付与します。AWS Marketplace
許可の詳細
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:GetEntitlements"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceMeteringFullAccess
AWSMarketplaceMeteringFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーはコントリビューターに、AMIAWS Marketplace およびフレキシブル消費価格が設定されて
いるコンテナ製品に対応する従量制使用量の報告を許可する権限を付与します。
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許可の詳細
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:MeterUsage"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、AWS Marketplace時間単価が設定されているコンテナ製品に対応する従量制使用量の報
告を許可する権限をコントリビューターに付与します。
許可の詳細
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:RegisterUsage"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceSellerFullAccess
AWSMarketplaceSellerFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、AMIベースの製品で使用されるAmazon EC2 Amazonマシンイメージ（AMI）AWS
Marketplace 管理ポータルの管理を含むすべての出品者の操作へのフルアクセスを許可する管理者権限を
付与します。AWS Marketplace
許可の詳細
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ListChangeSets",
"aws-marketplace:DescribeChangeSet",
"aws-marketplace:StartChangeSet",
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"aws-marketplace:CancelChangeSet",
"aws-marketplace:ListEntities",
"aws-marketplace:DescribeEntity",
"aws-marketplace:ListTasks",
"aws-marketplace:DescribeTask",
"aws-marketplace:UpdateTask",
"aws-marketplace:CompleteTask",
"aws-marketplace:GetSellerDashboard",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:ModifyImageAttribute",
"ec2:ModifySnapshotAttribute"

},
{

},
{

},
{

},
{

}
{

],
"Resource": "*"

"Action": [
"aws-marketplace:SearchAgreements",
"aws-marketplace:DescribeAgreement",
"aws-marketplace:GetAgreementTerms"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws-marketplace:PartyType": "Proposer"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws-marketplace:AgreementType": [
"PurchaseAgreement"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam:::role/"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam:::role/",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "assets.marketplace.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"vendor-insights:GetDataSource",
"vendor-insights:ListDataSources",
"vendor-insights:ListSecurityProfiles",
"vendor-insights:GetSecurityProfile",
"vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
"vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
],
"Resource": "*"
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:TagResource",
"aws-marketplace:UntagResource",
"aws-marketplace:ListTagsForResource"
],
"Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、AMI ベースの製品で使用される Amazon EC2 Amazon マシンイメージ（AMI）の管理だ
けでなく、製品およびへのフルアクセスを許可する権限を寄稿者に付与します。AWS Marketplace 管理
ポータル
許可の詳細
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ListChangeSets",
"aws-marketplace:DescribeChangeSet",
"aws-marketplace:StartChangeSet",
"aws-marketplace:CancelChangeSet",
"aws-marketplace:ListEntities",
"aws-marketplace:DescribeEntity",
"aws-marketplace:ListTasks",
"aws-marketplace:DescribeTask",
"aws-marketplace:UpdateTask",
"aws-marketplace:CompleteTask",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:ModifyImageAttribute",
"ec2:ModifySnapshotAttribute"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam:::role/"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam:::role/",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "assets.marketplace.amazonaws.com"
}
}

415

AWS Marketplace 販売者ガイド
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
},
{

}
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"vendor-insights:GetDataSource",
"vendor-insights:ListDataSources",
"vendor-insights:ListSecurityProfiles",
"vendor-insights:GetSecurityProfile",
"vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
"vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:TagResource",
"aws-marketplace:UntagResource",
"aws-marketplace:ListTagsForResource"
],
"Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"

AWS マネージドポリシー:
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、AMI ベースの製品で使用されている Amazon EC2 Amazon マシンイメージ（AMI）
を表示するだけでなく、上の製品を表示するための読み取り専用アクセス権限を付与します。AWS
Marketplace 管理ポータル
許可の詳細
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ListChangeSets",
"aws-marketplace:DescribeChangeSet",
"aws-marketplace:ListEntities",
"aws-marketplace:DescribeEntity",
"aws-marketplace:ListTasks",
"aws-marketplace:DescribeTask",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeSnapshots"
],
"Resource": "*"
}
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ListTagsForResource"
],
"Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
}
]
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}

AWS マネージドポリシー:
AWSVendorInsightsVendorFullAccess
AWSVendorInsightsVendorFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、AWS Marketplaceベンダーインサイト上のすべてのリソースを作成および管理するため
のフルアクセスを付与します。 AWS Marketplaceこのガイドでは、ベンダーインサイトでは、評価者を
購入者、ベンダーは販売者と同等であると判断しています。 AWS Marketplace契約検索、プロファイルス
ナップショットの更新、ベンダータグ付けが追加され、AWSVendorInsightsVendorFullAccessAWS
Artifactサードパーティレポートへの読み取り専用アクセスが可能になりました（プレビュー）。
許可の詳細
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-marketplace:DescribeEntity",
"Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-marketplace:ListEntities",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"vendor-insights:CreateDataSource",
"vendor-insights:DeleteDataSource",
"vendor-insights:GetDataSource",
"vendor-insights:ListDataSources",
"vendor-insights:CreateSecurityProfile",
"vendor-insights:ListSecurityProfiles",
"vendor-insights:GetSecurityProfile",
"vendor-insights:AssociateDataSource",
"vendor-insights:DisassociateDataSource",
"vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
"vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
"vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
"vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
"vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
"vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
"vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
"vendor-insights:TagResource",
"vendor-insights:UntagResource",
"vendor-insights:ListTagsForResource",
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
"aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
"aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
"aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests"
"aws-marketplace:CancelAgreement",
"aws-marketplace:SearchAgreements"
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],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues: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:
AWSVendorInsightsVendorReadOnly
AWSVendorInsightsVendorReadOnly ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーは、AWS Marketplaceベンダーインサイトのプロファイルと関連リソースを閲覧す
るための読み取り専用アクセス権を付与します。 AWS Marketplaceこのガイドでは、ベンダー
インサイトでは、評価者を購入者、ベンダーは販売者と同等であると判断しています。 AWS
MarketplaceAWSVendorInsightsVendorReadOnlyリストタグへのアクセス権限を追加し、AWS
Artifactサードパーティレポートへの読み取り専用アクセスを許可するように更新されました (プレ
ビュー)。
許可の詳細
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-marketplace:DescribeEntity",
"Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "aws-marketplace:ListEntities",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"vendor-insights:GetDataSource",
"vendor-insights:ListDataSources",
"vendor-insights:ListSecurityProfiles",
"vendor-insights:GetSecurityProfile",
"vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
"vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
"vendor-insights:ListTagsForResource"
],
"Resource": "*"
},
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{

}

]

}

"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
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Marketplace マネージドポリシーの
更新に関する詳細を表示します。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. 429)] ページの RSS フィードを購読してください。

変更

説明

日付

AWSMarketplaceSellerFullAccess (p.
AWS
413)—
2022 年 12 月 23 日
更新されたポリシー
MarketplaceAWSMarketplaceSellerFullAccessセ
ラーダッシュボードにアクセス
する権限を追加するように更新
されました。
AWSMarketplaceSellerFullAccess (p.
AWS
413),
Marketplace新しいタグ
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
ベースの認証機能のポリシーを
(p. 415),
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
更新しました。
(p. 416)—
既存のポリシーの更新

2022 年 12 月 9 日

AWS Marketplace
AWS Marketplace契約検
2022 年 11 月 30 日
更新されました
索、プロファイルスナッ
AWSVendorInsightsVendorFullAccess
プショットの更新、ベ
(p. 417)
ンダータグ付けが追加さ
れ、AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessAWS
Artifactサードパーティレポー
トへの読み取り専用アクセ
スが可能になりました（プレ
ビュー）。
AWS Marketplace
AWS Marketplaceリストタグへ
2022 年 11 月 30 日
更新されました
のアクセス権限を追加し、AWS
AWSVendorInsightsVendorReadOnly
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
を許可するように更新されまし
たAWSVendorInsightsVendorReadOnly
(プレビュー)。
AWSVendorInsightsVendorFullAccess
AWS
(p.Marketplace新機能「AWS
417)お
2022 年 7 月 26 日
よび
Marketplaceベンダーインサイ
AWSVendorInsightsVendorReadOnly
(p. 418)—
ト:」AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
新しいポリシーを追加
および「」のポリ
シーを追加しまし
たAWSVendorInsightsVendorReadOnly。
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変更

説明

日付

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
AWS Marketplace新機能「AWS
2022 年 7 月 26 日
(p. 415)および
Marketplaceベンダーインサイ
AWSMarketplaceSellerFullAccess ト」のポリシーを更新しまし
(p. 413)— ポリシーの更新
た:AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessとAWSMarketplaceSellerF
AWSMarketplaceSellerFullAccess (p.
AWS
413)お
2021 年 11 月 22 日
よび
Marketplaceiam:PassedToServiceiam:PassRole条
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
(p. 415)—
件がにのみ適用されるようにポ
既存のポリシーの更新
リシーを更新しました。

AWSMarketplaceFullAccess (p. 410)AWS
2021 年 7 月 20 日
– 既存ポリシーへの更新。
Marketplaceec2:DescribeAccountAttributesAWSMarketplaceFullAccess
リシーから重複する権限を削除
しました。
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 MarketplaceCommerce Analytics Service
以下の IAM アクセス権限ポリシーを使用してAWS MarketplaceCommerce Service。
を含むオンボーディングガイドの登録方法についての説明を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"aws-marketplace-management:viewReports"
],
"Resource": "*"
}
]

U以下の IAM アクセス権限ポリシーを使用して、IAM ユーザーにを含むそのAWS MarketplaceCommerce
Service。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
"Resource": "*"
}
]
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この機能の詳細については、「AWS MarketplaceCommerce Analytics Service (p. 14)」を参照してくださ
い。

AWS Marketplace製品Support Connection のアクセ
ス許可
AWS Marketplace 製品サポート接続機能を使用すると、製品に対するサポートを提供できるように、お客
様が AWS Marketplace ウェブサイトに連絡先情報を入力できます。AWS Marketplace は、API を介して
お客様から提供されたデータを共有します。顧客は、AWS Marketplace 製品サポート接続に登録した製品
の購入中または購入後に連絡先情報を追加することを選択できます。API を使用して、関連する製品サブ
スクリプションの詳細とともに、顧客の連絡先データを取得します。
まだ the section called “AWS Marketplace Commerce Analytics Service” (p. 14) に登録していない場合、使
用するにはアカウントと AWS サービスを設定する必要があります。次を実行してください。
1. (オプション)IAM ユーザー。
2. 送信先を作成するAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
3. を作成するAmazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックレスポンス通知用
4. AWS Marketplace Commerce Analytics Service プログラムに登録します。
5. (推奨) AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、サービスにテストコールを行います。
手順については、「オンボーディングガイド (p. 15)」を参照してください。

Note
製品サポート接続に必要なアクセス許可は、Commerce Analytics サービ
スに必要なそれとは異なります。製品サポート接続では、IAM ユーザー
がmarketplacecommerceanalytics:StartSupportDataExportaction.
IAM ユーザーにStartSupportDataExportIAM アクセス権限ポリシーを使用してアクションを実行しま
す。

Example
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "marketplacecommerceanalytics:StartSupportDataExport",
"Resource": "*"
}
]

この機能の詳細については、「Product Support Connection (p. 26)」を参照してください。

Amazon SQS のアクセス許可
SaaS 製品の公開プロセスの一環として、AWS MarketplaceはAmazon SNS トピックを提供し、これを使
用して、顧客のサブスクリプションまたは使用権限管理ステータスが変更された場合に通知を受信でき
ます。キューが通知に応じてアクションを実行できるよう、1 つまたは複数の Amazon SQS キューをト
ピックに設定できます。たとえば、顧客が SaaS 製品のサブスクリプションにストレージを追加した場
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合、Amazon SNS トピックは、その顧客が使用可能なストレージ容量を自動的に増加するプロセスを開始
できます。
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを指定された Amazon SNS トピックにサブスクラ
イブすると、そのトピックがそのキューにメッセージを発行するためのアクセス許可が自動的に追加さ
れます。ただし、AWS MarketplaceMetering Service API および使用権限管理サービス API ユーザーアク
セス権。そのポリシーは、サービスが同じ認証情報で実行されている場合は、同じユーザーに適用できま
す。次の内容のポリシーを作成して、IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sqs:ReceiveMessage", "sqs:DeleteMessage", "sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:GetQueueUrl"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sqs:REGION_HERE:XXXXXXXXXXXX:NAME_HERE"
}
]

}

Note
-ResourceフィールドはAmazon SQS キューの Amazon リソースネーム (ARN) です。
SaaS 製品のメッセージ通知およびキューに関する詳細情報については、the section called “SNS トピック
への SQS キューのサブスクライブ” (p. 261) および the section called “AWS Marketplace Metering Service
API および使用権限管理サービス API へのアクセス” (p. 262) を参照してください。

AWS Marketplace での Metering API および
Entitlement API のアクセス許可
SaaS (Software as a Service) 製品、AMI 製品、およびコンテナ製品では、AWS Marketplace Metering
Service API および使用権限管理サービス API を使用できます。タイプ別に異なるIAM アクセス許可が必
要です。製品については、販売者がすべての使用量を計測し、販売者が提供する計測レコードに基づいて
AWS が顧客に請求します。提供するために必要な統合を有効にするにはAWS Marketplace計測レコードで
は、統合が実行されているサービスアカウントに、アクセスを有効にするための制約付きの IAM ポリシー
が必要です。計測情報を送信する対象の製品タイプのポリシーを、統合で使用している IAM ユーザーまた
はロールにアタッチします。

SaaS 製品の IAM ポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:ResolveCustomer",
"aws-marketplace:BatchMeterUsage",
"aws-marketplace:GetEntitlements"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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}

Note
最初のアクセス許可はすべての SaaS 統合で必要です。2 番目と 3 番目のアクセス許可は、AWS
Marketplace Metering Service API と AWS Marketplace 使用権限管理サービス API でそれぞれ必
要です。

AMI 製品の IAM ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
aws-marketplace:MeterUsage
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

コンテナ製品の IAM ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:RegisterUsage"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

IAM ユーザー作成の詳細については、を参照してください。に IAM ユーザーを作成するAWSアカウン
トのIAM ユーザーガイド。ポリシーの作成および割り当ての詳細については、「」を参照してくださ
い。IAM ユーザーのアクセス権限の変更。
このポリシーでは、ポリシーがアタッチされる IAM ロールまたはユーザーに API へのアクセス許可を付与
しています。これらの API コールの他のアカウントによるロールの仮定を有効化する方法の詳細について
は、「」を参照してください。最高の建築家になる方法AWS Marketplace複数の SaaS サブスクリプショ
ンAWSアカウントでAWSパートナーネットワーク (APN) ブログ。

AWS Marketplace による AWS CloudTrail API 呼び
出しのログ記録
AWS Marketplaceはと統合されますAWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはユーザーによって実行
されたアクションの記録を提供するサービスです。AWS のサービスにAWS Marketplace。 CloudTrail は
API コールをキャプチャしますAWS Marketplaceイベントとして。キャプチャされた呼び出しには、AWS
Marketplace コンソールの呼び出しと、AWS Marketplace API オペレーションへのコード呼び出しが含ま
れます。
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CloudTrail は、で有効になっていますAWS アカウントアカウント作成時 サポートされているイベントア
クティビティがAWS Marketplaceでは、そのアクティビティは CloudTrail 他のイベントと一緒にAWS の
サービスのイベントイベント履歴。 アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらかの一時的なセキュリティ認証情報を使
用して送信されたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービス によって送信されたかどうか。
AWS Marketplaceは、ログ記録をサポートしますBatchMeterUsageのイベントとしてのオペレーション
CloudTrail ログファイル。

AWS Marketplaceログファイルエントリの例
例: BatchMeterUsage
次の例は、 CloudTrail を実行するログエントリBatchMeterUsageアクションからAWS Marketplace
Metering Service。販売者が顧客の使用状況を報告するためにメータリング記録を送信にリストされている
SaaS oftware as a a a a a a a a Service (AWS Marketplace、これ CloudTrail ログエントリは出品者のログ
に記録されますAWS アカウント。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-04-19T16:32:51Z",
"eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
"eventName": "BatchMeterUsage",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.0.2/24",
"userAgent": "Coral/Netty14",
"requestParameters": {
"usageRecords": [
{
"dimension": "Dimension1",
"timestamp": "Apr 19, 2018 4:32:50 PM",
"customerIdentifier": "customer1",
"quantity": 1
}
],
"productCode": "EXAMPLE_proCode"
},
"responseElements": {
"results": [
{
"usageRecord": {
"dimension": "Dimension1",
"timestamp": "Apr 19, 2018 4:32:50 PM",
"customerIdentifier": "customer1",
"quantity": 1
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},
"meteringRecordId": "bEXAMPLE-98f0-4e90-8bd2-bf0EXAMPLE1e",
"status": "Success"

}
],
"unprocessedRecords": [ ]

}

]

}

},
"requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
"eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

例:RegisterUsageコンテナ用
次の例は、 CloudTrail を実行するログエントリRegisterUsageアクションからAWS Marketplace
Metering Service。時価のコンテナ製品がAWS Marketplaceバイヤーズに配備されているAWS アカウン
ト、コンテナ内のソフトウェアはを呼び出しますRegisterUsage買い手の中にAWS アカウントAmazon
Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクまたは Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon ECS)
のポッドの時間単位の計測を開始します。この CloudTrail ログエントリは購入者のログに記録されます
AWS アカウント。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID:botocore-session-1111111111",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/botocore-session-1111111111",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Alice"
},
"webIdFederationData": {
"federatedProvider": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.useast-1.amazonaws.com/id/EXAMPLEFA1C58F08CDB049167EXAMPLE",
"attributes": {}
},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-07-23T02:19:34Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-07-23T02:19:46Z",
"eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
"eventName": "RegisterUsage",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "1.2.3.4",
"userAgent": "aws-cli/1.18.103 Python/3.8.2 Linux/4.14.181-142.260.amzn2.x86_64
botocore/1.17.26",
"requestParameters": {
"productCode": "EXAMPLE_proCode",
"publicKeyVersion": 1
},
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}

"responseElements": {
"signature": "eyJhbGciOiJQUzI1Ni..."
},
"requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
"eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

例:MeterUsageAmazon EES のコンテナ
次の例は、 CloudTrail を実行するログエントリMeterUsageアクションからAWS Marketplace Metering
ServiceAmazon EES のコンテナ コンテナ製品にカスタム計測からAWS Marketplaceバイヤーズに配備さ
れているAWS アカウント、コンテナ内のソフトウェアはを呼び出しますMeterUsage買い手の中にAWS
アカウント1時間ごとに報告する。この CloudTrail ログエントリは購入者のログに記録されますAWS アカ
ウント。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID:botocore-session-1111111111",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/botocore-session-1111111111",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Alice"
},
"webIdFederationData": {
"federatedProvider": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.useast-1.amazonaws.com/id/EXAMPLEFA1C58F08CDB049167EXAMPLE",
"attributes": {}
},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-07-23T01:03:26Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-07-23T01:38:13Z",
"eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
"eventName": "MeterUsage",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "1.2.3.4",
"userAgent": "aws-cli/1.18.103 Python/3.8.2 Linux/4.14.181-142.260.amzn2.x86_64
botocore/1.17.26",
"requestParameters": {
"timestamp": "Jul 23, 2020 1:35:44 AM",
"usageQuantity": 1,
"usageDimension": "Dimension1",
"productCode": "EXAMPLE_proCode"
},
"responseElements": {
"meteringRecordId": "bEXAMPLE-98f0-4e90-8bd2-bf0EXAMPLE1e"
},
"requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
"eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
"eventType": "AwsApiCall",
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"recipientAccountId": "123456789012"

}

例:MeterUsageAMI における
次の例は、 CloudTrail を実行するログエントリMeterUsageアクションからAWS Marketplace Metering
ServiceAmazon マシンイメージ (AMI) における。カスタムメータリングを使用した AMI 製品がAWS
Marketplaceバイヤーズに配備されているAWS アカウント、AMI のソフトウェアがMeterUsage買い手の
中にAWS アカウント1時間ごとの使用量を報告します。この CloudTrail ログエントリは購入者のログに記
録されますAWS アカウント。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID:i-exampled859aa775c",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/i-exampled859aa775c",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Alice"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-07-10T23:05:20Z"
},
"ec2RoleDelivery": "1.0"
}
},
"eventTime": "2020-07-10T23:06:42Z",
"eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
"eventName": "MeterUsage",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "1.2.3.4",
"userAgent": "aws-cli/1.16.102 Python/2.7.16 Linux/4.14.133-113.112.amzn2.x86_64
botocore/1.12.92",
"requestParameters": {
"productCode": "EXAMPLE_proCode",
"timestamp": "Jul 10, 2020 11:06:41 PM",
"usageDimension": "Dimension1",
"usageQuantity": 1,
"dryRun": false
},
"responseElements": {
"meteringRecordId": "bEXAMPLE-98f0-4e90-8bd2-bf0EXAMPLE1e"
},
"requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
"eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

}

関連トピック
次のトピックの詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。
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• AWS アカウント の追跡の作成
• AWSとのサービスの統合 CloudTrail ログ
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンのログファイルそして受信 CloudTrail複数のアカウントからのログ
ファイル
• CloudTrail userIdentity 要素。
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ドキュメント履歴
以下の表は、本リリースの「」および「」および「」および「」および「」および「」AWS Marketplace
および「」および「」
このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。
変更

説明

日付

の出品者向け管理ポリシーを更
新しましたAWS Marketplace

AWS
2022 年 23 月 23 日
MarketplaceAWSMarketplaceSellerFullAccessセ
ラーダッシュボードにアクセスす
る権限を追加するように更新され
ました。

出品者向けのメール通知を更新
しました

非公開オファーの公開時に、出品 2022 年 12 月 22 日
者に通知が送信されるようになり
ました。

サブスクリプションの SaaS 無
料トライアルが、以下の出品者
に利用可能になりましたAWS
Marketplace

出品者はサブスクリプション商品 2022 年 11 月 16 日
の無料トライアルを作成できるよ
うになりました。

AMIセルフサービス出品 (バー
ジョン2) の出品者体験を更新
AWS Marketplace

の出品者はAWS Marketplace、単 2022 年 11 月 14 日
一AMI商品のセルフサービスリス
トを作成できるようになりまし
た。出品者は、処理にかかる待ち
時間を増やすことなく、自分で更
新を行うことができます。

タグベースの認証に関する3つの
ポリシーを更新しました

AWS Marketplaceタグベース
2022 年 11 月 9 日
の認証機能の 3 つのポリシー
(AWSMarketplaceSellerFullAccessAWSMarketplaceSellerProductsFull
およ
びAWSMarketplaceSellerProductsReadOnly)
を更新しました。

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトの出品者向けポリシーを
更新しました

2022 年 11 月 30 日
AWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWSVendorInsightsVendorRead
Marketplace管理ポリシーとベン
ダーインサイト出品者向けの更新
を行いました。

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトでの出品者のアクセス制
御

AWS Marketplaceベンダーインサ 2022 年 11 月 30 日
イトに、出品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。

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトの4つの管理ポリシーを更
新しました

2022 年 11 月 28 日
AWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWS
Marketplaceベンダーイン
サイトのポリシーが更新さ
れAWSVendorInsightsAssessorReadOnlyAWSVendorInsightsVendorFullA
理されました。

出品者は Amazon EKS でアドオ
ン商品を公開できます

AWS Marketplaceと Amazon
EKS を統合することで、出品者
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は購入者向けに Amazon EKS コ
ンソールで商品を紹介できます。
AWS Marketplaceベンダーイン
サイト設定の更新

AWS Marketplaceベンダーインサ 2022 年 11 月 18 日
イトのセットアップ手順を更新し
ました。

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトの 2 つのポリシーを更新
しました

2022 年 7 月 26 日
2AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessAWSMarketplaceSellerFull
Marketplace つのポリシーとベン
ダーインサイト用のポリシーを更
新しました。

AWS Marketplaceソフトウェア
リスク評価を提供する機能であ
るベンダーインサイトに 2 つの
ポリシーを追加しました。

2022 年 7 月 26 日
AWSVendorInsightsVendorFullAccessAWSVendorInsightsVendorReadOn
Marketplaceベンダーインサイト
用に2つのポリシーを追加し、ソ
フトウェアリスク評価を提供する
機能を追加しました。

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトはに追加された新機能で
すAWS Marketplace

AWS Marketplaceベンダーイン
2022 年 7 月 26 日
サイトは、ソフトウェアリスク
評価を提供する機能です。 AWS
Marketplaceベンダーインサイト
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。

AWS Marketplaceコマース分析
サービスの権限更新

AWS Marketplaceコマース分析
サービスには追加の IAM 権限が
あります。

出品者配送データフィードサー
ビスセクションが追加されまし
た

セラーデリバリーデータフィー
2022 年 6 月 15 日
ドサービスセクションを追加し、
データフィードに関連するセク
ションを再編成するための、ド
キュメントのみの更新。

補足レポートセクションが追加
されました

AWS Marketplace最近の機能リ
2022 年 6 月 14 日
リースについて説明する補足レ
ポート用の新しいセクションを追
加しました。

契約のSaaS無料トライアルが
販売者に利用可能になりました
AWS Marketplace

販売者は、無料トライアルの期
2022 年 5 月 31 日
間、トライアル期間中に利用可能
なディメンション、および顧客が
受け取る無料使用容量を定義する
ことで、追加の開発作業なしで無
料トライアルを作成できるように
なりました。

買い手と売り手の取引にメール
通知が追加されました

で締結されたオファーや契約を確 2022 年 5 月 23 日
認するために、買い手と売り手に
電子メールで通知できるようにす
る新機能AWS Marketplace。

機械学習製品リストの作成に追
加された例

機械学習セクションをドキュメン 2020 年 4 月 22 日
トのみで更新し、機械学習製品を
作成する際の販売者の見解と購入
者の見解の比較を示す例を追加し
ました。
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機械学習セクションの更新

「」および「」および「」および 2022 年 4 月 15 日
「」および「」および「」および
「」および「」および「」および
「」および「」および「」および
「」)

イスラエルは現在適格な管轄区
域です

イスラエルの居住者は、「」
および「」および「」および
「」および「」および「」AWS
Marketplace および「

オファーのデータフィードに新
商品が追加されるよう更新され
ました

メーカーは、チャネルパートナー 2022 年 3 月 29 日
が作成したオファーのオファー情
報を受け取るようになります。こ
れには、該当するアカウントが登
録販売者およびオファーの製造元
である出品も含まれます。

リセラー機会の通知

出品者は、リセラー案件に関する 2022 年 3 月 28 日
通知を受け取ることができるよう
になりました。

プロフェッショナルサービス製
品にビデオを追加しました

サービス製品の管理方法の詳細が 2022 年 2 月 24 日
記載されたビデオで、プロフェッ
ショナルサービス製品のページを
更新しました。

サーバーレス SaaS 統合ソ
リューションの導入に関する新
しいトピック

サーバーレス SaaS デプロイメン 2022 年 2 月 15 日
トの統合に関する新しい情報が追
加されました。これには、AWS
デプロイ手順の参考となるクイッ
クスタートへのリンクが含まれま
す。

コンテナベースの要件と AMI セ
クションの更新は最小限

コンテナベースの要件のポリシー 2022 年 2 月 14 日
の更新は最小限で、AMI価格契約
に関する誤った情報の削除も可能

コンテナーのバージョン管理

コンテナイメージやその他のアー 2022 年 2 月 10 日
ティファクトをリポジトリにプッ
シュする方法を明確にするドキュ
メントのみの更新。

SaaSResolveCustomer 製品の
コード例の更新

SaaSResolveCustomer
製品のコード例は以下を
含むように更新されまし
たCustomerAWSAccountID。

Containers AnywhereAWS
License ManagerAWS
Marketplace 製品との統合に関す
るドキュメントを追加しました

ドキュメントのみの更新によ
2022 年 2 月 1 日
り、License Manager との統
合によりAWS Marketplace for
Containers Anywhere 製品に契約
価格を追加する方法に関する詳細
なガイダンスを追加できます。

SaaS SNS 通知のアップデート

SaaS 通知メッセージを明確にす
るためのドキュメントのみの更
新。
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出品者がAmazon Web Services
EMEA SARL を通じて EMEA に
拠点を置く購入者と取引できる

AWS Marketplace対象となる出
2022 年 1 月 7 日
品者は、Amazon Web Services
EMEA SARL を通じて、ヨーロッ
パ、中東、アフリカ (EMEA) の
国や地域に拠点を置く購入者
と取引できるようになりまし
た。AWS アカウント

Helm chart の配送方法を使用し
てコンテナベースの製品の配送
オプションを作成するためのド
キュメントを追加しました

出品者は、Helm Chartの配送方
2021 年 11 月 29 日
法で配送オプションを提供でき
るようになりました。購入者は
これらの配信オプションを使用
して、出品者が提供したHelm
チャートを起動環境にインストー
ルすることで、コンテナベース
のアプリケーションを起動できま
す。Helm Chartの配信方法を提
供すると、 QuickLaunch 売り手
は購入者向けに有効にすることが
できます。 QuickLaunchは、購
入者が新しい Amazon EKS クラ
スターをすばやく作成し、AWS
CloudFormationそのクラスター
上でコンテナベースのアプリケー
ションを起動するために使用でき
る機能です。

既存のポリシーに対する更新

AWS Marketplace販売者のセキュ 2021 年 11 月 22 日
リティポリシーが更新されまし
た。

AMI およびコンテナベース製品
の契約価格

独立系ソフトウェアベンダー
2021 年 11 月 17 日
(ISV) は、新しい AMI ベースの製
品またはコンテナベースの製品
を出品し、購入者に前払いの契約
価格を提示できるようになりまし
た。

ベンダー従量制タギング

ベンダーの従量制タグ付けに関す 2021 年 11 月 11 日
るドキュメントのみの更新（コー
ド例を含む）。

AMI またはコンテナ製品の
Amazon 簡易通知サービス

独立系ソフトウェアベンダー
2021 年 11 月 10 日
(ISV) は、顧客が AMI またはコン
テナ製品を購読または購読解除し
たときに、Amazon 簡易通知サー
ビスを通じて通知を受け取ること
ができます。

新しい出品者権限

AWS Marketplaceに [オファー]
2021 年 11 月 9 日
タブと [パートナー]AWS
Marketplace 管理ポータル タブに
アクセスするための新しい権限が
追加されました。
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機械学習製品の非同期推論用に
設定されたエンドポイントをデ
プロイする機能

ペイロード推論が最大値よりも大 2021 年 11 月 8 日
きいと予想される機械学習ソフト
ウェアや、呼び出しごとの最大処
理時間を超える処理時間が必要な
機械学習ソフトウェアの場合、
購入者は Amazon SageMaker
Asynchronous Inference 用に設
定されたエンドポイントをデプロ
イできます。

返金ポリシーと承認

返金ポリシーを明確にし、AWS
2021 年 8 月 20 日
Marketplaceすべての返金情報を
セラーガイドの1か所にまとめる
ためのドキュメントのみの更新。

コンサルティングパートナーの
プライベートオファーの使用
許諾契約書を選択またはアップ
ロードする

独立系ソフトウェアベンダーは、 2021 年 8 月 17 日
コンサルティングパートナーに
再販の機会を設ける際に、エンド
ユーザー使用許諾契約 (EULA) を
選択またはアップロードできるよ
うになりました。

SaaS 契約製品のカスタム製品寸
法

独立系ソフトウェアベンダー
2021 年 8 月 17 日
(ISV) は、コンサルティングパー
トナーに再販機会を創出する際に
SaaS 契約製品のサイズをカスタ
マイズできるようになりました。

AWS Marketplaceフィールド・
デモンストレーション・プログ
ラム

AWS Marketplaceフィールドデモ 2021 年 8 月 3 日
ンストレーションプログラムの
AWS Data Exchange データセッ
ト製品の要件を明確にするための
ドキュメントのみの更新。

SaaS 製品ガイドラインの更新

SaaS 製品の製品ガイドラインが
更新されました。

コンテナベースの製品要件の更
新

コンテナベースの製品要件が更新 2021 年 7 月 29 日
されました。

AMI セキュリティポリシーの更
新

AMI 製品のセキュリティポリ
シーが更新されました。

対象管轄区域の追加

香港特別行政区とカタール
2021 年 6 月 23 日
が、AWS Marketplace の販売者
としての登録対象になりました。

データフィードの概要

出品者が利用できるデータフィー 2021 年 6 月 23 日
ドの構造の概要を説明するドキュ
メントのみの更新。

機械学習の章を更新しました

機械学習製品の作成と保守に関す 2021 年 5 月 27 日
る情報をドキュメントのみで更新
します。
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コンテナ製品のセルフサービス
アップデート

出品者は、を使用してコンテナ
ベースの商品をより簡単かつ迅
速に更新できるようになりまし
たAWS Marketplace 管理ポータ
ル。

プロフェッショナルサービス

AWS Marketplace出品者は購入者 2020年12月3日
に専門的なサービスを提供できる
ようになりました。ドキュメント
にプロフェッショナルサービスの
セクションを追加しました。

AMI 製品のセルフサービスアッ
プデート

出品者は、を使用して Amazon
マシンイメージ (AMI) ベースの
商品をより簡単かつ迅速に更新
できるようになりましたAWS
Marketplace 管理ポータル。

対象管轄区域の追加

バーレーン、ノルウェー、スイ
2020 年 6 月 17 日
ス、およびアラブ首長国連邦
(UAE) が、AWS Marketplace の
販売者としての登録対象になりま
した。

承認されたプライベートオ
ファーでアップグレードと更新
を提供できます

SaaS 契約製品および従量課金制 2020 年 5 月 28 日
の SaaS 契約製品については、承
諾済みのプライベートオファーに
対するアップグレードや更新をプ
ライベートオファーとして提供で
きます。

詳細情報はデータフィードにあ
ります

データの検索と分析を簡素化す
2020 年 5 月 21 日
るために、レポートの詳細情報を
小さいデータフィードに分割しま
す。

標準化されたライセンス条項が
利用可能になりました

カスタム EULA の代わりに標準
2020 年 4 月 28 日
化されたライセンス条項を提供
して契約プロセスを簡素化できま
す。

オーストラリアとニュージーラ
ンドが適格な管轄区域です

現在、AWS Marketplace の出品
2020 年 4 月 2 日
者となるには、以下の条件が適
用されます。(i) オーストラリア
(AU)、ニュージーランド (NZ) の
永住者および市民。または、(ii)
これらのいずれかの地域で組織化
または法人化された事業体。

コンテナ製品はカスタムメータ
リングと価格強化をサポートす
るようになりました

各自で料金単位を定義し、請求用 2019 年 11 月 14 日
に使用量を計測するには、AWS
Marketplace Metering Service の
meterUsage アクションを統合
します。

AWS MarketplaceAWS Data
Exchange を通じてデータ製品を
サポート

AWS Marketplace でデータ製品
2019 年 11 月 13 日
を提供できるようになりました。
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AWS Marketplaceカタログ API
サービスの紹介

AWS Marketplace カタログ API
2019 年 11 月 12 日
サービスは、承認された販売者が
製品をプログラムで管理するため
の API インターフェイスを提供
します。

AWS Marketplace時間単位の有
料コンテナをサポート

AWS MarketplaceAmazon EKS
2019 年 9 月 25 日
(Amazon EKS) 上で稼働する時間
単位のコンテナがサポートされて
います。

AMI 製品機能の更新

を使用して AMI と Lambda 関数 2019 年 9 月 11 日
を一緒にデプロイできるようにな
りましたAWS CloudFormation。

セキュリティセクションを追加

新しいセキュリティセクションの 2019 年 5 月 7 日
下にセキュリティコンテンツを統
合しました。

AMI セキュリティポリシーの更
新

AMI 製品のセキュリティポリ
シーを更新しました。

「Machine Learning 製品」セク
ションにバージョン情報を追加
しました

機械学習製品の製品バージョンの 2019 年 3 月 21 日
機能について説明するコンテンツ
を追加しました。

Machine Learning 製品セクショ
ンを追加

機械学習製品の公開に関するコン 2018 年 11 月 28 日
テンツを追加しました。

コンテナベースの製品セクショ
ンを追加

コンテナベース製品の公開に関す 2018 年 11 月 27 日
るコンテンツを追加しました。

出品者ヘルプリクエストを送信
するためのリンクを更新しまし
た

E メールアドレスをウェブフォー 2018 年 10 月 22 日
ムアドレスに変更しました。

消費コンテンツを含む SaaS 契
約を追加

SaaS コンテンツを再構築し、消 2018 年 10 月 18 日
費機能付きの SaaS 契約のリリー
スをサポートするためのコンテン
ツを追加しました。

プライベートオファーの柔軟な
支払いスケジュールに関するコ
ンテンツを追加しました

プライベートオファーコンテンツ 2018 年 10 月 15 日
用の Flexible Payment Scheduler
のリリースをサポートするための
コンテンツを追加しました。

IAM 権限の内容を更新しました

AMMP 読み取り専用アクセス権
2018 年 10 月 9 日
のための新しい IAM のアクセス
許可をサポートするためのコンテ
ンツを追加しました。

コンサルティングパートナーの
プライベートオファーに関する
コンテンツを追加しました

コンサルティングパートナーのプ 2018 年 10 月 9 日
ライベートオファー機能をサポー
トするためのコンテンツを追加し
ました。

プライベートイメージビルドに
関するコンテンツを追加しまし
た

AMI 機能用の Private Image Build 2018 年 8 月 13 日
のリリースをサポートするための
コンテンツを追加しました。
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販売者向けの検索エンジン最適
化ガイダンスを追加しました。

検索のために製品の最適化を望む 2018 年 7 月 3 日
販売者向けのガイダンスを追加し
ました。

AWS Marketplace ロゴへのリン
クを更新しました

AWS Marketplace の新しいロゴ
2018 年 12 月 6 日
を指すようにリンクを更新しまし
た。

セラーガイドを追加

PDF 版の販売者向けガイドをす
2018 年 5 月 9 日
べてオンラインコンテンツに変換
しました。
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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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